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DrivenShelter /
ドリブンシェルター・アール

R

無償データ復旧サービス付き

File Server

Access
Control

Access
Protection

RAID5

DualOS

Auto Backup

Multi Backup

Snap Shot

Cloud Backup

HDD
1000Base

GIGA

Log Save

Shadow
Folder

Network
Recycle Bin

Notiﬁcation
E-mail

Hot Spare

Virus Scan

Virtual
Machine

Kensington
Lock

External Access

DATA
復旧
サービス

いま、
求められる最高の技術と品質を投入
NASには、
データのバックアップだけでなく
●LAN内でのファイル共有
●部署・社員ごとに
「アクセス拒否」
「閲覧のみ」
「編集可能」などの
フォルダに対する詳細な指定が可能
●専門のシステム要員の必要がないイージーメンテナンス
などのメリットがあり、企業での利用は一般的になっています。

結果、多くのNASメーカーが乱立し、NAS本来の「データを守る」
という本来の目的を失っている製品があるのも事実です。

アレクソンは基本機能だけでなく、業務用NASとして
「高い信頼性」
「サポート」
「よりデータを活用できる機能」
を高レベルで融合した業務用NASを提供しています。

DrivenShelter/Rでデータを安全に管理
HDD障害からデータを守るRAID5
ファイルを複数HDDに分散保存し、万一HDDが1基故障しても

RAID5

データを保護。
故障したHDDを電源ON（ 通常運用 ）のまま、入れ替えできる
ホットスワップ対応。

デュアル
OS

システム全体も二重化するデュアルOS
システム（ OS ) に障害が発生すると自動的にサブOSが起動し、
通常運用しながら、不具合OSを自動修復。

今までの使い方で自動バックアップ

PC自動
バックアップ

付属Windowsアプリでファイルを自動バックアップ（ リアルタイム
TimeMachine

・スケジュール ）。MacOS標準のバックアップソフトにも対応。
マイナンバー制度「 安全管理措置 」準拠

ログ自動保存でアクセス履歴を管理
いつ誰がどのファイルを操作したかの記録を自動保存。

ログ
自動保存

情報漏えいなどの不正行為の「 抑止力 」としても有効。
Number
21
13
12
10
9
8
5
4
3
2
1

Type
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information

Date
Time
Users
Source IP
Computer name Connection type
2013/2/26 16:54:36 admin 182.249.188.248
--HTTP
2013/2/26 16:47:37 ●●● 192.168.10.103
○○○
SAMBA
2013/2/26 16:47:37 ●●● 192.168.10.103
○○○
SAMBA
アクセス日時
利用者
IP アドレス ○○○
接続方法
2013/2/26
16:47:27 ●●●
192.168.10.103
SAMBA
2013/2/26 16:47:27 ●●● 192.168.10.103
○○○
SAMBA
利用者名
利用者
PC
名
2013/2/26 16:47:19 ●●● 192.168.10.103
○○○
SAMBA
2013/2/26 16:47:04 ●●● 192.168.10.103
○○○
SAMBA
2013/2/26 16:47:03 guest
192.168.1.14
△△△
SAMBA
2013/2/26 16:46:49 ●●● 192.168.10.103
○○○
SAMBA
2013/2/26 16:46:49 ●●● 192.168.10.103
○○○
SAMBA
2013/2/26 16:46:46 ●●● 192.168.10.103
○○○
SAMBA

Accessd resources
Administration
●●●/TEST01
●●●/TEST01/新規Microsoft Excel ワークシート.xls
●●●/TEST01/新規Microsoft Excel ワークシート.xls
●●●/TEST01/新規Microsoft Excel ワークシート.xls
アクセス先（ファイル
/ フォルダ）
●●●/新しいフォルダ
-> Demo/Net-Shelter/TEST01
●●●/新しいフォルダ
--●●●/NetBakData/…/BKBK_512C64C5_E784.eml
●●●/NetBakData/…/BKBK_512C64C5_E784.eml
---

