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■ システム要件 

-------------------- 

 

本製品のインストールを行う前に、以下のシステム要件をチェックしてください。 

 

動作環境 

* PC/AT 互換機 

* Intel Pentium 700MHz 以上または互換のプロセッサを搭載し、次のいずれかの OS が動作すること。 

* 日本語版、Windows XP（SP3 のみ）、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1、および Windows 

10 

※ Windows XP を除き、64bit 版対応 

※ Windows 10 の Insider Preview ビルドはサポート外です。 

※ Windows XP、Vista については OS に起因する不具合が発生した場合は対応できません。 

※ Embedded エディションでは、OS を構成するコンポーネントによってはサポート外となることが

あります。 

* 128MB 以上、かつ上記 OS が正常に動作する容量の RAM 

* 200MB 以上のディスク空き容量（プログラムファイル用） 

新しいパソコンには、古いパソコンからファイルや設定を移行するために、より多くのハードディス

ク空き容量が必要です。 

下記 Microsoft Visual C++ Redistributable が未インストールの場合、追加で 100MB 以上の空き容量

が必要になります。 

* 16bit カラー XGA 解像度以上のビデオ アダプタおよびモニタディスプレイ設定で、テキストやその

他の項目の大きさを変更している場合、これ以上の解像度が必要になります。 

* CD-ROM または DVD-ROM ドライブ(CD-ROM でインストールする場合) 

* Microsoft Visual C++ Redistributable 2012（本ソフトウェアに同梱） 

 

  



 

 

NOTE 

* 新しいパソコンのオペレーティングシステム（以下、「OS」）は、古いパソコンの OS と同じか、また

は新しいバージョンである必要があります。 

* 古いパソコンの OS が 64 ビット版の場合、新しいパソコンの OS も 64 ビット版である必要がありま

す。OS が 32 ビット版のパソコンへは引越しできません。 

* 古いパソコンと新しいパソコンの Windows が同じバージョンの場合、新しいパソコンの Windows の

サービスパックは、古いパソコンと同じか、より新しいものでなくてはなりません。 

* 新しいパソコンの OS は、マイクロソフトのアップデート 

（http://update.microsoft.com）にて最新の「優先度の高い更新プログラム」を適用してください。 

* 新しいパソコンと古いパソコンの両方でローカル管理者権限（Administrator）が必要です。 

 

 

■ プログラムのインストール方法 

-------------------------------- 

 

両方のコンピュータに本ソフトウェアをインストールする必要があります。  

 

プログラムのインストールのためには、必ず管理者(Administrator)権限で作業を行い、以下の手順に従

って実行してください。 

 

CD を使ってインストールする場合（パッケージ CD-ROM 版をご購入の方） 

1. CD-ROM ドライブに「ファイナルパソコンデータ引越し」の CD を挿入します。自動再生機能

が有効な場合、インストールは自動的に開始します。自動再生機能が無効な場合、Windows エ

クスプローラで CD ドライブを表示します。 

2. Setup.exe をダブルクリックして、インストールを開始します。 

 

インターネットからダウンロードしたファイルを使ってインストールする場合(ダウンロード版をご購入

の方)  

1. ダウンロードしたセットアップ ファイルをデスクトップなどにコピーします。 

2. ファイルをダブルクリックし、インストールを開始します。  

 

 

  



 

 

■ 弊社のプライバシーポリシーについて 

------------------------------------- 

以下のＵＲＬにアクセスしていただき、ご確認ください。 

http://www.aosdata.co.jp/privacy-policy/ 

 

 

■ ご使用前に 

----------------- 

「ファイナルパソコンデータ引越し」を使用する前に、古いパソコンと新しいパソコンの両方で下記の

事前準備を行ってください。この事前準備を行うことで、より確実に移行が成功するようになります。 

なお、新しいパソコンが新品で未使用の場合は、Step1 および 2 は不要です。 

 

step1) スキャンディスクを実行する 

古いパソコンから移行するすべてのドライブでスキャンディスクを実行して、ディスクのエラーを

チェックし修正します。スキャンディスクは、次の手順で実行できます。 

1. Windows XP では［マイコンピュータ］をダブルクリック、Windows Vista/7 ではスタートメニュ

ーの［コンピューター］をクリック、Windows 8/10 では Win キーを押しながら E キーを押しま

す。 

2. C ドライブ（「C:」と記載のあるドライブ）を右クリックし、表示されたメニューで［プロパティ］

をクリックし、表示されたダイアログの［ツール］タブをクリックします。 

3. ［エラーチェック］セクションの［チェックする］をクリックしてスキャンを開始します。C ド

ライブのほか、移行するドライブすべてでこの作業を行います。 

 

