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Windowsは米国MicrosoftCorporationの商標です。『Dr. Backup® 5』シリーズ は、CHENGDU Yiwo® Tech Development 社製品「EaseUS® Todo Backup 5.5」シリーズの日本語版です。本製品の著作権
はすべて中華人民共和国 CHENGDU Yiwo® Tech Development 社が独占的に所有しています。EaseUS® 及び Yiwo® は、CHENGDU Yiwo® Tech Development 社の商標です。その他記載されている商
標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。
製品の仕様は、改善のため将来予告なしに変更する場合があります。使用している画面は開発中の画面又ははめこみ合成ですので、実際の表示画面とは異なる場合があります。

Copyright© 2005-2013 CHENGDU Yiwo® Tech 
Development Co., Ltd（Yiwo® Tech Ltd, for short）.

□OS

□CPU
□デバイス
□光学ドライブ
□メモリ
□ハードディスク
□画面解像度
□表示色

●Dr.Backup® Workstation 5
　Windows 8/7/Vista/XP （いずれも日本語版）

●Dr.Backup® Server 5、Advanced Server 5、Technician 5
　Windows 8/7/Vista/XP、Windows Server 2012/2008/2003（いずれも日本語版）

※管理者権限が必要
※64bit 版では、32bit 互換モード（WOW64）で動作

Intel x86 系、500MHz 以上のプロセッサ
Windows 対応のマウス、その他ポインティング・デバイス
ブータブルメディアの作成に、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD+R DLドライブが必要
1GB以上
1GB以上の空き領域
1024×768以上
High Color 以上

■ Dr.Backup®5 エディション別機能比較表

■ Dr.Backup®5 価格表

■ Dr.Backup®5 動作環境

Dr.Backup® Workstation 5

Dr.Backup® Server 5

Dr.Backup® Advanced Server 5

Dr.Backup® Technician 5

システムバックアップ

パーティション＆ディスクバックアップ

ファイル＆フォルダーバックアップ

Outlook バックアップ

ディスククローン

イメージチェック

ブータブルメディア

プリOSモード

スナップショット

イメージマウント

仮想イメージ変換

データ抹消

ドクターバックアップ
®

Dr.Backup®シリーズ ラインナップ

Windows AIK をインストール後、WinPEブータブルディスクの作成またはWinPE ISOイメージの出力をすることで、体験版
プログラムでも「ユニバーサルリストア」「WinPE ブータブルディスク作成」をおこなえます。

ディスクとパーティションのバックアップ
ファイルバックアップ
増分 /差分バックアップ
ダイナミックボリュームのバックアップとクローン
スケジュール作成
システムバックアップ
バージョンの古いバックアップの自動削除
スナップショット     
ユニバーサルリストア
SQL Server のバックアップ
Exchange Server のバックアップ
テープへのバックアップ
WinPEブータブルディスク
プリOSモードの使用
イメージ変換ツール
Windows エクスプローラーからバックアップ実行
Microsoft サーバーOS対応
営利目的に利用する
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Technician 5

ドクターバックアップ ワークステーション ドクターバックアップ サーバー ドクターバックアップ アドバンスドサーバー ドクターバックアップ テクニシャン

Dr.Backup®
Workstation 5

Dr.Backup®
Server 5

Dr.Backup®
Advanced Server 5

Dr.Backup®
Technician 5

対象ユーザー：個人・法人

ダウンロード版

個人のパソコンや、
法人内のクライアントパソコンの

バックアップ
法人内のサーバー機の

バックアップ

法人内のサーバー機の
バックアップ

※Microsoft Exchange
サーバー利用者等

ユーザー（個人・法人）が
保有するコンピューター
最大 10台までの利用と
商用利用が可能

対象ユーザー：法人 対象ユーザー：法人 対象ユーザー：法人…営利目的による利用

※Dr.Backup® 5 のご購入方法は、日本ソフト販売株式会社サイト（http://www.nipponsoft.co.jp/products/drbackup5/）をご覧ください。 ※Dr.Backup® Technician 5 の商用利用については別途お問い合わせください。

