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はじめに

このたびは、「ファイナルTimelineバックアップ（以下、「本ソフトウェア」）をご購入
くださいまして、誠にありがとうございます。
本ソフトウェアは、現在ご使用中のパソコンのデータを定期的にバックアップ/リス
トア（バックアップからデータを復元）するためのソフトウェアです。
本ソフトウェアは、使用許諾の合意書に基づいて提供されるもので、合意書の条項
に従う場合にのみ使用することができます。本ソフトウェアには、パソコン ソフト
ウェア、およびそれに関連した媒体、ならびに印刷物（マニュアルなどの文書）、「オ
ンライン」または電子文書が含まれることもあります。
本書に記載された内容は情報の提供のみを目的としており、予告なしに変更され
ることがあります。

はじめに
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はじめに

本書の構成と読みかた

本書は次のように構成されています。

本ソフトウェアの機能の概略を説明します。
どなたもご一読ください。

トラブルシューティングやFAQを記載し
ます。
必要に応じてお読みください。

本ソフトウェアを使用するために必要な
環境や、ご使用にあたっての注意事項、本
ソフトウェアのインストール/アンインス
トール方法、および、本ソフトウェアのメ
インの画面であるダッシュボード画面に
ついて説明します。について説明します。
本ソフトウェアをご使用になる前に必ず
お読みください。

バックアップは、本ソフトウェアをインス
トールしたときから自動的に行われてい
ます。
その他、バックアップのスケジュールなど
の動作の設定、バックアップからの復元方
法、バックアップからのシステムの復元方
法などを説明します。
必要に応じてお読みください。

概　要

準　備

実　行

付　録
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概　要

機能概要

本ソフトウェアは、リアルタイムでファイルのバックアップを行い、タイムラインで
世代管理できるバックアップソフトウェアで、あなたの作業を中断することなく、
バックグランドでデータをバックアップします。また、バックアップしたファイルは、
削除したファイルであってもボタンをクリックするだけで簡単に取り出せます。

バックアップ機能
完全なシステム保護を行います。Windowsフォルダー、プログラムファイル、 
ユーザーフォルダー、およびシステム状態をバックアップします。
メール メッセージ、マイ ドキュメント、デスクトップ、Office ファイル、電子書籍、 
インターネットのお気に入りやブックマーク、写真、ビデオ、音楽 iPhone/
iPad/iPod の同期したファイルなど、重要なデータをバックアップします。
ファイルの変更箇所をモニタリングします。バックアップ先のディスクやフォル 
ダーにアクセス可能な状態であれば、常に指定された時間間隔でファイルをバッ
クアップします。
バックアップ中にパソコンの電源をオフにしても、再設定することなく、再起動後 
にバックアップを続行できます。
50MBを超える Outlook メールファイル(PST) を、独自の「ブロックレベル  
インクリメンタル テクノロジー」方式でバックアップします。
バックアップファイルの圧縮と暗号化を行えます。 
バックアップしたファイルの世代管理ができます。 
バックアップ先として、ローカルディスクのほか、ネットワークドライブも選択で 
きます。
ゲーム中やビデオの再生中にバックアップを一時停止できます。 

復元機能
バックアップファイルから、すべてのファイル、または選択したファイルのみを復 
元できます。

概　要
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概　要

「ディザスタリカバリー」機能により、Windows が起動しなくなったときにシス 
テムの復元ができます。
バックアップファイルから、削除したファイルを復元できます。 
バックアップ元のフォルダーを右クリックして、削除されたファイルを復元できます。 
古いアーカイブからもファイルを復元できます。 

バックアップモード
本ソフトウェアには、次の4種類のバックアップモードがあります。

●スマート モード
スマートモードでは、ユーザーのパソコン使用状況に応じて、バックアップスピー
ドが自動的に調節され、実行中の他のプログラム処理への影響を少なくします。
パソコンが使用されていない状態になると、バックアップの速度が上昇します。
このモードでは、バックグランドでシームレスにバックアップが行えます。
このモードは、 ダッシュボード で有効にできます（17ページ）。

●ターボ モード
ターボ モードでは、さらに高速にバックアップが実行されます。このモードでは、
ほかのプログラムより ファイナルTimelineバックアップ の処理が優先されま
す。そのため、パソコンを使用していないときにはこのモードを有効にすること
をお勧めします。
このモードは、ダッシュボード で有効にできます（17ページ）。

●プレイ モード
ゲーム中、動画の再生中、プレゼンテーションの表示中にはバックアップが一時
停止され、ファイナルTimelineバックアップの各種メッセージを表示されない
ようにします。
このモードは、 詳細設定で有効にできます（33ページ）。

●節電モード
パソコンがバッテリーで動作しているとき、バッテリーの残量が少なくなるとバッ
クアップを停止します。
このモードは、 詳細設定で有効にできます（33ページ）。
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概　要

注意事項

1.  GUID パーティション テーブル（GPT）ディスクは、ディザスタリカバリーの機
能を用いてシステムを復元することはできません。

2.  おまかせバックアップの各カテゴリーは、ログオン中のWindows ユーザー ア
カウントのデータが対象になります。

3.  複数のパソコンやユーザーのバックアップを行う場合、バックアップ先にあらか
じめ個別のフォルダーを作成することをおすすめします。

4.  Program Files および Windows フォルダーのファイルはディザスタリカバ
リーでのみ復元できます。

5. ダイナミック ディスクには対応していません。
6.  ディスクに不良セクタや、読み取りや書き込みに問題がある場合、正常にバック

アップや復元ができないことがあります。
7.  ディザスタリカバリーを用いて、ほかのパソコンやハードディスクへ復元するこ

とはできません。
8.  パーティション情報が失われた場合、ディザスタリカバリーによる復元を行うこ

とはできません。
9.  ネットワーク上の共有フォルダーをバックアップ先として指定する場合、その共

有フォルダーのネットワーク パスが半角英数字のみの場所を指定することを
推奨します。これは、ディザスタリカバリー用の起動OSが全角ひらがなと半角
英数字以外の文字（漢字やカタカナ）を入力できないためです。

10.  Windows 8（8.1）/10ではデスクトップアプリとして動作します。本ソフト
ウェアの各画面は、デスクトップを実行して操作してください。
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準　備