step2) ウィルスやスパイウェアをチェックする 

古いパソコンのウィルス感染やスパイウェアの侵入をチェックします。 

検出されていないウィルスやスパイウェアは、移行時に問題を起こしたり、貴重なデータの損失を

招く可能性があります。新しいパソコンにウィルスが感染したり、スパイウェアが侵入したりしな

いために、現在の最新のセキュリティソフトウェア・ウィルス対策ソフトウェアやスパイウェア対

策ソフトウェアで、移行するすべてのドライブをスキャンします。 

また、ウィルスチェック等が完了したら、セキュリティソフトそのものを無効、停止、または終了

させておいてください。 

なお、セキュリティソフトウェアなどの操作方法については、各ソフトウェアのメーカーにお尋ね

ください。 

 

  



 

 

step3) ファイアウォールを OFF にする 

ファイアウォールはセキュリティ上重要な機能ですが、引越し作業に影響が発生する可能性がある

ため、一時的にファイアウォールを無効にします。 

 

step4) ハードディスクの容量を確認する 

新しいパソコンのハードディスクには、古いパソコンのハードディスクよりも多くの空き容量が必

要です。 

 

step1) Windows OS のバージョンを確認する 

新しいパソコンの Windows OS は、古いパソコンの OS と同じか新しいバージョンである必要が

あります。また、古いパソコンの OS が 64 ビット版の場合、新しいパソコンの OS も 64 ビット版

である必要があります。OS が 32 ビット版のパソコンへは引越しできません。 

 

step5) Internet Explorer のバージョンを確認する 

古い/新しいパソコンの Internet Explorer が 6.0 以上であることを確認してください。さらに、新

しいパソコンの Internet Explorer のバージョンは、古いパソコンのものより同じか新しいバージョ

ンであることも確認してください。 

 

step6) スクリーンセーバーや省電力設定を OFF にする 

スクリーンセーバー、省電力モード、休止/スリープモードへの移行など、電源管理オプションはす

べて“なし”に設定をしてください。また、ノートパソコンの場合は必ず AC アダプターを接続して

ください。 

なお、電源設定の変更方法については、パソコンのメーカーにお尋ねください。 

 

step7) スケジュール/タスク/プログラムを無効にする 

Windows のタスクスケジューラを使用していると、他のタスクが予期しないタイミングで自動的

で実行され、引越しを妨げてしまう場合があります。操作方法については、パソコンのメーカーや

プログラム開発元などにお問い合わせください。 

 

step8) すべてのアプリケーション(特にセキュリティソフト)を終了する 

システムトレイで実行中のアプリケーションを含むすべてのアプリケーションを終了します。セキ

ュリティ対策ソフト、デスクトップ検索ソフト、バックアップソフトも終了またはアンインストー

ルしてください。ファイアウォールを設定している場合は解除してください。 

システムトレイで実行中のプログラムは、多くの場合、アプリケーションのアイコンを右クリック

し、表示されたメニューで［終了］を選択すると終了できます。この方法で終了できない場合は、

各アプリケーションのヘルプをご覧ください。 

 



 

 

■ ご注意 

---------- 

 

本項記載の注意事項をよくお読みください。 

 

事前に確認および注意が必要な事項です。準備をしていただくことにより、より確実に引越すことがで

きます。 

 

ファイナルパソコン引越し全般の注意事項 

 

1. 古いパソコンと新しいパソコンの両方に、動作対象の OS がセットアップされている必要がありま

す。 

2. 古いパソコンと新しいパソコンの両方に本ソフトウェアをインストールして実行する必要がありま

す。 

3. 本ソフトウェアの実行には、古いパソコンと新しいパソコンの両方でローカル管理者権限

（Administrators） を持つユーザでログオンする必要があります。 

4. システムドライブやアプリケーションのインストール先が C ドライブ以外の場合は、引越しは正し

く行えません。 

5. 古いコンピュータから新しいコンピュータに環境を移行するために、本ソフトウェアでは次の 4 つ

の移行方法を選択できます。 

なお、各々の方法によって、必要とされる機器が異なります。 

 

 専用 USB ケーブル 

専用の LapLink（R） USB ケーブル（以降、「専用 USB ケーブル」） 

※市販のものはご利用いただけません。 

 LAN クロスケーブル 

UDP で通信できるクロスケーブル 

 外付け HDD や USB メモリ 

新旧の両方のパソコンに接続できる外付けハードディスクやリムーバブルディスクなど 

 ネットワーク・WiFi 環境 

TCP/IP で通信できる LAN カードおよびネットワークケーブル 

 

