	
  	
  	
  
報道関係者各位
プレスリリース
2014 年 5 月 16 日
株式会社 LODESTAR JAPAN

FarStone 社製品の HDD•SSD クローン作成ソフトウェア、
『FarStone DriveClone 10 Workstation 日本語版』を 5 月 16 日より発売開始

〜 突然のハードディスクの故障も瞬時に復旧！
ハードディスクや SSD からのファイルやデータの完全移行、バックアップ、復元を簡単操作で実現 〜

株式会社LODESTAR JAPAN (本社：東京都) は、5月16日より、米 FarStone 社製品の HDD•SSD クローン作成
ソフトウェア、DriveClone 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します。

マイクロソフトによる XP のサポート終了（2014 年
4 月 9 日）にともない、XP からの移行をお考えのユ
ーザー様も必見です。
DriveClone 10 Workstation では、ドライブ／パー
ティションのクローン作成、ミラードライブ、仮想マ
シンファイル（VM ファイル）の作成など、さまざま
な種類のバックアップを数クリックの簡単操作で行え
ます。
新しく搭載された、ミラードライブ作成機能は、増分
や差分データのミラーを作成することやバージョン管
理に対応した、復旧までの時間を非常に短縮できる優
れたソリューションです。作成されたミラーはデフラ
グが行われ、短時間で起動することもできます。以前
のクローンやミラーからの差分/増分のみをミラーす
ることで、作成時間を大幅に短縮できます。
日本公式サイト URL: http://farstone.jp

【DriveClone 10 Workstation 製品概要】
■ 新機能
•
•
•
•
•
•
•

VMware および Hyper-V 仮想イメージファイルへの変換
増設ドライブのクローン作成
最大 99 バージョンまでの差分バックアップ
ミラードライブ
UEFI/GPT ハードウェア対応
全てのサイズのハードディスクのクローン化
Windows 8.1 対応

メイン画像

	
  	
  	
  

■ 簡単操作！「ミラードライブ」「クローンドライブ」「バックアップドライブ」
DriveClone は、ハードディスク、SSD、ハイブリッドディスクなどの、あらゆるハードディスクの完全コピーを
作成します。また、DriveClone は、Windows システム全体（ファイル・フォルダ、プログラム、レジストリ、お
気に入り、各種設定、パーティション）の複製（クローン）を作ることができます。DriveClone は、コピー元のド
ライブと同サイズのパーティションを作成できるだけでなく、より容量の大きいドライブに合わせてパーティショ
ンサイズを自動変更することもできます。クローン化されたドライブは瞬時に起動することが可能です。

■ 高速・安心の Windows / HDD クローン作成ソフト
DriveClone では、ドライブのミラーコピー作成（ミラー
ドライブ）を行う際に、増分バックアップ作成やバージョ
ン毎のバックアップを取ることができます。ミラードライ
ブはブート可能で、ファイルの記録やバージョンごとの履
歴を保存します。DriveClone は、最新の Windows 8.1
、最新のハードウェアシステム（UEFI、GPT コンピュー
タを含む）、全てのサイズのハードディスク（120GB か
ら 4TB を超える HDD まで）、全ての種類のドライブ（
eSATA、IDE、SATA、SAS を含む）、そして全てのメ
ーカーのハードディスク（WDC、Seagate、Fujitsu、
Toshiba、Hitachi を含む）に対応しています。

■ ミラードライブ
ミラードライブは、増分や差分データのミラーを作成することやバージョン管理に対応した、復旧までの時間を非
常に短縮できる優れたソリューションです。作成されたミラーはデフラグが行われ、短時間で起動することもでき
ます。
■ 簡単！ハードディスクの交換
新しいハードディスクや SSD へのデータ移行や、故障した HDD の交換が簡単にできます。

■ 優れたクローン作成機能
完全なデフラグメンテーション、Windows の重複ファイルの削除、ユニバーサルクローン、クローンしたドライブ
はすぐに起動することが可能です。

■ 画像を使った作業ごとの説明
DriveClone ではノートパソコンとデスクトップパソコンの両方でハードディスクのクローン作成が可能です。画像
で、分かりやすく説明します。

【DriveClone 10 Workstation 動作環境】
•
•
•
•
•
•
•

Windows 8.1/8/7/Vista/XP
UEFI、GPT
全てのサイズのハードディスク（260GB から 4TB を超える HDD まで）
全てのメーカーのハードディスク（WD、Seagate、Fujitsu、Toshiba を含む）
SSD（Solid State Drive/ソリッドステートドライブ）
IDE、SATA、SAS、iSCSI ハードディスク
USB メモリ

	
  	
  	
  
《FarStone 日本公式サイト 発売記念特価キャンペーン開催》

FarStone DriveClone の日本語版リリースを記念し、DriveClone 10 Workstation の発売記念特価キャンペーン
を同時開催いたします。

■ 「FarStone DriveClone 10 Workstation 」発売記念特価キャンペーン
キャンペーン価格： DriveClone 10 Workstation ダウンロード版
5,860円(通常価格：7,990円)
キャンペーン期間： 〜6月30日(月) 23:59 JST
購入URL : http://farstone.jp/store/
お問い合わせ：http://farstone.jp/support
※価格はすべて8％の消費税込み

【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、AOL、Phoenix Technologies、Trend Micro、および 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/Server 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
※レビュー用にシリアルキーをご要望の際は、お問い合わせフォームからご連絡お願いいたします。