インストール

必要なシステム

インストール手順
本プログラムは、次の手順でインストールします。

ダウンロード版をお使いの場合は、保存先フォルダーのFinalTimeline�
Backup8Pro.exeをダブルクリックします。
パッケージ版をお使いの場合は、CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、
自動再生ダイアログからインストールを実行してください。

準　備

PC本体および
OS

PC/AT互換機 
Intel Pentium 4以上、または互換プロセッサー 
日本語版 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、 
Windows 8（8.1対応）、またはWindows 10(64bit対応)

メモリ 上記OSが正常に動作し、512 MB以上 (1GB以上を推奨) 
ハードディスク 200 MB以上の空き容量（プログラムファイル用） 
その他 インターネットブラウザ 

Microsft Visual C++ 2010 再頒布パッケージ 

Microsft Visual C++ 2010 再頒布パッケージがパソコンにインス 
トールされていなくても、ファイナルTimelineバックアップのインストー
ル時にインターネットに接続されている場合は、Microsft Visual C++ 
2010 再頒布パッケージは自動的にインストールされます。インターネッ
トに接続されていない場合は、同梱の“RedistFull.exe”を実行して再頒
布パッケージをインストールしてください。

1
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準　備

［次へ］をクリックします。

ライセンス契約書をお読みのうえ、［同意する］をクリックします。

以降、画面に表示されるの指示に従って操作してください。
インストールが完了すると、セットアップウィザード画面が表示されます。

2

3

表示されているライセンス契約諸に同意していただけない場合は、本ソフ 
トウェアはご使用いただけません。［キャンセル］をクリックして、インストー
ルを中止してください。

4
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準　備

セットアップウィザード

インストールが完了すると、セットアップウィザードで、簡単にバックアップを設定で
きます。

セットアップウィザードは、3つのステップで構成されています。

ステップ�1  �
バックアップ先のドライブを選択します。
バックアップ先として指定可能なドライブと、推奨バックアップ先ドライブが一覧で
表示されます。より安全で効率の良いバックアップを行うために、空き容量が十分
にある外付けドライブをバックアップ先として指定することをお勧めします。 

ステップ�2  �
バックアップするデータを選択します。
おまかせバックアップ（あらかじめ定義されたカテゴリーからバックアップしたいカ
テゴリーを選択）と、えらんでバックアップ（Windowsエクスプローラに似た画面
でバックアップしたいファイルやフォルダーを選択する）の2種類の方法で選択で
きます。

セットアップウィザードでバックアップをセットアップする前に再起動した場 
合は、次のいずれかの方法でセットアップウィザードを表示できます。
⑴　タスクトレイ アイコンをダブルクリックします。
⑵　 Windowsの[スタートメニュー] > [すべてのプログラム] > [ファイ

ナルTimelineバックアップ] > [ファイナルTimelineバックアップ]
をクリックします。Windows 8 をお使いの場合は、スタート画面を右
クリック ＞ すべてのアプリ ＞ [ファイナルTimelineバックアップ] の
カテゴリから [ファイナルTimelineバックアップ] をクリックします。
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準　備

ステップ�3  �
バックアップオプションを設定します。
バックアップファイルの圧縮、および暗号化を行うかどうかを選択します。暗号化を
行う場合は、パスワードを設定します。

　　　　　バックアップ先のドライブの選択
セットアップウィザード�で、�　　�をクリックします。

バックアップ先のドライブが接続されていてアクセス可能であることを確認
します。

圧縮および暗号化のオプションは、新規にバックアップを行う際に適用され 
ます。既存のバックアップに対してこれらを適用する場合は、バックアップを
リセットする必要があります。バックアップをリセットするには、 新規バック
アップの開始（28ページ）を行います。
 暗号化のパスワードでは、大文字小文字を区別されます。
パスワードは大切に保管してください。パスワードを紛失したり忘れたりし 
た場合は、バックアップしたファイルにアクセスできなくなります。

ステップ�1

1

2
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準　備

ドライブを選択するか、または［別のバックアップ先を指定］をクリックして
バックアップ先フォルダーの場所を指定します。

　　�をクリックして続行します。

　　　　　バックアップするデータの選択

▶おまかせバックアップから選択する場合

[おまかせバックアップ]をクリックします。

3

複数のパソコンがアクセスする共有フォルダーをバックアップ先に指定する 
場合、ほかのパソコンとの混同を避けるため、あらかじめコンピューター名
などでフォルダー分けを行ってください。
ネットワーク上の共有フォルダーをバックアップ先として指定する場合、そ 
の共有フォルダーのネットワーク パスが半角英数字のみの場所を指定する
ことを推奨します。これは、ディザスタリカバリー用の起動OSが全角ひら
がなと半角英数字以外の文字（漢字やカタカナ）を入力できないためです。

4

ステップ�2

1



13

準　備

バックアップする項目にチェックマークを付けます。

　　または　　をクリックするとスクロールできます。

▶えらんでバックアップから選択する場合

[えらんでバックアップ]をクリックします。

バックアップするファイルまたはフォルダーにチェックマークを付けます。

[ファイルフィルター]をクリックすると、バックアップしないファイルの種類を
設定できます。

　　�をクリックします。

2

1

2

3



14

準　備

　　　　　バックアップオプションの設定
必要に応じて、[バックアップファイルの圧縮]または[バックアップファイル
の暗号化]にチェックマークを付けます。

[バックアップファイルの暗号化]にチェックマークを付けた場合は、パス
ワードを入力します。

　　�をクリックします。
バックアップが実行されます。

ステップ�3

1

2

3
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準　備

アンインストール

本ソフトウェアは、次の手順でアンインストールできます。

Windows�の[スタート]メニュー�>�[ファイナルTimelineバックアップ]�＞�
[ファイナルTimelineバックアップのツール]を選択します。Windows�8
をお使いの場合は、デスクトップを開き、チャームから[コントロールパネル]
をクリックします。コントロールパネルから、[プログラムのアンインストー
ル]をクリックして、[ファイナルTimelineバックアップ]を選択します。

