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20 年の実績と信頼。バックアップソフトウェアの決定版。  
FarStone 社『Total Backup Recovery10 Workstation 日本語版』発売のお知らせ  

 
～ コンピュータ上の全てのデータをワンクリックでかんたんバックアップ ～ 

 
 

 
株式会社 LODESTAR JAPAN (本社：東京都) は、10月10日 (金) より、米 FarStone 社製品の
バックアップソフトウェア、「Total Backup Recovery 10 Workstation」の発売を開始いたし
ます。日本公式サイトでは、日本語版の発売を記念して、特価キャンペーンを開催いたします。 
 
Total Backup Recovery 10 Workstation は、システムファイル、アプリケーション、お気に入
り、メール、音楽、写真、動画、ドキュメント、パーティションなど全てのコンピュータ上のデー
タを丸ごと自動的にバックアップします。この Workstation 版では、管理コンソールを使って、
リモート操作で複数のクライアントを管理することが可能です。 
 
Total Backup Recovery 10 Workstation は、他社のバックアップソフトウェアとは違い、ただ
単にシステム上の全てのデータをバックアップするだけではなく、自動的に全てのファイルのデフ
ラグ、不要なファイルの処理、パーティションのリサイズ、データの暗号化、従来の 20倍の速度
での高速リストアなど、ハードウェアの障害から、お使いのコンピュータのシステムとファイルを  

 保護するための、全ての機能を兼ね備えています。 
 

日本公式サイトURL:  http://farstone.jp       
 

 

【Total Backup Recovery 10 Workstation 新機能】 
 
■ 従来の 20 倍の速度！「高速リストア」 
新しく搭載された 「高速リストア」 技術は、FarStone の独占技術です。高速リストアでは、前回のバックアップから変更された
ファイルのみを復元するので、システムを 3 分以内で高速完全復元できます。例えば、典型的な Windows システムには、 
100,000 個以上のファイルが存在しますが、他社製品が全ての 100,000 ファイルを復元する中、Total Backup Recovery は、
前回のバックアップから変更されたファイル（約数百ファイル）のみを復元するため、他の製品と比べて約 20 倍の速度でシステ
ムの完全復元が可能となります。 

■ 工場出荷時の復元イメージを保持 
主要メーカーのコンピュータには、既に工場出荷時の復元イメージが備わっています。Total Backup Recovery は、バックアッ
プや復元を行なう際、それらの既存のイメージに影響を与えません。 
 
■仮想マシンへの対応 (P2V および V2P に対応) 
お使いの PC を、仮想マシンのイメージに直接バックアップすることができます。バックアップされたシステムはすぐに仮想マシ
ンで実行することができます。 
 
■かんたん操作のスケジューラー 
ステップ毎に、更に簡単に「一度きり」や「繰り返し」バックアップのスケジュール管理が可能です。 
 

  



	  	  	  
【Total Backup Recovery 10 Workstation 製品概要】 

 
総合データバックアップ ソリューション 
 
Total Backup Recovery 10 Workstation は、データバックアップと復元機能が一つのパッケージに統合されたソフトウェアで
す。Acronis や Symantec などの他社製品では、これらの機能はアドオンやプラグインなどでオプションとして別々に販売されて
おり、更にコストが掛かります。Total Backup Recovery 10 Workstation には、ハードウェアの障害から、お使いのコンピュー
タのシステムとファイルを保護するための、全ての機能が搭載されており、使いやすさや信頼性はもちろん、コストパフォーマン
スにも大変優れています。 
 

           
メイン画面        管理コンソール 

■ PC バックアップ & イメージファイルの作成 

• ワンクリック バックアップ & 復元 
Total Backup Recovery のワンクリック バックアップ & リストア機能は、パソコン全体をワンクリックで復元するこ
とが可能です。 

• ハードディスクのイメージファイル作成 
ハードディスクのイメージバックアップは、ハードディスクの完全バックアップとも呼ばれています。Windows システ
ム上のすべてのユーザーアカウントに含まれるファイル、フォルダ、お気に入り、アプリケーション、設定などをまるご
とイメージファイルにバックアップします。 