Action
Login OK
Delete
Delete
操作内容
Read
Write
Rename
MakeDir
Login OK
Write
Add
Login OK

DrivenShelter/Rでデータを有効活用

業界最高峰のデータ復旧サービスを提供

外部アクセス※１で働き方改革

保険型データ復旧サービスでデータ保護を強化

スマートフォンやタブレットなどモバイル端末からDrivenShelter/R内のファイルへアクセス。

警察庁、
検察庁など数々の公共機関で多くの実績があり、
高度な復旧技術を誇る専門業者と提携。

外出後、
事務所で行っていた作業をすぐ行うことで、
ビジネスのスピード・幅を拡大。

物理障害、
論理障害を問わず、
万一DrivenShelter/R内のデータが読めなくなった場合には、
ライセンス期間
中
（RS：5年、
RM：6年、
RL7年）
、
データ復旧サービスを無料でご利用頂けます。

別OSマシンとして利用できるバーチャルマシン※２
新しいOSに対応していないソフトの動作環境や導入予定のアプリケーションの評価環境に利用。
また、ウイルスに感染しても他の環境に影響しないので、
安全性が確認できないサイトの閲覧や
ファイルのダウンロードなど多様に利用。

DrivenShelter/Rでデータ セキュリティを強化
専用フォルダでアクセス制御

間違って削除しても安心ネットゴミ箱
指定期間
経過後、
自動削除

全社員が利用できる共有フォルダ以外に、部署別、個人別

アクセス制御

許可

削除

ネットごみ箱

存在自体を隠匿するシャドウ（フォルダ非表示）

外付HDD、
NASに自動
バックアップ

フォルダの存在を隠蔽することも可能。

マルチバックアップ

複数回パスワード入力に失敗すると任意の期間その端末か
らの接続をブロックする高度アクセス保護搭載。
不正

世代管理バックアップスナップショット※３

アクセス保護
半
年前

直近バックアップの復元だけでなく、
任意の過去バックアップ

LAN上の別DrivenShelter/R、
クラウド
（有償オプション）

ter/Rにバックアップも可能。

特定のフォルダを定期的にウイルスチェック可能。

物理的な盗難から守るケンジントンロック
別途ご用意したケンジントンロック
（ワイヤーロック）
を利用することで、
物理的な盗難からDrivenShelter/Rを守ります。

２ヶ月前

月前
１ヶ

シャドウ
非表示
未許可

１周
間前

事前設定した任意の
バックアップを復元

許可

DrivenShelter/R内の任意フォルダをUSB外付けHDDや

にバックアップ。VPN※4を介して遠隔地のDrivenShel-

保存したデータをウイルスチェック※5

2日前
２週間前

を復元。最大256世代/ボリューム。

データを外部にマルチバックアップ※３

ミ箱で保管。

本体背面にケンジントンロック孔を装備。

出禁

１年前

不正アクセスにアクセス保護

未許可

１
日
前

の専用フォルダ作成が可能。

DrivenShelter/R内で削除したファイルを一定期間
（初期値30日）
ゴ

データ
障害

スナップショット

※１ 外部アクセスを利用するには、
別途 I SPが提供する
「固定IPサービス
（有償）
」契約
もしくは「ダイナミックDNSサービス」の利用およびルータ設定が必要です。
※２ 利用には、
別途メモリ増設および仮想OSのISOファイルを用意する必要があります。
※３ スナップショットとマルチバックアップは、
別個のバックアップです。スナップショットの
バックアップデータ保存先は本体のみとなります。
ご利用の際には、
個別に設定・保存
が必要になります。
※４ VPN環境は別途ご用意ください。
※5 指定したDrivenShelter/Rのフォルダ内のみ、
定期的にウイルススキャンします。
PCのセキュリティには、
別途UTMやアンチ・ウイルスソフトなどのセキュリティ製品
をご利用ください。