[アンインストール]をクリックします。
アンインストールウィザードが表示されます。

[アンインストール]をクリックします。

アンインストールウィザードが完了したら、[閉じる]をクリックします

1

2

3

4
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ダッシュボード

本ソフトウェアのほとんどの操作は、ダッシュボードから行えます。

ダッシュボードを表示する

ダッシュボードは、次の方法で表示できます。

Windowsの[スタート]メニュー�>�[ファイナルTimeline�バックアップ]
を選択します。Windows�8をお使いの場合は、スタート画面を右クリック�
＞�すべてのアプリ�＞�[ファイナルTimelineバックアップ]のカテゴリを選
択します。

[ファイナルTimelineバックアップ]をクリックします。

ダッシュボード

1

2

タスクトレイのアイコン　  　をダブルクリックしてもダッシュボードを表示で
きます。
また、タスクトレイのアイコン　　を右クリックし、コンテキストメニューで
[ダッシュボードを開く]を選択してもダッシュボードを表示できます。
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ダッシュボード

ダッシュボード画面

ヘルプは、　  　をクリックした画面に応じた内容が表示されますので活用し
てください。

バックアップを
一時停止/再開
します。

バックアップか
らファイルを検
索します。

サポートサイト
を表示します。

バックアップを
元にデータを
復元します（→ 
45ページ）。

バックアップの
状態が表示さ
れます。　　を
クリックすると、
ヘルプが表示
されます。

バックアップの対象や
バックアップ先を変更し
ます。また、新規バック
アップを開始します。

バックアップの諸設定を
変更します。また、ディザ
スタリカバリーの起動
ディスクを作成します。
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環境設定

バックアップに関することを設定します。

自動アップデートを有効/無効にする。 
デバッグのために詳細ログを有効にする。 
Windowsエクスプローラー拡張機能を変更する。 
特定のファイルやフォルダーを、バックアップから自動的に除外する。 

自動アップデートを設定する。

ファイナルTimelineバックアップの最新版がアップロードされたときに、自動的に
アップデートを通知できます。

ダッシュボードを表示します。

[ツール]の[詳細設定]をクリックします。

[環境設定]をクリックします。

左メニューで[一般]をクリックします。

環境設定

1

2

3

4
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環境設定

ラジオボタンをクリックして、自動アップデートを設定します。

　　�をクリックします。

5

6
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環境設定

詳細ログを設定する

デバッグのための詳細ログを記録します。
詳細ログは、ファイナルTimelineバックアップで発生した問題の解決に役立ちま
す。弊社サポートセンターから指示があった場合に使用します。

ダッシュボードを表示します。

[ツール]の[詳細設定]をクリックします。

[環境設定]をクリックします。

左メニューで[一般]をクリックします。

[デバッグのための詳細ログの有効化]にチェックマークを付けます。

詳細ログフォルダーを開く]をクリックします。
エクスプローラーで詳細ログのファイルが表示されます。

1

2

3

4

5

6
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環境設定

環境設定画面に戻り、�　　�をクリックします。

問題となっている操作を行い、ログファイルを弊社サポートにお送りくださ
い。

7

8
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環境設定

エクスプローラ拡張機能を設定する

次のWindowsエクスプローラー拡張機能を設定します。

［Timelineエクスプローラーの有効/無効］ 
WindowsエクスプローラーにTimelineエクスプローラーを表示するかどうか
を設定します。表示しているときには、エクスプローラーでバックアップファイル
を確認と復元ができます。

［右クリックメニューにファイナルTimelineバックアップのオプションを表示する］ 
Windowsエクスプローラーでの右クリックで表示されるコンテキストメニュー
に、ファイナルTimelineバックアップのメニューを表示するかどうかを設定しま
す。表示すると、フォルダーやファイルの右クリックでバックアップに追加したり、
削除されたファイルや世代をを表示できるようになります。

［アイコンにバックアップマーカーを表示する］ 
Windowsエクスプローラーで、ファイルなどのアイコンにバックアップ状態を
示すマークを表示するかどうかを設定します

［えらんでバックアップに隠しファイルを表示する］ 
えらんでバックアップの画面に、隠しファイルを表示するかどうかを設定します。

ダッシュボードを表示します。

[ツール]の[詳細設定]をクリックします。

1

2
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環境設定

[環境設定]をクリックします。

左メニューで[Windowsエクスプローラー拡張機能]をクリックします。

必要な項目にチェックマークを付けます。

環境設定画面に戻り、�　　�をクリックします。

3

4

5

6
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環境設定

バックアップしないフォルダー/ファイルを設定する

バックアップする必要のないファイルやフォルダーを設定します。自動除外が設定
されたファイルやフォルダーは、バックアップされません。
本ソフトウェアのインストール時には、いくつかのフォルダー/ファイル（システム
ファイルを含む）が設定されています。

ダッシュボードを表示します。

[ツール]の[詳細設定]をクリックします。

[環境設定]をクリックします。

左メニューで[自動除外]をクリックします。

必要な項目にチェックマークを付けます。

1

2

3

4

5
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環境設定

環境設定画面に戻り、　　�をクリックします。6

システムファイルやフォルダーを自動除外項目として設定しても、おまかせ 
バックアップでディザスタリカバリーを選択した場合は、これらのファイルや
フォルダーはバックアップされます。
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バックアップ

本ソフトウェアは、セットアップウィザード（10ページ）が完了するとダッシュボード
の表示の有無にかかわらずバックグラウンドでバックアップが自動的に実行され、
設定に従ってバックアップ処理が行われます。

すぐにバックアップする

本ソフトウェアが動作しているときは、設定されているバックアップスケジュールに
従って自動的にバックアップ処理が行われます。
ファイルを大きく変更したときなど、手動ですぐにバックアップ処理を始めることも
できます。

ダッシュボードを表示します。

[今すぐ実行]をクリックします。

バックアップ

1

2

100%保護されている状態ときは[今すぐ実行]は表示されません 
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バックアップ

エクスプローラーから追加でバックアップに追加する

Windowsのエクスプローラーでファイルを指定してバックアップすることもできます。

Windowsエクスププローラーで、バックアップするフォルダー/ファイルを
表示します。

バックアップするフォルダー/ファイルを右クリックし、表示されたコンテキス
トメニューで[バックアップに追加]を選択します。

1

2

この機能を使用するためには、環境設定で[右クリックメニューにファイナ 
ルTimelineバックアップのメニューを表示する]にチェックマークを付けて
おく必要があります（22ページ）。
この方法でバックアップしたファイルやフォルダーは[えらんでバックアッ 
プ]として追加されたものとして扱われます。
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バックアップ