3,990 円 71,400 円 102,900 円 165,900 円
希望小売価格（税込）

主な用途

（※） ………

CNET download.com レビューで5つ星

SOFTPEDIA レビューで5つ星

2011 TopTen REVIEWS 銀賞

15日間ご試用いただける体験版のダウンロードは
日本ソフト販売（株）のホームページから
http://www.nipponsoft.co.jp/products/drbackup5/

体験版のご案内

※左記は、快適にお使いいただくための最小システム要件です。ディスク

イメージなどの操作には、一時作業のためにさらに多くの空き領域が必

要です。システムドライブの空き領域、バックアップ先メディアの空き領

域、物理メモリ、仮想メモリを十分確保したうえで本製品をご使用くださ

い。 ※バックアップ先に使用するメディアによっては、メモリーカードリー

ダー、インターフェースカード等の機器が別途必要です。 ※UEFIベース

のマザーボードには完全対応していないためご注意ください。

【対応ファイルシステム】 FAT12、FAT16、FAT32、NTFS ※その他の

ファイルシステムは、バックアップやクローン作成の実行中に「その他」と

表示され、セクターバイセクター方式での処理が自動でおこなわれます。

【対応インターフェース】 IDE、EIDE、SATA、eSATA、ATA、SCSI、

iSCSI、USB 1.1/2.0/3.0、FireWire

【最大ディスク容量】 4TB 

【最大ディスク台数】 32台

［近日発売予定］ ［近日発売予定］ ［近日発売予定］

Windows 8 対応 Windows Server 2012 対応
全エディション 3エディション（ 　　　　　　）Dr.Backup Server 5

Dr.Backup Advanced Server 5
Dr.Backup Technician 5



世界中で利用されている高機能バックアップソフト

「フル」「増分」「差分」を組み合わせて最適なバックアップ
プランを立てることができます

回数、日時、曜日など、さまざまな条件を指定して
細かくバックアップのスケジュールを立てることができます

バックアップイメージファイルの圧縮レベルやネットワーク
転送速度などの高度な設定もおこなえます

増分バックアップ・差分バックアップの違い

データ抹消機能で復元不可能な状態に消去できます

新しいHDDやSSDを
パソコンに接続

クローン機能で
システムを複製

複製したディスクを
古いディスクと交換

① 接 続 ② 複 製 ③ 交 換

まるごとバックアップで安心 リストア（復元）

クローン（複製）

操作ミスやソフトの不具合による誤消去、パソコンの障害など、トラブルの状態に応じた復元方法があります。

『Dr.Backup®（ドクターバックアップ）』 は、クライアントパソコンやサーバー、業務用ワークステーションなどの

コンピューター環境で幅広くお使いいただける高機能バックアップソフトです。

レビューサイトで高い評価を受け、世界のユーザーから支持を集めている信頼のソフトウェアです。

『Dr.Backup®5』シリーズは、CHENGDU Yiwo® Tech Development 社製品
『EaseUS® Todo Backup 5.5』シリーズの日本語版です。

初  回
2回目
3回目
4回目

50GB
10GB
5GB
10GB

初  回
2回目
3回目
4回目

50GB
10GB
15GB
25GB

増分バックアップ

合計 75GB 合計100GB リスクを減らした安全なバックアップバックアップ先のディスク容量を節約

フルバックアップ フルバックアップ

差分バックアップ

いざという時は簡単ステップで復元

システム障害などでWindowsが起動しない場合でも、ブータブ
ルメディア（※2）をCD-R、DVD-R、USBメモリ、外付けHDDな
どにあらかじめ用意しておけば、復元用システムを起動し、バック
アップデータのリストア（復元）ができます。
特定ファイルや、別のパソコンへの復元にも対応しています。

らくらく引越！ パソコン環境を複製

トラブルが発生しても大事なデータを手厚く守ります

ハードディスクを交換する際に、パソコンを最初からセットアップす
る作業はとても大変です。クローン機能は、古いディスクから新し
いディスクへ環境をまるごと移行したり、別のディスクへデータをま
るごと転送でき、元の環境をそのまま引き継げます。
新しいディスクの容量に合わせてパーティションサイズの変更も
可能です。

クラウドディレクトリへのバックアップに対応しました。バックアップイメージを Google 
Drive、SkyDrive、Dropbox などと同期保存し、データの二重保護が可能です。

