
論理障害・物理障害をトータルサポート論理障害・物理障害をトータルサポート論理障害・物理障害をトータルサポート
Windows・Macintosh・Unix・Linux
ハードディスク・SSD / メモリカード / 光学メディア

日本ソフト販売株式会社

データ復元サービス
日本ソフト販売株式会社

データ復元サービス

世 界トップレ ベ ル の 技 術 で デ ー タを 復 元します

お客様に
ご安心の

3つの無料
ご相談
初期診断
お見積もり

ご相談
初期診断
お見積もり

成功報酬制成功報酬制



1～3日で診断し、お見積
書およびご注文書をお送
りします。

論理障害は3～9日、物理
障害は1週間～1ヶ月程で
復元します。

復旧データを新し
いメディアに移送
してお客様へお送
りいたします。

トラブルの状況をお電話・
ネット・メールにてお聞か
せください。

弊社からの確認の電話の
あと、障害メディアと状況
調査票・診断同意書を一緒
にお送りください。

届いた状況調査票・診断同
意書に署名・捺印します。

市販のデータ復元ソフトで
復元できる可能性あり

データ救出成功！ バックアップを定期的に取りましょう。

データリカバリーセンターへご相談ください

電源を切って現状維持

どのような症状ですか？

論理障害 物理障害
・ デジカメの写真やビデオが消えてしまった
・ 誤ってフォーマットしてしまった
・ ウイルスに感染しておかしくなった
・ 書き込んだデータが読み出せない
・ 重要なデータを捨ててしまった
・ パーティションが消滅してしまった
・ OSが見つからないと表示される
・ データがあるのにフォーマットを要求される

※市販のデータ復元ソフトで復元できない場合、
重度の論理障害・物理障害が疑われます。
データリカバリーセンターまでご相談ください。

メディアの診断後、キャンセルされる場合や復元不可能な場合は、
メディアを着払いで返送いたしますので、ご了承ください。

データが完全でなかった

どうして電源を入れてはいけないの？
データ救出不可能
または様々な理由で
自分では作業できない

・ 衝撃によって物理的に壊れてしまった
・ 地面に落下させてしまった
・ 火事や水害に遭った
・ 雷や停電でデータを失った
・ カタカタ…と異常音がする
・ 変なにおいがする

重度のトラブルが発生している可能性があります。
弊社のサービスをご利用ください。

ハードディスクが内部損傷を起こして
いる可能性がある場合、そのまま通電
していると症状が悪化してデータ復
旧率が下がる恐れがあるからです。
すみやかに電源を切りましょう。

0120-29-6929

データ救出可能

無料で相談できます。 お気軽にご相談を!

◯電話 …

◯Web …

スタッフがお客様ひとりひとりに合わせて状況をうかがいますので、ご心配なく。
安心してお電話ください。詳しく状況をお伝えいただくほど対応はスムーズです。

データが消えた！？ 一体どうしたら?

https: //recovery. nipponsoft.co.jp/



費用はどのくらいかかるの？

どうして安いの？

どんなところに納入した実績があるの？

復旧できるのは、どんなトラブル？

初期診断・お見積もりは無料。
復旧費用も安心価格でご提供します。

ごく軽い障害から
難易度の高い重度の障害まで、
あらゆるトラブルを受け付けています。

弊社は、国内の競合他社様や海外企業への委託は一切おこなわず、トラブルのご相談からデー
タの納品までのすべての業務を自社内の専用設備で解決しています。余分な中間コストがか
からないので、重度のトラブルであっても他社様に比べて低価格でご提供できます。

一般競争入札方式による官公庁 /団体のデータ復旧案件の落札・成功をはじめとして、これま
でに上場企業、非上場大手企業、金融機関、医療機関、介護・福祉業界、建設・建築業界、教育
機関、その他さまざまなクリエイティブな職種の方々のデータ復旧に成功した実績があります。
また、高難度データ復旧の代理作業依頼を同業他社から受け、技術そのものも納入しています。
どこよりも安全・安心で安く正確な技術を、個人・法人を問わずどなたにも提供いたします。