新規バックアップを設定する

新しいバックアップを行うための設定をします。

ダッシュボードを表示します。

[バックアップの管理]で[新規バックアップの開始]をクリックします。

[はい]をクリックします。
セットアップ ウィザード が表示されます。ここで、新規バックアップの設定を
行います。

1

2

3

新規バックアップは、新しいバックアップを行うための設定です。新規バック 
アップを行うと、バックアップは最初からやりなおされて新しいバックアップ
ファイルが作成されます。なお、すでに作成されているバックアップファイ
ルは削除されませんが、過去のバックアップから復元したい場合は[高度な
復元]（45ページ）を行う必要があります。
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バックアップの管理

バックアップの対象やバックアップ先ドライブを変更します。

バックアップ対象を変更する

バックアップする項目やフォルダー/ファイルの設定を変更します。
おまかせバックアップでは、フォルダーやファイルの場所（パス）を気にする必要は
ありません。また、えらんでバックアップでは、バックアップするフォルダーやファイ
ルをきめ細かく指定できます。

ダッシュボードを表示します。

[バックアップの管理]の[バックアップ項目の変更]をクリックします。

バックアップするカテゴリー（おまかせバックアップ）やフォルダー/ファイル
（えらんでバックアップ）を変更します。詳しくは12ページをご覧ください。
 

バックアップの管理

1

2

3
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バックアップの管理

　　�をクリックします。4

おまかせバックアップで[ディザスタリカバリー]を選択すると、24時間ご 
とにシステムドライブの次の項目がチェックされてバックアップされます。
▶Windows フォルダー
▶アプリケーション
▶ユーザーのフォルダー
▶システムの設定
バックアップするカテゴリーやフォルダー/ファイルの選択を解除しても、す 
でにバックアップされている内容は削除されません。
おまかせバックアップの各カテゴリーのボタンの“編集”をクリックすると、 
バックアップするファイルタイプを変更できます。ただし、“編集”は変更可
能なカテゴリーのみ表示されます。
えらんでバックアップで、特定のファイルタイプを除外する場合は、[ファイ 
ルフィルター]で設定できます。詳しくはヘルプをご覧ください。
おまかせバックアップとえらんでバックアップの指定は、バックアップ時には 
どちらの指定も有効です。ただし、両方のセレクションで同じファイルが指
定されていても、バックアップが重複することはありません。
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バックアップの管理

バックアップ先ドライブを変更する

本ソフトウェアでは、システム ドライブを保護するため、外付けハードディスクへ
バックアップすることをお勧めします。

ダッシュボード�を開きます。

[バックアップの管理]の[バックアップ先ドライブを変更]をクリックします。

バックアップ先のドライブを選択します。

ネットワークドライブなど特定のフォルダーをバックアップ先として指定したい
場合は、[別のバックアップ先を指定]をクリックします。

1

2

3
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バックアップの管理

　　�をクリックします。4

バックアップ先のドライブを変更すると、バックアップは最初からやりなおさ 
れて新しいバックアップファイルが作成されます。なお、すでに作成されて
いるバックアップファイルは削除されませんが、過去のバックアップから復
元したい場合は[高度な復元]（45ページ）を行う必要があります。
複数のパソコンがアクセスする共有フォルダーをバックアップ先に指定する 
場合、ほかのパソコンとの混同を避けるため、あらかじめコンピューター名
などでフォルダー分けを行ってください。
ネットワーク上の共有フォルダーをバックアップ先として指定する場合、そ 
の共有フォルダーのネットワーク パスが半角英数字のみの場所を指定する
ことを推奨します。これは、ディザスタリカバリー用の起動OSが全角ひら
がなと半角英数字以外の文字（漢字やカタカナ）を入力できないためです。
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バックアップの管理

バックアップの動作を設定する

バックアップファイルの最大容量、保存期間、およびゲーム中などのバックアップの
一時停止を設定します。

ダッシュボード�を開きます。

[ツール]の[詳細設定]をクリックします。

左メニューで[バックアップのカスタマイズ]をクリックします。

必要な項目を設定します。

1

2

3

4



34

バックアップの管理

　　�をクリックします。5

新規バックアップ作成を行った、またはバックアップ先ドライブを変更した場 
合、これらの設定は再度行う必要があります。
プレイモードを有効にしたとき、動画再生中にバックアップを一時停止する 
のは、Windows XPで実行している場合のみです。Windows Vista/7 
/8(8.1)/10の場合は、動画再生中もバックアップは続行します。
プレイモードを有効にしたとき、Windows Vista/7/8(8.1)/10ではプ 
レゼンテーション ソフトウェアを実行しただけではバックアップは一時停止
されません。Windows コントロールパネルからモビリティ センターのプ
レゼンテーション設定をオンにしたときに一時停止されます。Windows 
XPの場合はプレゼンテーション ソフトウェアを実行するだけでバックアッ
プが一時停止されます。
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バックアップの管理

バックアップのスケジュールを設定する

バックアップのスケジュールを設定します。

ダッシュボードを表示します。

[ツール]の[詳細設定]をクリックします。

左メニューで[バックアップのスケジュール]をクリックします。

希望のバックアップのスケジュールのラジオボタンをクリックします。

IntelliCDP™を選択すると、3分間隔でバックアップされます。
[等間隔でバックアップする]を選択したときは、バックアップ間隔を指定します。
[次の時間にバックアップする]を選択したときは、バックアップする曜日と時
刻を指定します。

　　�をクリックします。

1

2

3

4

5
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バックアップの管理

メール通知を設定する

バックアップの状況レポートを指定したメールアドレスに送信します。

ダッシュボードを表示します。

[ツール]の[詳細設定]をクリックします。

左メニューで[メール通知]をクリックします。

[バックアップの状況レポートを指定したメールアドレスに送信します]に
チェックマークを付けます。

通知スケジュールを設定します。

メールサーバー（送信用）を設定します。

1

2

3

4

5

6
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バックアップの管理

[テストメールを送信]をクリックします。
テストメールが正常に送信されなかった場合は、　　での設定を確認してくだ
さい。

　　�をクリックします。

7
6

8
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バックアップの管理

モバイルアプリでバックアップをモニターする

本ソフトウェアのモバイルアプリ「Timeline モニター」（無料）を利用して、バック
アップ状態を常に確認できます。
なお、Timeline モニターは、iPhone/iPad/iPod touchで使用できます。