• フルバックアップ、増分バックアップ、差分バックアップ 
フルバックアップは、システム全体をまるごとバックアップします。増分バックアップは、2回目からは更新された増分
をバックアップ。差分バックアップは、フルバックアップ後に変更されたデータをバックアップします。 

• ストレージ 
ローカルディスク、USB ハードディスク、NAS (Network Attached Storage/ネットワークアタッチトストレージ )、
SAN (Storage Area Network/ストレージエリアネットワーク)、iSCSI、FTP サーバー、CD/DVD に対応。 

• ファイルバックアップ 
特定ファイルおよびフォルダをバックアップ 

• 仮想マシンへの対応 (P2V および V2P に対応) 
お使いの PC を、仮想マシンのイメージに直接バックアップすることができます。バックアップされたシステムはすぐに
仮想マシンで実行することができます。 



	  	  	  
 

• オープンファイルバックアップ & データベースバックアップ 
実行中のアプリケーションによりファイルが開かれている状態でも、バックアップを継続し、一貫性のあるバックアップ
を実現します。 

• FTP リモートバックアップ 
外部の FTP サーバーを利用し、バックアップを遠隔地に保管することができます。災害や犯罪からバックアップを保護
することができます。 

• データ圧縮 
圧縮率を設定することでストレージスペースの節約が可能です。 

• 暗号化（AES 256bit） 
Total Backup Recovery では、米国国防総省でも採用されている、最も高度な AES 256bit 暗号化により、許可なくバ
ックアップへアクセスする行為を阻止します。 

• スクリプト機能 
バックアップ作業の前後に、事前に定義された一連の作業を実行させることができます。高度なバックアップや、難易度
の高い復元に最適の機能です。 

• バックアップイメージの分割 
バックアップファイルをストレージの大きさに合わせ、一つのファイルにまとめるか、細かく分割するかを選ぶことがで
きます。 

• バックアップ時のバンド幅使用率の制限 
 

• PXE サポート 
起動しなくなったパソコンやワークステーションに対し、PXE サーバからリカバリーマネージャーを遠隔操作すること
で復元を可能とします。 

■ PC やデータの復元 

• 高速リストア 
前回のバックアップから変更されたファイルのみを復元するので、システムを 3 分以内で高速完全復元できます。 
 

• ハードディスクのベアメタルリストア 
ハードディスクが故障した場合など、完璧なコピーを新しいハードドライブに復元することができます。 

• 復元ファイルの検索 
ファイル名、サイズ、作成日、変更日でファイルを簡単に検索することができます。 

• 復元ファイル 
個々のフォルダ、またはイメージファイルからのファイルを、元のロケーション、デスクトップ、もしくは指定されたロ
ケーションに復元することができます。 

• バックアップイメージの参照とマウント 
イメージファイルを参照し、復元したいファイルを発見できます。 

• ユニバーサルリストア 
元のコンピュータ、異なるコンピュータ、または仮想イメージファイルにでも簡単に復元する事が可能です。 

• ブータブル DVD / USB メモリ 
リカバリーマネージャーは、DVD や USB メモリからの起動が可能です。 
 



	  	  	  
• リカバリーマネージャーの起動 

リカバリーマネージャーは矢印キーの上か下を押す事で、スタートアップ時に Windows が起動しない場合でも実行が可
能です。 

• リカバリーマネージャーへのドライバーの追加 
データ復元の際に、ドライバーをリカバリーマネージャーの新たなハードウェアに追加することができます。 

• SID の変更 
Windows の復元完了後、SID は自動的に変更されます。 

■ バックアップ管理 

• 管理コンソール  
管理コンソールのリモート操作でクライアントを管理することができます。一対一、または一対多数のクライアントを選
択して管理できます。 

• 総合スケジューラー 
ステップ毎に、更に簡単に「一度きり」や「繰り返し」バックアップのスケジュール管理が可能です。 
 

• 確認作業 
• メール通知 
• ログ（履歴） 
• バックアップジョブのインポート＆エクスポート 

 
• バックアップ数の割当て管理  

バックアップを何セット保持するかを管理できます。スケジュール設定時ディスクがいっぱいのためバックアップが取れ
ないなどの事態を防ぎます。空き容量の不足による問題への心配が不要になります。 