プリOSモード ブータブルメディアの作成ファイルリストア

一般的にはバックアップを作成したパソコンとは違うパソコン
にリストアしようとしても、環境が異なるため完全に復元するこ
とができませんが、自動的にドライバの検出とインストール処理
をおこなうため、リストア処理後に通常どおり動作します。

選べるバックアップ方法

バックアップ機能の特長

・ファイル単位はもちろん、システムドライブ、HDD単位で
  まるごとバックアップします

・バックアップ方法は「フルバックアップ」
  「増分バックアップ」「差分バックアップ」から選べます

・自動バックアップのスケジュールを設定し
  必要なタイミングでバックアップをおこないます

内蔵HDD、SDD

外付けHDD

USBメモリ

フラッシュメモリ

ファイルサーバー

（※1） Windows Server 2012に対応。Dr.Backup® Advanced
Server 5 / Technician 5は、Microsoft Exchange Server 2010、
Microsoft Exchange Server、Microsoft SQL Server のバックアップ、
リストアに対応しています。

GPTディスクのクローン・バックアップ・リストアに対応しました。

（※2）ブータブルメディア（緊急用起動ディスク）は本製品で作成できます。

ドライブやHDDをまるごとバックアップ

システムドライブ（一般的には、Windowsがインストールされている
Cドライブ）、指定したディスク（複数のパーティションをまとめて）、
パーティションのすべてのデータをまるごとバックアップします。ドラ
イブやディスク内のWindowsのシステム、アプリケーション、デー
タなどすべての情報をまるごと保存します。
もちろんファイル単位でバックアップすることも可能です。
「Dr.Backup® Server 5/Advanced Server 5/Technician 5」
ではサーバー（※1）のバックアップにも対応しています。

システムドライブやディスク単位でバックアップ
できるため、パソコンが起動しないなどの障害が
発生したときに、システムをまるごと復元できます。

システムドライブやディスク単位でバックアップ
できるため、パソコンが起動しないなどの障害が
発生したときに、システムをまるごと復元できます。

前回のバックアップ以降に変更されたファイルのみ
をバックアップします。

何回目の差分バックアップであっても、初回のバッ
クアップデータに対しての差分を保存します。

各種メディアへ
高速バックアップ

プリOSモードが有効になると、コンピュータ起動時のブー
トメニューからWindows を起動せずに Dr.Backup® を
使用できるようになります。

誤操作やソフトの不具合などでファイルが誤って削除さ
れてしまったとき、ファイル単位で必要なデータだけを復
元できます。

お使いのパソコンが何らかの障害で起動しなくなった場
合に、ブータブルメディア（緊急用起動ディスク）で復元
用のシステムが起動できます。

古いディスクのデータは？

CheckCheck

CheckCheck

CheckCheck

NEW

NEW

NEW

NEW

指定した電子メールアドレスにバックアップタスク/プランの詳細
情報を複数メールアドレス宛に通知できるようになりました。
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はすべて中華人民共和国 CHENGDU Yiwo® Tech Development 社が独占的に所有しています。EaseUS® 及び Yiwo® は、CHENGDU Yiwo® Tech Development 社の商標です。その他記載されている商
標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。
製品の仕様は、改善のため将来予告なしに変更する場合があります。使用している画面は開発中の画面又ははめこみ合成ですので、実際の表示画面とは異なる場合があります。

Copyright© 2005-2013 CHENGDU Yiwo® Tech 
Development Co., Ltd（Yiwo® Tech Ltd, for short）.

□OS

□CPU
□デバイス
□光学ドライブ
□メモリ
□ハードディスク
□画面解像度
□表示色

●Dr.Backup® Workstation 5
　Windows 8/7/Vista/XP （いずれも日本語版）

●Dr.Backup® Server 5、Advanced Server 5、Technician 5
　Windows 8/7/Vista/XP、Windows Server 2012/2008/2003（いずれも日本語版）

※管理者権限が必要
※64bit 版では、32bit 互換モード（WOW64）で動作

Intel x86 系、500MHz 以上のプロセッサ
Windows 対応のマウス、その他ポインティング・デバイス
ブータブルメディアの作成に、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD+R DLドライブが必要
1GB以上
1GB以上の空き領域
1024×768以上
High Color 以上