■外観図
▶DS400/Rシリーズ

▶DS600/Rシリーズ

LEDインジケータ
（ステータス・LAN・USB）
LEDインジケータ
（HDD1-4）

電源コネクタ

LEDインジケータ
（ステータス・LAN・USB）
LEDインジケータ
（HDD1-6）

USB3.0
×３

電源コネクタ

USB3.0
×３

ワンタッチコピーボタン
ケンジントンロック
USB3.0
ギガLAN×４
電源ボタン
リセットボタン

ワンタッチコピーボタン
ケンジントンロック
USB3.0
ギガLAN×４
電源ボタン
リセットボタン

■おもな機能
ファイルサーバ

バックアップサーバ

アクセス制御

アクセス保護

フォルダ非表示（シャドウ）

RAIDシステム

デュアルOS

アクセスログ自動保存

ネットゴミ箱

WinPC自動バックアップ

TimeMachine対応

マルチバックアップ

世代管理バックアップ

クラウドバックアップ（有償）

ウイルススキャン

外部アクセス

通知メール

バーチャルマシン

ギガポートLAN

マルチLAN

電源コントロール

ファイルセンター

ケンジントンロック

データ復旧サービス

■主な仕様
機種名

DS-420/RS DS-420/RM DS-420/RL DS-4４0/RS DS-440/RM DS-440/RL DS-630/RS DS-630/RM DS-630/RL DS-660/RS DS-660/RM DS-660/RL

アクセス制御

◯ （フォルダ非表示機能つき）

システム

アクセス保護

◯

システムログ

◯（管理画面ログ/ログ自動csv形式保存対応）

ネットゴミ箱

◯（設定期間経過後自動削除機能つき）

デュアルOS

◯

バックアップ

WinPC自動バックアップ（付属ソフト）
・マルチバックアップ・クラウドバックアップ（有償オプション）
・MacOS Time Machine対応

世代管理バックアップ（スナップショット）※6

×

◯ 最大256世代/ボリューム

通知メール

×

◯ 最大256世代/ボリューム

◯

外部アクセス

◯※別途ISP提供の固定IPサービスもしくはダイナミックDNS利用およびルータ設定必要

ウイルススキャン

◯

ヴァーチャルマシン機能

×

◯
Windows7以降

CPU

AMD RシリーズRX-421NDクアッドコア2.1 GHzプロセッサー
（ターボコア3.4 GHz）
4GB SO-DIMM DDR4

最大HDD搭載数（規格）

WindowsServer2003以降

8GB SO-DIMM DDR4

4TB（1TB×４）

6TB
（1TB×6）

ハードウェア

◯
４
（前面×１、背面×3）

USB3.0ポート

10/100/1000Mbps×４

LANコネクタ

◯

ケンジントンロック
W199.3 × D279.6 × H188.2mm (突起物除く)
8.53kg

質量

W264.3 × D279.6 × H188.2mm (突起物除く)

8.77kg

12.52kg

12.88kg

動作環境

温度５〜40℃ 湿度0〜95％ （但し結露なきこと）

搭載電源

AC100-240V 50/60Hz
64W(43W)

消費電力（スリープ時）
データ復旧サービス対応期間

12TB
（２TB×6）

RAID5設定出荷

ホットスワップ

付属品

8GB SO-DIMM DDR4

SATA 6Gb/s × 6 （2.5㌅/3.5㌅）

8TB（２TB×４）

RAIDサポート

外形寸法（mm）

MacOS10.7以降

4GB SO-DIMM DDR4

SATA 6Gb/s × ４ （2.5㌅/3.5㌅）

HDD搭載量※7

/

◯

対応クライアントOS
メモリ

/

×

100W(56W)