本ソフトウェアでの操作
ダッシュボードを表示します。

[ツール]の[詳細設定]をクリックします。

左メニューで[モバイルアプリ]をクリックします。

[Timeline�モニターを有効にする]にチェックマークを付けます。

メールアドレスを入力し、[PINコードを生成]をクリックします。

1

2

3

4

5
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バックアップの管理

　　�をクリックします。

モバイル側での操作
App�Storeからモバイルアプリ「Timeline�モニター」をダウンロードしま
す。

アプリを実行し、メールアドレスと生成したPINコードを入力します。
現在の状態がリアルタイムで表示されます。

6

1

2
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復　元

削除してしまったファイルや上書きしてしまったファイルをバックアップから復元し
ます。

削除したファイルを復元する

削除してゴミ箱にも残っていないファイルでも復元できます。

Windowsエクスプローラーで、削除したファイルのあったフォルダーを開
きます。

フォルダー内の項目のない部分で右クリックします。

コンテキストメニューで[ファイナルTimelineバックアップ]�>�[削除され
たすべてのファイルを表示]を選択します。

削除されたファイルが一覧で表示されます。

ファイルを選択します。

復　元

1

2

3

4
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復　元

[復元]をクリックします。
ファイルが元の場所に復元されます。

5

より詳細な復元を行いたい場合は、Timelineエクスプローラー（44ペー 
ジ）や高度な復元（45ページ）を使用してください。
バックアップファイルが暗号化されている場合は、復元前にパスワードを入 
力する必要があります。
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復　元

バックアップファイルから検索して復元する

復元するファイルをバックアップファイルから検索して復元します。

ダッシュボードを表示します。

右上の検索フィールドにファイル名の一部を入力します。

　　�をクリックします。
検索結果が表示されます。

復元するファイルを選択します。

[開く]または[復元]をクリックします。

1

2

3

4

5
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復　元

バックアップが暗号化されている場合、検索結果からファイルを開いたり、 
または復元する際にパスワードを入力する必要があります。

検索できるのは、現在のバックアップ内のみです。以前のバックアップから 
ファイル検索したい場合は、 高度な復元で以前のバックアップを参照して
から検索を行ってください（45ページ）。
タスクトレイアイコンを右クリックし、コンテキストメニューで[検索]をク 
リックしても、バックアップファイルから検索できます。検索結果は、ダッシュ
ボードから検索した場合と同様に表示されます。
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復　元

Timelineエクスプローラーから復元する

WindowsエクスプローラーにTimelineエクスプローラーを表示しているときに
は、そこから復元するファイルと世代を指定して復元できます。

上部のタイムフレームで世代を選択します。

ファイル/フォルダーを選択します。

目的のファイルを復元先へドラッグ&ドロップします。

1

2

3
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復　元

高度な復元

ファイナルTimelineバックアップの高度な復元機能で、すべてのファイルまたは
選択したファイルのみを復元できます。

ダッシュボードを表示します。

[復元]の[高度な復元]をクリックします。

上部のタイムフレームで世代を選択します。

1

2

3
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復　元

左のフォルダーツリーの[+]をクリックして展開して、目的のファイル/フォ
ルダーを表示します。

目的のファイル/フォルダーを選択します。
そのディレクトリ内のすべてのファイル/フォルダーが選択されているときは
チェックマークは青、一部のみが選択されているときにはグレーで表示されま
す。

　　�をクリックします。

復元先を指定します。

元のフォルダー以外の場所に復元する場合は、[指定したフォルダーに復元]
を選択し、[参照]をクリックして復元先を指定します。

4

5

6

7
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復　元

復元先フォルダーに同名のファイルがある場合は、�　　�をクリックして処理
方法を選択します。

[復元するファイルの方が新しい場合のみファイルを上書きする]
復元先フォルダーにあるファイルが復元するファイルよりも日付が古いも
のであった場合のみ、上書きして復元します。
逆の場合は、そのファイルはスキップされます（復元は行われません）。

[ファイルの復元をスキップする]
そのファイルの復元はスキップされます（復元は行われません）。

[常にファイルを上書きする]
すべてのファイルが上書きされて復元されます。

　　�をクリックします。
復元処理が開始されます。

8

9

復元処理中は、進行状況がプログレスバーなどで表示されます。 
復元処理の終了後、[ログを表示]をクリックすると、復元に成功したファイ 
ルや失敗したファイルなどの詳細情報が表示されます。
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ディザスタリカバリー

本ソフトウェアでWindowsの現在の状態をバックアップしておくと、Windowsが
起動しなくなったときなどに復旧できます。

ディザスタリカバリー起動ディスクを作成する

Windows が起動しなくなったときに備えて本ソフトウェアでディザスタリカバ
リー起動ディスクを作成できます。
起動ディスクは、USB ドライブ（USBで接続されている外付けハードディスクや
USBメモリ）、またはISO イメージ（CDまたはDVDに書き込んで使用します）に
作成できます。

ディザスタリカバリー

ディザスタリカバリーを行うには、必ず[おまかせバックアップ]で[ディザス 
タリカバリー]を選択しておいてください。[えらんでバックアップ]でCドラ
イブ全体を選択しても、ディザスタリカバリーは行えません。

GUID パーティション テーブル（GPT）ディスクは、ディザスタリカバリーの機能 
を用いてシステムを復元することはできません。

[おまかせバックアップ]で[ディザスタリカバリー]を選択すると、24時間ごとに
システムドライブの次の項目がチェックされてバックアップされます。また、ディザ
スタリカバリーで復元すると、これらのファイルやフォルダーが復元されます。

Windowsフォルダー 
アプリケーション 
ユーザーのフォルダー 
システムの設定 
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ディザスタリカバリー

ダッシュボードを表示します。

[ツール]の[ディザスタリカバリー起動ディスク作成]をクリックします。

[USB�ドライブ]または[ISOイメージ]を選択します。

　　�をクリックします。

1

2

3

4

USB ドライブを起動ディスクにすると、現在USB ドライブに保存されて 
いる内容はすべて消去されます。
作成したISOイメージファイルは、お手持ちのCD/DVDライディングソ 
フトを使ってCDまたはDVDに書き込んでください。Windows 7では、
ISOイメージファイルを右クリックし、コンテキストメニューで[イメージ
ファイルを書き込み]をクリックすると、CDまたはDVDに書き込むことが
できます。
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ディザスタリカバリー