会社のポリシー上、障害の発生した機器を持ち出せません。
オンサイトでデータ復旧作業をしてくれませんか？

トラブルのご相談時に弊社スタッフまで「オンサイトデータ復旧希望」の旨をお伝えください。

メモリカード、フラッシュメモリ

光ディスク、光磁気ディスク
（CD-R/RW、DVD-R/RW/RAM、BD-R/RE、MO など）
デジタルカメラ
（デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ など）
Windows、DOS
（ハードディスク、SSD、その他メディア）
Macintosh
（ハードディスク、SSD、その他メディア）
Linux、Unix
（ハードディスク、SSD、その他メディア）
その他

※表に記載されていない種類のメディア、OS、デバイスのデータ復旧についてもお気軽にご相談ください。 ※表に記載されていない種類のRAID構成のデータ復旧についてもお気軽にご相談ください。

OS・メディアの種類 論理障害

RAID0（HDD2台）

価格

日数 3日～ 3日～ 5日～

RAID5（HDD4台） RAID6（HDD8台）

物理障害
¥15,000～¥25,000
¥20,000～¥50,000
¥30,000～¥80,000

¥20,000～¥50,000

¥15,000～¥150,000

¥30,000～¥150,000

¥50,000～¥200,000

¥70,000～¥350,000

¥120,000～¥350,000

¥150,000～¥350,000

お見積もりいたします

お見積もりいたします

お見積もりいたします

お見積もりいたします

お見積もりいたします

容量4GB未満
容量4GB以上64GB未満
容量64GB以上

データ復元サービス
軽度の論理障害から、重度の物理障害まで、あらゆる障害からの復旧に対応。軽度の論理障害から、重度の物理障害まで、あらゆる障害からの復旧に対応。

◯ SCSIタイプのファームウェア障害復旧
◯ マルチヘッドタイプのハードディスクで特殊な復旧
◯ マルチプラッタタイプのハードディスクで特殊な復旧
◯ LinuxやUnixに加え、HP-UXなど各メーカーで
　 カスタマイズされた特殊なOSからのデータ復旧
◯ SAS（シリアル・アタッチドSCSI）復旧
◯ 8ヘッド以上のヘッド交換や調整
◯ 基板上のチップのみを交換
◯ ATAパスワードでロックされたディスクのデータ復旧※
◯ ディスク暗号化（セキュリティチップTPMを用いたWindows BitLockerドライブ暗号化、
　 Apple FileVault、TrueCrypt など）やファイル暗号化の復号化が必要なデータ復旧
◯ 消失または障害を受けたRAID情報の再構築

※パスワード除去には、所有証明書が必要です。

最高技術責任者
フーシャン・ハビブザデ博士

●シングルハードディスクシステムの障害

データ復旧料金の目安（税別）

RAIDレベル別の復旧料金の目安（税別）

●RAID障害

国内の大手データ復旧業者様で「復旧不可能」と診断された数々の障害を弊社が業務委託を受け解決している事例も多数あります。
長年の経験と、技術、価格に自信があります。まずはご相談ください。

論理障害

物理障害

Windowsが
起動しなくなった

Macintoshが
起動しなくなった

Unixの
データが読めない

RAIDサーバーが
フリーズした

NASの
データが読めない

メモリカードの
データが読めない
写真、ビデオが消えた

HDD/SSDの
データが読めない

PCIe SSDの
データが読めない

顧客データ、
研究データが消えた

火災や水害で
焼損・水没した



S80308-01

弊社では、不正行為や退職者のパソコン調査、デジタル遺品の調査などをおこなう「フォレンジックサービス」も実施しています。

https://www.nipponsoft.co.jp/

日本ソフト販売株式会社
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7階
TEL.03-3668-8781　FAX.03-3668-5914
〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町312-32 浜松シティビル4階
TEL.053-452-0743　FAX.053-452-1701

本社

浜松センター

対応OS・ファイルシステム

Microsoft

Unix

Linux

BSD

Apple

仮想マシン

Windows 11、2022、10、2019、2016、8、2012、7、2008、Vista、XP、2003、Me、2000、
98、CE、NT、95（ワークステーション、サーバーOSの全エディション）、MS-DOS全バージョン

Solaris、HP UNIX、SCO Open Server/UnixWare（HTFS、EAFS、VxFS、UFS、ZFS）

RedHat、Turbo Linux、SUSE、Caldera、SCO、Mandrake、Slackware
他（ext2、ext3、ext4、BtrFS、ReiserFS、JFS、XFS）