電源ケーブル、LANケーブル×２、CD-ROM
（取扱説明書/ユーティリティソフト）、簡単設定マニュアル、保証書
５年

6年

7年

５年

6年

7年

５年

6年

7年

５年

6年

7年

●本カタログ掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載している商品の価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●ウイルススキャン機能は、本サー
バ内のデータのみスキャンを行います。別途クライアント P C 側にもアンチウイルスソフトのご利用を推奨します。●バックアップ機能は、付属ユーティリティソフトの設定が正しく行われないとご利用いただけません。●パ
ソコンの操作方法、ご質問及びトラブルに関しては、各メーカーへお問い合わせください。●本機設定中 / 利用中に接続ケーブルが抜けた場合、正常に動作しなくなることがあります。その場合は、接続機器と本機の電源を一
旦オフにしてからオンにしてご利用ください。●本機の故障・誤動作・不具合・通信障害あるいは停電などの要因によってデータの損失が発生した場合や、通信などの機会を逃した為に生じた純正経済損失につきましては、一
切の責任を負いかねます。●データ復旧サービスのご利用に関しては、サービス開始時に提供の「データ復旧サービス証書」およびに対象製品に添付の「ライセンスシール」が必要になります。
●データ復旧サービスは、データの
100％復旧を保証するものではありません。データの障害度合いによっては、復旧できない場合があります。
●ランサムウェア等によるデータ改ざんはデータ復旧サービスご利用の対象外となります。
●災害（水害、地震、火災など）
による被災を受けた場合はデータ復旧サービスご利用の対象外となります。
●データ復旧サービスご利用での障害媒体のお客様から弊社への発送運賃等は、お客様負担となります。
●データ復旧サービスご利用での初期調査・復旧作
業によって生じた対象媒体の不具合・障害に関しては、故意または過失による場合を除き責任を負いません。
●データ復旧サービスご利用後、復旧データ返却後は、速やかに復旧データの内容をご確認下さい。データ返却後 30 日を
経過した後は、復旧過程の情報を消去しますので、復旧結果に関しての一切の責任を負いません。
●クライアント対応 OS は W i nd ow s 7/8 /8.1/ 10 お よ び M a c OS X10. 5 以降となります。
●本カタログは 2019 年 10 月現在
のものです。製品改良等により仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。※6 ナップショット最大世代数は、256 世代 / ボリューム。1024 世代 / 全ボリューム合計。なお、バックアップデータが最大世代数およ
び実保存容量の 20％を超過したばあいには、古い情報から削除されます。※７ RAID５システム搭載のため、各機種の概算実保存容量は搭載 HDD 数 -１基分となります。またスナップショット搭載機 DS440/R および 660/R は、
全体の実保存容量から 20％をスナップショットバックアップ領域として確保しています。