6. 新しいパソコンの Windows は、古いパソコンと同じか新しいものでなくてはなりません。新しい

Windows から古い Windows へは引越せません。また、古いパソコンの Windows が 64 ビット版の

場合、新しいパソコンの Windows も 64 ビット版でなくてはなりません。 

7. 本ソフトウェアのセットアップが完了するまで、専用 USB ケーブルは接続しないでください。ド

ライバーのインストールが正しく行えないことがあります。 



 

 

移行する項目についての注意事項 

 

1. 移行できる Windows ユーザーアカウントの種類は、コンピューターの管理者（Administrators） か、

制限付きアカウント（Users） のみとなります。 

2. 古いパソコンの設定のうち、ハードウェアに依存した設定（たとえば、画面解像度など）やネット

ワークの設定（IP 設定など）など、移行しない設定もあります。 

3. 音楽ファイルのようなデジタル著作権付きのファイルは、転送先の新しいパソコン上で開けない場

合があります。この場合、新しいパソコン上でアクティベーションしなおしてください。詳しくは、

ファイルの提供元へご確認ください。 

4. 新しいパソコンにすでにインストールされているアプリケーションの設定などは移行されない場合

があります。 

 

メールの移行についての注意事項 

 

1. Windows ストアの「メール」アプリに、古いパソコンの Outlook Express、Windows メール、およ

び Windows Live メールのメールデータを移行することはできません。 

2. 外付け HDD や USB メモリで引越しを行う際に分析結果ファイルを使用しない場合、Outlook プロ

ファイルがリダイレクトされないため、Outlook 2010 以前から Outlook 2013/2016 へメールの移行

ができないことがあります。 

3. Outlook の仕訳ルールは、移行先の新しいパソコンに移行できない場合があります。 

4. 古いパソコンの状態によっては、メールデータをそのまま使用することができないことがあります。

その場合は、新しいパソコンの各メールソフトでインポート作業を行ってください。 

 

引越し実行時の注意事項 

 

1. 新しいパソコンで、ウィルス対策ソフトや、デスクトップ検索ソフト、バックアップソフトなど、

ファイルをロックするソフトウェアが動作していると、正常に引越しを行うことができません。そ

のようなソフトウェアはあらかじめ、転送元で終了またはアンインストールしてから引越しを行っ

てください。 

2. 移行中はインターネット接続を解除してください。Windows Update などのアップデータにより、

Windows が強制再起動される恐れがあります。 

 

引越しの設定を変更する場合の注意事項 

 

1. マイドキュメントを D ドライブなど C ドライブ以外に変更している場合、そのドライブも移行対象

にしないとマイドキュメントは移行されません。特に外部媒体経由で移行する場合はご注意くださ

い。 



 

 

2. 移行するユーザー選択画面において、ユーザタイプに[指定なし]を設定した場合、そのユーザーは

何も権限がない状態になります。新しいパソコンの OS がアクティブディレクトリー（ドメイン環

境）に参加できる OS でない場合、そのユーザーでログオンできなくなります。 

3. 外付け HDD や USB メモリで引越しを行う際に分析結果ファイルを使用しない場合、新しいパソコ

ンの情報が取得できないため、新しいパソコンにすでにインストールされているアプリケーション

などが移行し、予期せぬエラーが表示されることがあります。本ソフトウェアではデータ保護のた

め分析結果ファイルを使用しないような既定の設定がされていますが、別の新しいパソコンへ移行

する場合は分析結果ファイルを使用することを推奨します。 

4. 古いパソコンが Windows XP の場合、OneDrive へマイピクチャ、マイビデオ、マイミュージック

をそれぞれ移行すると、それらのファイルは、OneDrive の「ドキュメント」フォルダーのサブフォ

ルダーとして移行されます。 

 

その他、本ソフトウェアのご使用前に実施していただいたほうが望ましい事前準備や、引越し前の注意

点等の最新情報は、ファイナルパソコン引越し FAQ 「引越しの前に」（http://faq.aos.com/pcmover2/03/）

に記載されています。合わせてご覧ください。 

 

 

■ 商標・著作権 

---------------- 

 

ファイナルパソコンデータ引越しは AOS データ株式会社の日本における商標です。 

PCMover は、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。 

Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他の社名、ブランド名及び製品名は、各所有者の商標または登録商標です。 

 

『ファイナルパソコンデータ引越し』の日本語版開発・販売は AOS データ株式会社です。 

弊社の連絡先は以下のとおりです。 

 

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 4 階 

ホームページ  ：http://hikkoshi.finaldata.jp/ 

E メール       ：hikkoshi@aos.com 

技術サポート  ：http://www.finaldata.jp/pcmover/support/ 

                リアルタイムお問い合わせシステムライブサポートで承ります 

               （受付：祝祭日を除く月曜～金曜 10:30～17:00） 

 

Copyright (C) 2006-2017 AOS Data, Inc. All rights reserved. 