Free BSD（UFS1/UFS2 file systems）、Open BSD（UFS1/UFS2 file systems）、
NetBSD（UFS1/UFS2 file systems）

Mac OS X 10.X（HFS/HFS+/UFS）、Mac OS 9.X～7.X（HFS/HFS+）、macOS、iOS、
watchOS、tvOS（APFS）、Core Storage、FileVault、Fusion Drive

VMware VMFS など

対応メディア

PCIe、NVMe、M.2、IDE、SATA、mSATA、ZIF/LIF、SCSI（2,3,Ultra,Wide,SCA）、SAS、
Fibre Channel、外付けUSB、FireWire（IEEE1394）、マイクロドライブ

コンパクトフラッシュ、スマートメディア、
各種SDカード（miniSDカード、microSDカード、SDHCカード、SDXCカード）、
xDピクチャーカード、メモリースティック、メモリースティック Duo、USB フラッシュメモリ

CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、BD-R、BD-RE

DAT（Digital Audio Tape）、DLT（Digital Linear Tape）

MO（160MB～1.3GB）、フロッピーディスク（720KB/1.44MB/2.88MB）、ZIPドライブ、
iPod、デジタルカメラ（スチルカム、ムービーカム）、スマートデバイス（スマートフォン、タブレットなど）

データ復元サービスではクラス100のクリーンスペースで復元作業をおこないます。
クラス100とは粒子径0.5μｍ（ミクロン）以上の粒子が空気１ft₃（立方フィート）あたり100
個以下であることを示しています。これは医療機関で用いられるほどクリーンな環境です。
お客様からお預かりしたメディアは、最高水準の環境にて慎重にお取り扱いします。

弊社では復旧作業をすべて自社内でおこなっており、外
部への業務委託をしておりません。
また、入り口にカードキーや静脈認証システムを設置して
おり、たとえ従業員であっても関係者以外の立ち入りは
禁止となっております。
厳重な管理のもと、私たちはお客様のプライバシーと大
切なデータを保護いたします。

ハードディスク
SSD

メモリカード

光学メディア

磁気テープ

その他

受付時間 ： 祝祭日を除く月～金曜日　9時～12時/13時～17時

053-459-2001
recovery-info@nipponsoft.co.jp
https://recovery. nipponsoft.co.jp/

FAX
E-mail
URL

（24時間受付）

（24時間受付）

（24時間受付）

https: //recovery. nipponsoft.co.jp/データ復元サービスの
詳しい情報はこちら

■データ復元サービスに関するお問い合わせは

日本ソフト販売株式会社 データリカバリーセンター

■データ復元サービス プロバイダー

当社は2007年1月、日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク」を取得しております。

本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です。

●お申し込み・お問い合わせは

■ 国の機関、地方公共団体、
　 公団・事業団
■ 報道機関
■ 金融機関
■ 医療機関、製薬業者
■ 工事業者、建築業者、
　 住宅業者、不動産業者
■ 教育機関、塾

■ ホテル、その他宿泊業
■ 飲食業者
■ カメラ店、電気機器販売業者
■ ソフトウェア業者、データ復旧業者
　 コンピュータ修理・保守事業者
■ 調査業者
■ 写真家、2-D・3-Dデザイナー
■ 個人のお客様 など

●メディアやファイルにかけられたパスワードの解除
●OSのログイン用パスワードの解除
●ディスク暗号化やファイル暗号化の復号化※

※復号化には、キーファイルをご用意いただく必要があります。

●決定的瞬間の直前で途切れてしまったドライブレコーダー映像の修復
●監視カメラで撮影したはずの重要な場面の映像の修復
●ビデオカメラで撮影したはずの大切な思い出の映像の修復　など
動画のほか、WordやExcelなどのドキュメント、写真、音楽ファイルなどの修復もご相談ください。

?

プライバシー保護とデータ漏洩対策クラス100のクリーンルーム完備

あらゆるシステム・メディア・OSに対応

当サービスをご利用いただいているお客様

パスワードや暗号化のトラブル、破損したファイルの修復のご相談にも対応

通話料無料 携帯 OK 復　旧　　　無 休 で 復 旧




