私たちにできなければ、
どこにもできない。
ゆるぎない自信と覚悟で、
データの安全を考える。

大切なデータが壊れたら

「データリカバリー」

●お問い合わせから、データ復旧作業、納品までの流れ
ふっきゅうは

お客さまからの障害に関する
お問い合わせ
受

いちはやく

までお電話下さい。
当社ホームページのお問い合わせフォームでも承っております。障害の状況をお知らせください。

■障害メディアをご送付またはお持ちください。

付

当社ホームページから直接お申し込みできます。障害メディアもすぐにお送りください。または、同ホームページから「診断同
意書・状況調査票」をプリントアウトし、
ご記入の上、障害メディアと一緒にお送りください。直接お持ちいただいても結構です。

■データ復旧の可能性と障害状況を調査します。

ADC初期診断

障害メディアをあらゆる方法で調査・診断し、データ復旧が可能な状態かをプロの技術者が調べます。
初期診断には、即日（6時間）から障害状況により数日を要します。

■お見積を算出し、作業のご了解をいただきます。

お見積提出

障害状況、復旧の見込み、見積、納期等をお電話やメール等でお知らせします。
ご承諾の上で進めさせて頂きますのでご安心ください。

■データ復旧作業は、即日〜10 営業日程かかります。

データ復旧作業

当社の技術と設備を駆使して専門の熟練技術者が復旧作業を行ないます。

■作業終了後、速やかに納品いたします。

宅配便にてお届け

復旧データは適切なメディアに格納して、直ちに納品させていただきます。

納品完了

データ復旧料金は、診断後にお見積もりいたします。

データ復旧料金の目安

デ ー タ 復 旧

アドバンスデザインなら初期診断料無料！ キャンセル料無料！
※

※スマートフォン、
タブレットについては診断料50,000円を頂戴します。

ハードディスクのデータ復旧料金

アドバンスデザインの
データ復旧サービスは、

ハードディスクの状態

お申込み前に成功条件を

ダメージレベル１
ダメージレベル２
ダメージレベル３
ダメージレベル４

ご相談した上で、
成功時にのみ料金をお支払いいただく
完全成功報酬制です。

金

額

￥30,000 〜
￥50,000 〜
￥125,000 〜
￥170,000 〜

納

その他メディアのデータ復旧料金
期

即日 〜
即日 〜
即日 〜
２日 〜

ダメージレベルと障害メディアの状況
復旧は
インのデータ
アドバンスデザ

完全
成功報酬

ダメージレベル１ OS障害および初期化、削除、領域解放など実行直後で、
ファイルシステムの解析で解決可能な障害
ダメージレベル２ ファイルシステムの破損、消失など高度な解析が必要な障害
およびハードディスクパスワード解除で解決可能な障害
ダメージレベル３ ファイルシステムの解析で復旧できない重度な障害、
ハードウェアの軽・中度の障害を含む復旧が困難な障害
ダメージレベル４ 重度なハードウェアの障害およびデータ部の破損、
重複障害により極めて復旧が困難で高度な設備と技術が
必要な障害

データ復旧メディア
メモリ関係
外付けハードディスク
RAID / NAS / サーバ
CD-R / RW
DVD-R / RW / RAM
フロッピーディスク
3.5”MO
5”MO、テープメディア
（AIT / DAT / DDS / DLT / LTO など）
スマートフォン、
タブレット

金

額

納

期

￥30,000〜
￥30,000〜
￥130,000〜
￥30,000〜
￥75,000〜
￥14,000〜
￥20,000〜

即日〜
即日〜
２日〜
即日〜
即日〜
即日〜
即日〜

別途お見積

要相談

￥100,000〜

２日〜

※緊急時には「緊急データ復旧サービス」により優先的な対応が可能です。
緊急データ復旧サービスは通常料金の30％増しとなります。

＜お問い合わせ先＞

【本

社】

機密
保持

〒210-0854 神奈川県川崎市川崎区浅野町 4 -13
TEL：044-333-3935

FAX：044 -355-4940

【銀座4丁目支店】

〒104-0061 東京都中央区銀座 4-6-10 ゑり円ビル6F

【新横 浜 支 店】

〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-18-20
パシフィックマークス新横浜 5F

【大 阪 支 店】

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-14
新大阪グランドビル 9F

TEL：03-5524-3391

TEL：045-472-8132

TEL：06-6396-1294

FAX：03-5524-3396

ISO 9001

（本社・銀座支店）

FAX：045-471-2558
ISO 27001
（本社）

FAX：06-6396-5355

※本カタログに記載の会社名、商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。 ※本カタログに記載されている内容は、製品仕様の改善のため、予告なしに変更する場合があります。
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データ復 旧 のスペシャリストが、あきらめていた消 失・損 失データを生き返らせる

あなたの大切なデー タを
『アドバンスデザイン』が取り戻します。
デ ー タ 復 旧

アドバンスデザインは

選んで安心、対応力が違います。
アドバンスデザインのデータ復旧サービス

＜5つの信頼＞

データ復旧黎明期の1995年から
日本でデータ復旧サービスを提供し続け
数多くお客様の大切なデータを復旧してまいりました。
パソコンのハードディスクなどには、会社や個人の
貴重な財産である多くの情報が記録されています。
しかし、人為的ミス、ソフトの誤動作、
ハードディスクの故障などの様々な要因により
データが失われる危険性は常にあります。
もしデータを損失してしまったら・
・
・