ALEXON データ復旧サービス利用規約
第 1 章 本サービスについて
第 1 条（利用規約の適用）
1. 株式会社アレクソン ( 株式会社アレクソンが業務を委託するデータ復旧事業者を含む。以下、
「当社」といいます。) は、ALEXON デー
タ復旧サービス利用規約 ( 以下、
「利用規約」といいます。) に従って、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただ
いた契約者（以下、
「契約者」といいます。
）に対し、ALEXON データ復旧サービス ( 以下、
「本サービス」といいます。) を提供します。
2. 契約者は、利用規約を遵守して本サービスの提供を受けるものとします。
3. 本サービスは、本サービス契約期間中に第 2 章に規定する対象媒体のデータ復旧サービスを受けられるサービスです。なお、サービ
ス提供場所は、日本国内のみとします。また、本サービスは、当社以外ではご利用いただけません。
第２条（利用規約の変更）
1. 当社は、利用規約及びこれに付随する文書を随時変更することができるものとします。なお、利用規約が変更された場合、契約者の
利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の利用規約を適用するものとします。
2. 利用規約の変更にあたっては、当社は当社のホームページによるほか、当社が別に定める方法により当該変更の対象となる契約者に
対しその内容を通知するものとします。ただし、この通知が契約者へ到達しない場合にあっても、変更後の利用規約が適用されるも
のとします。
3. 当社は、必要に応じ、利用規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、利用規約とともに特約も遵守するものとします。
第 3 条（対象機器）
1. 本サービスの対象機器は、当社にて販売した NAS サーバ製品のうち、本サービスが提供されていることを証明する対象機器のシリア
ル番号、発行日及びご契約者名等のライセンス情報が記載されているデータ復旧サービスライセンス証書 ( 以下、
「ライセンス証書」と
いいます。）に該当する機器のみです。
2. 対象機器前面には、本サービスが提供されていることを証明するライセンスシールが貼り付けてある必要があります。
3. 以下のいずれかに該当する場合、契約者は本サービスが受けられないものとします。
① ライセンス証書を紛失した場合
② ライセンス証書に記載されている機器シリアル番号と異なる場合
③ 対象機器前面にライセンスシールが貼られていない場合
④ サービス利用申込者とライセンス証書記載の契約者名が異なる場合
第 4 条（本サービスの利用停止または解除）
当社は、契約者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、直ちに本サービスの利用停止または解除できるものとします。
① 契約者が本規約のいずれかに違反した場合
② 契約者が法令に反する行為を行った場合
③ 契約者が登録製品を第三者に譲渡した場合
④ 契約者もしくは第三者が対象機器に不当な改造を施した場合
⑤ 本サービスの申込み時、または受付時の契約者情報に虚偽が発覚した場合
第 5 条（契約者情報について）
1. 当社は、契約者よりお預かりした製品情報及び個人情報 ( 以下、
「契約者情報」といいます。) は、当社の委託業者にも情報を開示し、
契約者は予めこれに同意することとします。
2. 当社は、契約者情報を保管、使用、処分の上、本サービスを提供します。また、本目的の為、以下の場合に限り、当社の責任において、
事業協力会社、保険会社等へ契約者の個人情報を提供いたします。
① データ復旧に際して当社と事業協力会社による契約者情報の共有が必要となる場合
② 本サービス履行に伴うリスクを対象とする保険契約を当社が締結する場合、当該契約を締結する保険会社への契約者情報の提供
が必要となる場合
第 6 条（間接損害等）
当社は、法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、間接損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等）
、
特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失または損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害（障