システムのリカバリー

作成した起動用メディアで、システムを復元します。

　　　　　ディザリカバリー起動メディアで起動
パソコンの電源をオンにし、ディザリカバリー起動メディアで起動します。
ディザリカバリーようこそ画面が表示されます。

　　　　　　　　�をクリックします。

ステップ�0

1

ディザスタリカバリーようこそ画面には、ディザリカバリーを準備をするた 
めのツールが用意されています。必要に応じて活用してください。
▶[ネットワークドライブの割り当て]
　ネットワークフォルダーをドライブに割り当てます。
▶[ネットワークの状態を表示]
　ネットワーク接続の状態を表示します。
▶[コマンド プロンプト]
　Windowsのコマンドプロンプトを起動します。

2
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ディザスタリカバリー

　　　　　バックアップを選択
表示されているバックアップ一覧から、復元したいバックアップを選択しま
す。

復元したいバックアップが表示されていない場合は、[バックアップを参照]を
クリックしてフォルダーを選択します。

�　　　　�をクリックします。

　　　　　復元ポイントを選択
復元ポイント一覧で復元したい復元ポイントをクリックします。

�　　　　�をクリックします。

ステップ�1

1

この画面が表示された後で接続した外付けハードディスクを表示する場合 
は、[再読み込み]をクリックしてください。

2

ステップ�2

1

2
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ディザスタリカバリー

　　　　　復元オプションの設定
復元するオプションを選択します。

システム データ：
[マスターブートレコードを復元する (推奨)]

マスターブートレコード（MBR）とは、ハードディスクドライブの最初のセク
タに位置する小さなプログラムで、ディスク上のパーティションの情報を含
んでおり、どのパーティションから起動するかを決定しています。
パソコンの電源をオンにすると英語のメッセージが表示されてWindows
が起動しない場合は、[マスターブートレコードを復元する (推奨) ]を選択
してください。

復元モード：
[高速復元]：失われたファイルや古いファイルをバックアップから復元します。
[完全復元]：すべてのファイルを上書きして復元します。

[完全復元]を選択した場合には、ユーザーのファイルの復元モードを選択
できます。

[ユーザーのファイルを上書きしない]：マイドキュメント、デスクトップ、およ
びユーザーに関連したその他のファイルは、バックアップから上書き復元を
しません。

[すべてのファイルを置き換える]ユーザーのファイルを含むすべてのファイ
ルをバックアップから復元します。

�　　　　�をクリックします。
システムの復元処理が開始されます。

ステップ�3

1

2
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うまくいかないときは

付　録

現象 原因 対処方法
ネットワークドライブを
バックアップ先に指定
していると、パソコンを
再 起 動 するとバック
アップできなくなる。

ネットワークドラ
イブにアクセス
するためのユー
ザ ー 名とパ ス
ワードが記憶さ
れていない。

ダッシュボードを表示するか、Windowsエク
スプローラーからネットワークドライブにアク
セスして、ネットワークドライブにアクセスす
るためのユーザー名とパスワードを入力して
ください。バックアップが再開されます。

バックアップ中、パソコ
ンの動作が遅くなる。

ターボモードで
実行している。

スマートモードに切り替えてください。
また、[詳細設定]の[バックアップのスケ
ジュール]から[IntelliCDP™を使用する]を
選択してください。

ディザスタリカバリー
を起動しているとき、
途中で起動が停止す
る。

マウスを含むすべてのUSB機器や、SDカー
ドなどの記録メディアを取り外して、ディザス
タリカバリーを起動しなおしてください。
バックアップ先が外付けハードディスクの場
合は、起動後に接続してください。

ディザスタリカバリー
で、ネットワークドライ
ブの割り当てができな
い。

ネットワーク名
("\\Server" な
ど)は使用でき
ません。

IPアドレスで指定してください。
また、ユーザー名とパスワードが正しいこと
を確認してください。

インストール時に「コン
ピューターに MSVCP 
100.DLL が な い た
め、プログラムを開始
できません」というエ
ラーメッセージが表示
される。

M i c r o s f t 
Visual C++ 
再頒布パッケー
ジがインストー
ル さ れて い な
い。

インターネットに接続してからインストールを
やり直すか、同梱の RedistFull.exe を実行
してMicrosft Visual C++ 再頒布パッケー
ジをインストールしてください。この再頒布
パッケージはサイレントインストールとなって
おり、完了には５～１０分程度かかります。
インストール完了は、Windows コントロー
ルパネル ＞ アプリケーションのアンインス
トール（Windows XPの場合は「プログラム
の追加と削除」）に“Microsft Visual C++ 
2010 x86（またはx64）Redistributable”
があることで確認できます。
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技術サポート情報

ユーザー登録
ユーザ登録は、技術サポートを受けたり、製品の最新版情報を受け取るなどのた
めに必要です。

1. チャット、電子メールおよび電話による技術サポート。

2. ダウンロードによるアップデートの提供。

3.  シリアル番号トラッキング(シリアル番号がわからなくなった場合、登録してい
ただいたシリアル番号の記録を調査してお知らせします)。

4. 電子メールによる優待販売などの告知。

登録方法
ユ ー ザ ー 登 録 は、https://www.finaldata.jp/support/new_registration.
html からオンライン登録してください。

よくある質問と回答
Q1
ディザスタリカバリー起動ディスクをCD/DVDに作成できない。
A1
CD/DVDをでディザスタリカバリー起動ディスク作成したい場合、保存した
Genie_DR.isoファイルを「ISOイメージ」としてCD/DVDに書き込んでくださ
い。Windows 7/8（8.1）/10では、ファイルを右クリックして[ディスクイメージ
として書き込み]をクリックすると書き込めます。Windows XP/Vistaの場合は、
ISOイメージとして書き込みできる専用のアプリケーションが必要です。
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Q2
えらんでバックアップの各カテゴリーに、任意の拡張子を追加したい。
A2
拡張子（ファイルタイプ）を追加/削除できるカテゴリーには、ボタンの左下に「編
集」が表示されています。その「編集」をクリックして拡張子を追加/削除してくだ
さい。なお、編集できるカテゴリーは、Officeファイル、画像ファイル、財務ファイ
ル、音楽ファイル、ビデオファイル、その他、および電子書籍とPDFファイルです。