■セキュリティ 

• バックアップイメージの暗号化 
米国国防総省で採用されている AES 256bit 暗号化により、許可なくバックアップへアクセスする行為を阻止します。 

• 圧縮 
 
 
■その他の機能 

• 工場出荷時の復元イメージを保持 
主要メーカーのコンピュータには、既に工場出荷時の復元イメージが備わっています。Total Backup Recovery は、バ
ックアップや復元を行なう際、それらの既存のイメージに影響を与えません。 

• データ回復 
Total Backup Recovery では、ファイル回復機能が搭載されています。内蔵されたリカバリーマネージャーを使用し、
故障したシステムを起動させることで、使用不可能なドライブから大切なファイルを復元します。 
 

 

 

 

 

 



	  	  	  
【Total Backup Recovery 10 Workstation 動作環境】 
 
■ 対応 OS 

• Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (32 & 64-bit) 
 

■ 対応ストレージ 

• 全容量のハードディスク (250MB/320MB/500MB/750MB/1TB/2TB/3TB/4TB 以上) 
• 全メーカーのハードディスク (WD、Seagate、Toshiba、Fujitsu を含む) 
• 全容量の SSD 
• UEFI/EFI、BIOS、MBR、GPT ディスク 
• RAID (ソフトウェア RAID および ハードウェア RAID) 

 
■ バックアップ先 

• 全容量のハードディスク (内蔵ハードディスク、外付け USB ハードディスク、 USB メモリ、SSD、FireWire 
(IEEE1394) デバイス） 

• ネットワーク共有フォルダ （ネットワークドライブ、NAS (Network Attached Storage/ネットワークアタッチトスト
レージ)、 iSCSI、iPSAN ストレージ） 

• RAID 0/1/5/10/JBOD ディスクアレー 
• CDR/RW および DVD+-R/RW 
• FTP オフサイトバックアップ 

 

 

【FarStone 日本公式サイト 発売記念特価キャンペーン開催】 
 

 
■ Total Backup Recovery 10 Workstation 発売記念特価キャンペーン 

商品名 特価（税込) 定価（税込) 
Total Backup Recovery 10 Workstation  ダウンロード版 6,990円 9,710円 

                                     ※価格はすべて8％の消費税込み 
キャンペーン期間： ～11月16日(日) 23:59 JST 
購入URL :  http://farstone.jp/store/  
お問い合わせ：http://farstone.jp/support      
 
 
【会社概要】 
 
■ FarStone について 
1993 年に設立された FarStone Technology Inc. は、データバックアップ、ハードディスクイメージ、仮想 CD/DVD ドライブ
のエミュレーションソフトウェアの開発を行っています。FarStone は、複数の特許技術を保持する、ISO 9001 認定のソフトウ
ェア企業です。カリフォルニア州アーバインに本社を置き、世界中のコーポレーション、中小企業、教育機関、コンシューマ向け
に PC とサーバーのバックアップソフトウェアをライセンス提供しています。FarStone のグローバルテクノロジーパートナーに
は、Intel や AOL、Phoenix Technologies、Trend Micro、Asus 等があります。 
FarStone の経営理念は、「ビジョン ＝ データロスのない世界」、「ミッション = 最高の PC/サーバー バックアップ・復元 
ソリューションの提供」です。 
 
 
■ LODESTAR JAPAN について 
正規日本代理店：株式会社 LODESTAR JAPAN  
所在地：〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町 1-7-2  
事業概要：Web サービスの運営 / 日本国内のWeb サービスの海外展開 / 海外のWeb サービスの日本国内展開 / オンライン 
     ショッピングサイトの開発・運営 / 海外製品の日本国内販売 / 日本国内製品の海外販売 / 各種コンサルティング事業  
URL：http://lodestarjapan.com   
お問い合わせ：http://farstone.jp/support   
プレスお問い合せ：http://farstone.jp/press  
※レビュー用に製品版をご要望の際は、お問い合わせフォームからご連絡ください。 