害に起因する死亡及び怪我を含みます）並びに他の財物に生じた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
第 7 条（免責事項）
当社は、本サービスの提供に関し、当社の故意または過失によって契約者に損害が生じた場合、契約者は損害の賠償を請求できるものと
します。ただし、その額は、本サービスのために契約者がお支払いいただいた額を超えないものとします。
第 8 条（準拠法および合意管轄）
本契約の準拠法は、日本国法とします。また、本サービスに関する契約者と当社または委託先との間の紛争については、東京地方裁判所
を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決します。
第 2 章 本サービスの概要
第 9 条（本サービスの内容）
1. 本サービスは、対象機器について第 10 条に定める期間内において、対象機器に残っているデータをファイル形式で取り出すサービス
あり、以下のサービスは含みません。
① 原因調査：データ消失の原因等の調査・解析は行いません。
② 機器修理：記憶媒体の修理は行いません。
2. 第 18 条で定める「適用除外事項」に該当する場合には、本サービスの対象外とします。
第 10 条（本サービスの保証期間）
本サービスの保証期間は、第 3 条 1 項のライセンス証書に記載されているライセンス発行日の属する月の翌月 1 日から開始するものとし、
ライセンス証書に記載されているライセンス期間をもって終了するものとします。
第 11 条（本サービスの保証上限）
1. 本サービスは、第 10 条の保証期間内において対象機器に係るデータ復旧の回数には制限はないものとします。
2. 本サービスは、対象機器より消失したデータを復旧することを保証するものではありません。
第 12 条（本サービスの終了）
1. 以下の事項に該当する場合には、本サービスは終了となります。
① 第 10 条に定めるところに従い、保証期間が満了した場合
② 第 4 条に定めるところに従い、本サービスの利用を解除した場合
③ 何らかの事由により当社が本サービスの提供を行うことができなくなった場合
2. 当社は、本サービスを終了する場合、当社が指定するホームページ等により周知を行います。また、予めその理由及び本サービス終
了日を通知いたします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 13 条（本サービスの申込み・費用）
1. 本サービスは、当社での初期調査結果報告後、契約者からお申込みいただいた場合に実施します。また、本サービス料金は当社が負
担します。契約者は、ご利用の際に発生する送料のみをご負担ください。
2. データ復旧を行う際、代用品を契約者が必要とされる場合の当該代用品のレンタル費用は、契約者負担となります。
3. 当社において対象機器の起動・障害確認は致しませんので、復旧作業の必要性は、契約者の判断で行っていただくようお願いいたし
ます。
4. 本サービスご利用の際は、本ライセンス証書を準備のうえ、当社サポートセンターまでお問い合わせください。
第 14 条（本サービスの依頼方法）
1. 契約者は、本サービスのサービス期間内に、本製品に含まれるデータの消失が発生した場合、当社のデータ復旧保証サービス契約者
窓口に連絡して復旧をご依頼ください。復旧受付時に、当社より復旧手続の手順をご説明しますので、説明手順に従ってください。
2. 契約者から当社に対し、データ復旧のご依頼をいただいた際、当社は契約者の本サービスに関する登録情報（製品情報及び個人情報）
を確認いたします。契約者よりデータ復旧依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他契約者
より必要な情報のご通知をいただけない場合には、本サービスが適用されない場合があります。契約者におかれましては、本サービ
スの加入後、当社がお伝えした情報の保管・管理に十分ご注意いただきますようお願いいたします。
3. 当社以外の第三者にデータ復旧を依頼された場合、本サービスが適用されませんのでご注意ください。
4. 契約者のご都合により、復旧受付日から 90 日が経過してもデータ復旧に着手できない場合には、データ復旧の受付を無効といたします。
第 15 条（輸送について）
1. 対象機器の輸送にかかる費用は、発送元負担と致します。
2. 対象機器等の輸送中の事故について、当社または委託先は一切の責任を負いません。当社への輸送については、契約者の責任におい
て行っていただく必要があります。