Q3
バックアップ先のドライブの空き容量が足りなくなったとき、バックアップは続行で
きますか？
A3

ファイナルTimelineバックアップ では、空き容量が少なくなると自動的にタイム
ラインに表示されていない古い世代のファイルが削除されて空き容量を確保され
ます。
空き容量が確保できない場合は、別のバックアップ先を選択してください。この場
合、バックアップは最初からやり直しになります。

Q4
世代管理では日数制限や世代数に制限はありますか？
A4

タイムラインに表示されている世代が復元可能なファイルとなります。
タイムラインに表示されるのは過去4時間のバックアップ、過去48時間の1時間
ごとのバックアップ、過去1週間の1日ごとのバックアップ、その前は1週間ごとの
バックアップです。たとえば、30日前のバックアップは1週間ごとにまとめられる
ため、29日目に変更された状態のファイルは復元できないことになります。反対
に、4時間以内のバックアップは、バックアップごとにタイムラインに表示されるた
め、間違えて上書きしてしまったファイルをその場で上書き前のファイルとして復
元することができます。
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Q5
バックアップはいつ実行されますか？
A5
InteliCDP™に従ってバックアップが開始されます。InteliCDP™は通常3分ごと
にバックアップデータを確認し、差異があればバックアップします。大きなファイル
や特定の拡張子のファイルは、パソコンの動作に影響を与えないよう、異なった間
隔でバックアップされます。
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技術サポート
ファイナルTimelineバックアップの操作上のお問合せや技術的なご質問は、
AOSデータ技術サポートにお問合せください。専門スタッフが問題解決のお手伝
いをさせていただきます。なお、技術サポートをお受けになる場合には、下記事項
をご確認の上でご連絡ください。

1.  電源が正しく接続されており、ハードディスクおよびコネクタ類が正しく接続さ
れていますか？

2. ご使用のPCは、必要なシステム条件（8ページ）を満たしていますか？

3. PCのOS、ドライブ構成、容量、周辺機器の接続状態

4. 障害発生に至るまでの操作

5.  本ソフトウェアを実行して、[ツール]メニューの詳細情報を選択すると表示さ
れる詳細なビルド番号はいくつでしょうか？（ 例: 3.0.1.700 ）

AOSデータ株式会社
〒105-0001　東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル 4F
メール : backup@aos.com
オンラインチャット ： http://www.finaldata.jp/
　チャットでお問い合わせにお答えします。
　受付時間 ： 祝祭日を除く月曜～金曜　10：30～12：00、13：00～17：00
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使用許諾契約書

本ソフトウェアの使用には、下記の「ライセンス使用許諾契約書」への同意が必要です。
「ファイナルTImelineバックアップ」のご使用前に
必ずお読みください。
下記の使用許諾契約は、お客様（個人または法人を問いま
せん）とAOS データ株式会社（以下、AOS データ）との間
に締結される法的な契約書です。AOS データは、お客様が
本使用許諾契約の内容に同意される場合に限り、本使用許
諾契約の対象となるソフトウェアを使用することを許諾しま
す。ソフトウェアをインストール、複製、使用することまたは
CD-ROM の入ったプラスチックケースのビニールカバー
をはがすことによって（ダウンロードによる購入の場合は、製
品の購入手続きにおいて、本契約書に「同意する」を押下（ク
リック）された時点で）、お客様は本使用許諾契約の条項に
同意し、使用許諾契約が成立したものとみなしますので、そ
の前に本使用許諾契約をよくお読みください。お客様が本
使用許諾契約の内容に同意されない場合、AOS データは、
本使用許諾契約の対象となるソフトウェアを使用することを
許可いたしません。その場合には、お買い上げ後60 日以
内に、ご購入を証明するものを添えて、お買い上げ店に購
入商品をすべてお戻しください。引き換えに、ご購入代金を
払い戻しいたします。（ダウンロードによる購入の場合には、
本契約書に「同意しない」を押下（クリック）してください。購
入手続きはキャンセルされ、製品を購入・ダウンロードする
ことはできません。また、ダウンロード販売という性質上、同
意のうえご購入された製品の返品・返却は一切できません
のでご注意ください。）

使用許諾契約書
第1条 使用権の許諾
AOSデータは、本契約記載の条件に従い、「ファイナル
TImeline」バックアップ（以下、本ソフトウェア）に関し、お客
様が自己所有するコンピュータ（お客様が自己使用するリー
ス物件またはレンタル物件を含む）における以下の非独占
的 、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して
許諾します。
1. お客様が自己所有するコンピュータのうち、転送元とし

て使用する1台のコンピュータを特定して、本ソフトウェ
アをインストール、ロード、実行および表示を行うこと。
ただし、一度特定したコンピュータを変更することはでき
ません。

2. お客様が自己所有するコンピュータのうち、転送先とし
て使用するコンピュータに、本ソフトウェアをインストー
ル、ロード、実行および表示を行うこと。

3. お客様が本ソフトウェアを利用して転送元のコンピュータ
から転送先のコンピュータへ１回の移行を実施すること。

4. 本ソフトウェアの媒体破損時に備え、バックアップ用に供
給媒体1つにつき複製を1つ作成すること。ただし、本ソ
フトウェアの媒体破損時を除き、バックアップ用の複製が
いかなるコンピュータ上にもインストールあるいは使用
されないことを条件とします。

第2条 著作権等
1. 本ソフトウェアおよびマニュアルに関する著作権、特許、

商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的所有権は
AOSデータおよび本ソフトウェアの使用許諾権者へ独
占的に帰属します。

2. お客様は、AOSデータの事前の承諾を得ることなく、本
ソフトウェア、マニュアルおよび本ソフトウェアのライセン
スキー（以下、「ライセンスキー」）を第三者へ賃貸、貸与、
販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア、
マニュアルおよびライセンスキーに担保権を設定するこ
とはできないものとします。加えて、お客様は、AOSデー
タの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧
客サービス（有償・無償を問わず営利目的または付加価
値サービスとして第三者へ提供されるサービス）の一環
として本ソフトウェアおよびライセンスキーを使用するこ
とはできないものとします。