メーカーと培った技術力
世界最大のハードディスクメーカー シーゲイト社との技術提携を
行い、データ復旧技術を日々進化。その結果、日米の公的機関、
米国国防総省、大手企業の重要なデータを復旧した実績であなた

アドバンスデザインまでご相談ください。
長年に渡る実績と

国際規格ISO9001/27001を認証取得

私たちはお客様の大切なデータを

仮想化サーバなどの大規模システムへの実績多数

データ障害の見極めはデータ復旧のプロでも難しく、初期診断では慎

ハードディスク／SSD（RAID、NAS）、テープメディア、
リレーショナル

重な判断が求められます。市販のユーティリティソフト等で安易に復旧

データベースをはじめ、データセンターや大規模システムで利用され

準化機構が定めた規格ISO9001の認証を日本で初めて取得。また

を試みると、かえって症状を悪化させることもあります。まずは、
フリー

ている仮想化サーバなど、日々進化を続ける最先端のメディアの復旧

セキュリティに関する規格であるISO27001も併せて取得するこ

ダイヤルでご相談いただき、適切なアドバイスをお受けください。

にも数々の実績があります。

とで、国際標準の高品質なサービスを提供しています。

高密度メディアのデータ復旧に必要不
可欠な クラス100クリーンルーム
ス開始時から絶え間なく独自に開発し
た データ復旧ツール群 を擁し、困難
な復旧に対応しています。

これからも復旧していきます。

「あれこれせずに､まず相談」が、早期解決の道

「データリカバリー事業、データセキュリティ事業」において、国際標

レーザー顕微鏡 1998年のサービ

それを支えるゆるぎない技術に最高の設備で

システムがダウンしたり、起動できない、
ファイルが開けない、そんな時は、
まずご相談ください。

の大切なデータの復旧を行います。

世界最高水準の設備・ツール

そんなときは諦めずに

コンピュータ、ストレージの障害は突然現れます。

デジタルフォレンジックにも対応

あきらめずに、まずはご相談ください

コンピュータやネット上のデータの調査・解析（フォレンジック）は、
ＩＴ

台風で水没したパソコン、階段から落としてしまったノートパソコン、

を利用した犯罪を立証することで発展してきました。これらの分析技術

車に轢かれたノートパソコン、工事現場で泥だらけになったデジタル

は、企業等の監査に応用され、
ますます重要となっています。こうした中

カメラ、大事なデータが入ったパソコンをフォーマットしてしまった等、

で、アドバンスデザインは、警察や企業から依頼を受け、犯罪や調査に

どう見ても復旧は不可能と考えられる場合でも復旧できた例は多々

関わるデータ分析においてもさまざまな実績を積み上げています。

あります。まずは、
フリーダイヤルでご相談ください。
ふっきゅうは

0120-290-189

クラス100クリーンルーム

徹底した守秘義務契約

あらゆるメディア、OSに対応します

データ復旧作業を受注するにあたって、お客様
ふっきゅうは

いちはやく

0120-290-189

と「守秘義務契約」を結びます。さらに、当社内

■各種記憶メディア

では、全従業員とも「守秘義務契約」を交わし、

ハードディスク／SSD（RAID、NAS）、
テープ（LTO、DLT、DAT、Open Reel等）、

守秘意識を徹底。常に従業員の倫理観の向上に

フロッピーディスク、USBフラッシュメモリ、
コンパクトフラッシュ、

努めています。また、お客様の大切なデータは、

■データ消失・損失の主な原因
ハードウェアの破壊3％

いちはやく

スマートメディア、SDメモリカード、
メモリースティック、

警備会社との連携による24時間警備体制の下、

天災・災害1％
ハードウェアの故障40％

コンピュータ
ウイルス10％

xDピクチャーカード等、スマートフォン、タブレット等、

セキュリティカードと監視カメラで社内への出入

DVD±R/±RW、DVD-RAM、CD-R/RW、光磁気ディスク
（MO）、
ブルーレイディスク、その他

りをチェック。厚さ16cmの扉を有した大金庫
の中に厳重に保管されています。

耐火耐震大型金庫の厚さ16cm扉

■各種OS
Windows®（10、8、7、Vista、XP、2000、NT、98、Me、95、3.1）、

成功報酬型の復旧料金

Mac（OS、OS X）、iOS、AndroidOS、
UNIX各種、Linux各種、DOS（MS、DR、PC等）、

復旧料金は、一定以上のデータが復旧された場合にお支払いいただき

その他（Free BSD、Netware、組込OS、特殊OS等）

ます。お申込み前に診断結果と復旧の可能性からご判断いただける
安心の成功報酬モデルです。

障害を受けたハードディスク

（一部のハイエンドデータ復旧サービスを除く）

人為的ミス30％
ソフトウェアの故障16％
※サービスの内容は改善のため、予告なしに変更する場合があります。最新情報はアドバンスデザインのホームページをご覧ください。