第 16 条（データ復旧期間）
復旧作業には、通常約 10 営業日を要します。ただし、
次の各号のいずれかに該当する場合は、10 営業日以上の日数を要する場合があります。
① 障害の程度が重い場合
② 復旧データ返却日の日程変更等、契約者の都合による場合
③ 復旧依頼が急激に増加した場合
第 17 条（復旧データについて）
データを復旧できた場合でも、フォルダーやファイル名が復旧できない場合があります。
第 18 条（適用除外事項）
以下の事項に該当する場合には、本サービスは適用されないものとします。
① 天災地変等の外部要因に起因する故障及び損害
② 盗難、紛失、置き忘れ、その他の事由により、対象機器の状態が確認できない場合
③ 契約者の故意によりデータ消失が生じたことが明らかな場合
④ 保証期間外にデータ消失が生じていた場合
⑤ 対象機器の仕様、構造上の欠陥または本来的性質に基づく制限、不具合、不利益等
⑥ 部品等当該製品の構成部分の一部分であって、当該製品中当該部分が無ければ、復旧を行うことができなくなるものが、当社への対
象機器の提供時点で欠落している場合
⑦ 対象機器の付属部品、アクセサリー、周辺機器等の対象機器以外の製品のデータ復旧
⑧ 当社がデータ復旧の依頼を受けて対象機器の点検・診断を実施した結果、当社がデータの消失を確認できなかった場合
⑨ 契約者自身で付加されたラベル・シート・カバー類、塗装・刻印等を、復旧作業後に元の状態に復旧する費用
⑩ 核燃料物質若しくは核燃料物質による汚染された物の放射性、爆発性、またはその他の有害な特性に起因するデータ消失
⑪ 戦争 ( 宣戦の有無を問わず )、外国の武力行使、革命、内乱、武装反乱、またはその他これらに類似の事変または暴動に起因するデー
タ消失
⑫ 対象機器のデータ消失に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合
⑬ 対象機器と異なる製品 ( シリアル番号等が異なる等 ) の復旧をご依頼された場合や、対象機器のシリアル番号が確認できない場合 ( た
だし、製品の内蔵データ等から対象機器と同一であることが確認できる場合を除く )
⑭ ライセンス証書を紛失した場合または対象機器前面にライセンスシールが貼られていない場合
⑮ その他本サービスの対象外のデータ消失であることが判明した場合の復旧に係る諸費用
⑯ その他、当社が掲げる事項
第 19 条（復旧に係る免責事項）
データ復旧作業を行うにあたり、以下の事項に該当する場合、当社は一切の責任を負いません。ご了承ください。
① データの救出を優先するため、事前に契約者へのご連絡なく、対象機器および内部の記憶媒体を分解、開封することがあります。また、
復旧作業の初期診断を行うにあたり、対象機器および内部の記憶媒体、その他の内外部品の変形を伴うことがあります。
② 復旧作業の作業内容によっては、対象機器に保存されているデータが消失することがあります。
③ 対象機器の状況により全データの完全復旧ができない事があります。また、対象機器をお預りした時点で、既に破損しているデータは、
破損したデータとして復旧されます。
※復旧したファイルが実行ファイルの場合、正常に起動できない、一部の機能が使えない等の可能性、または画像ファイルの場合、
画像が一部欠損している等の可能性があります。
④ 当社は、お預かりした対象機器に対する原状回復の責を負いません。また、契約者のお手元で正常であっても、対象機器のお預かり
から返却までの間に多くの過程・作業を経ますので、この全ての過程で発生する瑕疵・障害について当社の故意、重過失による場合
を除き、当社は一切責任を負いません。
⑤ 天災事変、戦争・暴動・内乱、輸送機関の事故、労働争議、その他不可抗力の事由により、本規約に基づくサービスの遅延や不能が
生じた場合、当社の故意、重過失による場合を除き、当社は契約者に対してその責を一切負いません 。
⑥ 契約者よりお預かりした対象機器での起動確認作業は、当社では行っておりません。
⑦ 復旧作業にあたり、対象機器を解体することがあります。解体をした場合、メーカーによる保証を受けることができなくなる場合が
あります。また、契約者よりお預かりした対象機器の状況によっては外部業者にて修理の後、復旧作業を行う場合があります。
⑧ 対象機器を既に解体したことがある場合、解体・組み立てを正常に行えないことがあります。この場合、解体・組み立てにより生じ
た破損、障害には一切責任を負いません。当社では細心の注意を払い対象機器の解体・組み立てを行ないますが、解体・組み立て中
に経年劣化しているパーツが破損、劣化することがあります。また、解体・組み立てにより生じた破損、障害にも当社は一切の責任
を負いません。ご返却後に起動不具合が起きた場合でも当社の故意、重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
⑨ 輸送中の対象機器の取扱いについては細心の注意を払いますが、お手元に届いた際の破損等につきましては当社は一切の責任を負い
ません。