3. お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリ
ング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはでき
ないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェ
アに何らかの障害が生じた場合、AOSデータは当該損
害に関して一切の責任を負わないものとします。

4. お客様は、AOSデータの文書による同意なしに、本ソフ
トウェアを複製すること（メディアからハードディスクへの
複製、本ソフトウェアを含むアーカイブの作成、ネットワー
クへの送信などを含む）はできません。ただし第1条の2
項の場合を除きます。

第3条 保証および責任の限定
1. AOSデータは、本契約の締結日から60日に限り、本ソ

フトウェアのメディアに物理的な欠陥があった場合、当該
メディアを無料交換いたします。交換後のメディアに対し
ては、交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適
用されるものとします。この場合には、本ソフトウェアに
領収書を添えて本ソフトウェアをお買い上げになった販
売店あてにお戻しください。なお、ダウンロードによる購
入の場合には媒体がございませんので、媒体の代品の提
供はありません。

2. AOSデータは、前項において明示する場合を除き、本ソ
フトウェア、マニュアルまたは第4条に定義されるサポー
トサービスに関して一切の保証を行いません。また、
AOSデータは、本ソフトウェアもしくはマニュアルの機
能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合
することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたは
マニュアルの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に
起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしませ
ん。

3. AOSデータは、第4条1項および2項に記載される
ユーザー登録もしくはユーザー登録変更の届出がなさ
れない場合またはその内容に不備がある場合、同社から
お客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの不達
により生じる不利益および損害については、お客様の責
任とさせていただきます。

4. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログ
ラム（本ソフトウェアを含むがこれに限られない）の選択、
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導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責
任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはマニュ
アルの使用、サポートサービスならびに第4条3項およ
び4項によりサポートサービスの提供を受けられないこ
とに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果
的損害、付随的損害および逸失利益に関してAOSデー
タは一切の責任を負いません。

5. 本契約のもとで、理由の如何を問わずAOSデータがお
客様またはその他の第三者に対して負担する責任の総
額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の
100%を上限とします。

第4条 サポートサービス 
1. AOSデータは、同社が定める手続に従ってユーザー登

録を行ったお客様に対し、当該ユーザー登録の日から1
年を経過する日までを有効期間として、メール、チャット
または電話によるサポートサービスを提供いたします。
ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスを
お持ちでないお客様においては、サポートサービスのう
ち一部が有料となります。

2. お客様は、前項記載のユーザー登録の内容に変更が生じ
た際には、AOSデータに対し遅滞なく届出を行うものと
します。

3. サポートサービスの提供に関するAOSデータの義務は、
本条1項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに
限られるものとします。また、AOSデータは、以下のいず
れかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供
する義務を負わないものとします。

（a）  AOSデータが定める手続に従ったユーザー登録を
行っていないお客様

（b）  前項所定の変更の届出を行っていないお客様また
は当該変更の届出に不備があるお客様

（c）  サポートサービスの有効期間にないお客様
（d）  本ソフトウェアを、日本語以外の言語に対応するオペ

レーティングシステムとともに使用しているお客様
（e）  本ソフトウェアに関する内容でない質問のあるお客

様
4. AOSデータは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行う

ことなくサポートサービスの提供を停止できるものとし
ます。

（a）  システムの緊急保守を行うとき
（b）  火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等

により、システムの運用が困難になったとき
（c）  天災またはこれに類する事由により、システムの運

用ができなくなったとき
（d）  上記以外の緊急事態により、AOSデータがシステ

ムを停止する必要があると判断するとき
5. お客様は、サポートサービスの有効期間が終了する日ま

でにAOSデータが定める手続に従いサポートサービス
契約を更新することによって、引き続きサポートサービス
の提供を受けることができます。なお、サポートサービス
契約の更新には別途費用が必要となります。

6. 前各項にかかわらず、AOSデータは、同社がサポートを
終了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサ
ポートサービスを提供する義務を負わないものとしま
す。

第5条 契約の解除
1. お客様が本契約に違反した場合、AOSデータは本契約

を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフ

トウェア、マニュアルおよびライセンスキーを一切使用す
ることができません。

2. お客様は、本ソフトウェア、マニュアル、ライセンスキー
およびそのすべての複製物を破棄することにより本契約
を終了させることができます。この場合、本契約のもと
でお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。

3. 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、
本ソフトウェア、マニュアル、ライセンスキーおよびその
すべての複製物をAOSデータへ返却するかまたは破棄
するものとします。

第6条 守秘義務
1. お客様は、（a）本契約記載の内容、および、（b）本契約に

関連して知り得た情報（本ソフトウェアのライセンス
キー、サポートサービスに関連する電話番号、ファックス
番号、メールアドレス、URL、ID、パスワードならびにサ
ポートサービスの一環としてコンピュータネットワークを
介して提供される情報内容を含む）につき、AOSデータ
の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩し
ないものとし、かつ、本契約における義務の履行または
権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しな
いものとします。ただし、国家機関の命令による開示等
正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではあり
ませんが、その場合にはAOSデータに対して速やかに
事前の通知を行うものとします。

2. 前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前
項の適用を受けないものとします。

（1）  開示を受けた時に既に公知である情報
（2）  開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情

報
（3）  開示を受ける前から、自己が適法に保有している情

報
（4）  第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
（5）  AOSデータの機密情報を使用または参照すること

なく独自に開発した情報
3. 前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他

の事由によって終了したときであってもなおその効力を
有するものとします。

第7条 一般条項
1. お客様は、AOSデータの事前の承諾を得ることなく、本

ソフトウェアを日本国外へ持ち出すことはできないもの
とします。理由の如何を問わず、AOSデータからお客様
へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合（サ
ポートサービス提供の場合を含むが、これに限られな
い）、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国
内に限定されるものとします。

2. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、特段の特約
がない限り本契約の締結以前にお客様とAOSデータと
の間になされたすべての取り決めに優先して適用されま
す。なお、AOSデータは、お客様へ事前の通知を行うこ
となく本契約の内容、サポートサービスの内容およびそ
の他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなさ
れた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内
容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、
サポートサービスの内容および告知内容が適用されるも
のとします。

3. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に
起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一
審としての専属的管轄権を有するものとします。