■ Dr.Backup®5 エディション別機能比較表

■ Dr.Backup®5 価格表

■ Dr.Backup®5 動作環境

Dr.Backup® Workstation 5

Dr.Backup® Server 5

Dr.Backup® Advanced Server 5

Dr.Backup® Technician 5

システムバックアップ

パーティション＆ディスクバックアップ

ファイル＆フォルダーバックアップ

Outlook バックアップ

ディスククローン

イメージチェック

ブータブルメディア

プリOSモード

スナップショット

イメージマウント

仮想イメージ変換

データ抹消

ドクターバックアップ
®

Dr.Backup®シリーズ ラインナップ

Windows AIK をインストール後、WinPEブータブルディスクの作成またはWinPE ISOイメージの出力をすることで、体験版
プログラムでも「ユニバーサルリストア」「WinPE ブータブルディスク作成」をおこなえます。

ディスクとパーティションのバックアップ
ファイルバックアップ
増分 /差分バックアップ
ダイナミックボリュームのバックアップとクローン
スケジュール作成
システムバックアップ
バージョンの古いバックアップの自動削除
スナップショット     
ユニバーサルリストア
SQL Server のバックアップ
Exchange Server のバックアップ
テープへのバックアップ
WinPEブータブルディスク
プリOSモードの使用
イメージ変換ツール
Windows エクスプローラーからバックアップ実行
Microsoft サーバーOS対応
営利目的に利用する
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Dr.Backup®
Workstation 5

Dr.Backup®
Server 5

Dr.Backup®
Advanced Server 5

Dr.Backup®
Technician 5

ドクターバックアップ ワークステーション ドクターバックアップ サーバー ドクターバックアップ アドバンスドサーバー ドクターバックアップ テクニシャン

Dr.Backup®
Workstation 5

Dr.Backup®
Server 5

Dr.Backup®
Advanced Server 5

Dr.Backup®
Technician 5

対象ユーザー：個人・法人

ダウンロード版

個人のパソコンや、
法人内のクライアントパソコンの

バックアップ
法人内のサーバー機の

バックアップ

法人内のサーバー機の
バックアップ

※Microsoft Exchange
サーバー利用者等

ユーザー（個人・法人）が
保有するコンピューター
最大 10台までの利用と
商用利用が可能

対象ユーザー：法人 対象ユーザー：法人 対象ユーザー：法人…営利目的による利用

※Dr.Backup® 5 のご購入方法は、日本ソフト販売株式会社サイト（http://www.nipponsoft.co.jp/products/drbackup5/）をご覧ください。 ※Dr.Backup® Technician 5 の商用利用については別途お問い合わせください。

3,800 円 68,000 円 98,000 円 158,000 円
本体価格（税抜）

主な用途

（※） ………

CNET download.com レビューで5つ星

SOFTPEDIA レビューで5つ星

2011 TopTen REVIEWS 銀賞

15日間ご試用いただける体験版のダウンロードは
日本ソフト販売（株）のホームページから
http://www.nipponsoft.co.jp/products/drbackup5/

体験版のご案内

※左記は、快適にお使いいただくための最小システム要件です。ディスク

イメージなどの操作には、一時作業のためにさらに多くの空き領域が必

要です。システムドライブの空き領域、バックアップ先メディアの空き領

域、物理メモリ、仮想メモリを十分確保したうえで本製品をご使用くださ

い。 ※バックアップ先に使用するメディアによっては、メモリーカードリー

ダー、インターフェースカード等の機器が別途必要です。 ※UEFIベース

のマザーボードには完全対応していないためご注意ください。

【対応ファイルシステム】 FAT12、FAT16、FAT32、NTFS ※その他の

ファイルシステムは、バックアップやクローン作成の実行中に「その他」と

表示され、セクターバイセクター方式での処理が自動でおこなわれます。

【対応インターフェース】 IDE、EIDE、SATA、eSATA、ATA、SCSI、

iSCSI、USB 1.1/2.0/3.0、FireWire

【最大ディスク容量】 4TB 

【最大ディスク台数】 32台

［近日発売予定］ ［近日発売予定］ ［近日発売予定］

Windows 8 対応 Windows Server 2012 対応
全エディション 3エディション（ 　　　　　　）Dr.Backup Server 5

Dr.Backup Advanced Server 5
Dr.Backup Technician 5