⑩ 本サービスは、必ずしも契約者の消失データを復旧することを確約するものではありません。消失データや対象製品の状態等により、
復旧に失敗する場合があります。
⑪ 当社へ対象機器をご発送いただいた際の梱包材は破棄いたします。
⑫ 復旧作業において復旧致しましたデータが非常に多数に渡る場合につきましては、弊社の方で全てのデータ確認は行いません。納品
用メディアが届き次第、契約者の方が直接内容をご確認ください。
⑬ 契約者の症状に合わせて部品や技術員を手配しますので、作業依頼後のキャンセルはいかなる場合であってもお受け致しかねます。
⑭ ご希望のデータの定義は、作業発注前に書面・メールにて確認している内容となります。
⑮ 対象機器の症状、データの破損状況によって完了期日が大幅に遅れる場合がありますが、当社は、それに起因する損害賠償責任を一
切負いません。
⑯ 対象機器の症状、データの破損状況によって完了期日が大幅に遅れる場合がありますが、完了期日が大幅に遅れたことによるキャン
セルにつきましてはお受けいたしません。
⑰ 復旧データはコピーや改ざんができる物となります関係上、ご納品後のデータ不備、データ不足による返金等につきましては、いか
なる理由があってもお受けいたしません。
⑱ データ納品に用意した媒体の機器保証については、当該機器メーカーの保証に準じます。ただし、納品後の被調査媒体の故障に起因
するデータ破損、消失等については保証いたしません。
⑲ 当社が契約者のデータを漏洩させ、または預託メディアを紛失し、契約者に損害を負わせた場合、その賠償額の総計は、契約者が本サー
ビスの為に当社に支払った金額を超えないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありま
せん。
⑳ 当社がデータ復旧を行った結果、契約者が所持するより前の第三者が有する情報が復旧されたとしても、当社は一切責任を負いませ
ん。
㉑ 本サービスの適用に伴う当社が提供するサービスにおきましては、当社の故意、重過失による場合を除き、契約者に生じたいかなる
損害につきましても、当社は一切の責任を負いません。
第 20 条（その他の注意事項）
1. 本サービスは、データの復旧を保証するものではありません。対象機器の状態により、復旧できない場合、復旧できても契約者の機
器や装置で正常に動作しない場合（例えば、専用形式データ、暗号化や保護機能が付加されたデータ）、データに欠損が生じる場合が
あります。
2. 初期調査・復旧作業のため、対象機器に対して、分解、組み立て、破損パーツ交換等の作業が発生する場合があり、対象機器をお預
かりした状態のまま返却することは保証いたしません。対象機器がメーカーによる保証を受けられなくなったり、お預かりした時点
で読込めたデータが読込めなくなる場合がありますが、当社は一切の責任を負いません。データのバックアップは、契約者の責任で行っ
ていただくようお願いいたします。
3. 初期調査・復旧作業のために必要な作業によって生じた対象機器の不具合・障害等については、当社または委託先の故意または過失
による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
4. 契約者は、お預り媒体及びそのデータの所有者であり、復旧作業・復旧データに関連して発生する第三者の著作権、プライバシー権
その他の権利侵害については契約者に責任があるものとします。
5. 復旧作業・復旧データにおいて、権利侵害・法令違反にあたることが明らかな場合については、復旧作業をお断りする場合があります。
6. 復旧作業・復旧データにおいて、マイナンバー ( 個人番号 ) が記憶されたデータがある場合については、復旧作業をお断りする場合
があります。本サービスは当社がマイナンバー法に定める事務の委託を受けるものではありません。
7. 復旧データ返却後は、速やかに復旧データの内容をご確認ください。復旧データ返却後 30 日を経過した後は、委託先は復旧過程の情
報を消去しますので、復旧結果に関して一切の責任を負わないこととします。
8. 当社に対象機器をお預けいただいた後、契約者に返却可能日をお知らせしている場合（契約者のご都合にてお知らせできない場合を
含みます）、当該返却可能日から 90 日間を経過してもお受け取りいただけないときは、当社にて対象機器を自由に処分することがで
きるものとします。
第 21 条（損害保険）
当社は、本サービスの運営を担保するために、保険会社と保険契約を締結する場合があります。当該保険契約の締結履行、保険請求手続
等に関し、契約者は何ら異議を述べないものとします。

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読み下さい。
●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないで下さい。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
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