
当日持ち込みもOK!  

年中無休 8:00AM ー  9:00PM土日祝も営業

　2007年～2015年　データ復旧実績　国内NO.1※第三者調査機関調べ

データ復旧専門の にお任せ下さい！
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1つでも多くのお客様データを復旧するために

ハードディスクのメーカーや種類、症状によってデータ復旧方法
は異なります。様々なケースに対応するためには、専門の知識と
多くの経験が必要不可欠です。
世界各国から最先端技術を導入し、パソコンや外付けハードディ
スクに限らず、復旧が難しいとされるＲＡＩＤ機器やサーバー、
特殊なOSのデータ復旧にも対応しております。
メーカーや同業他社様で復旧ができないと言われた機器や症状も
諦めずにご相談下さい。

世界各国からスペシャリストを招聘しデータ復旧の最先端技術を集結

ご来社持ち込みなら

最短当日復旧可能です

データ管理はプライバシーマーク、ISO27001に基づいて管理しております

お預かりした機器は、データご納品まで一切社内から持ち出し致しません

「スグにでも何とかして欲しい！」というお急ぎのお客様の場合、
当社へ直接機器をお持込み下さい。

最短30分で復旧できるかどうかの初期診断結果と、正式なお見積
りをお出しいたします。そのまま復旧作業に入らせて頂き、最短で
当日のデータ復旧が可能です。

お急ぎのお客様は、お問い合わせの際に担当アドバイザーにお急ぎ
である旨をお伝え頂ければ、優先的にご対応させて頂きます。

お客様が安心してデータをお預け頂けるよう、国際標準規格の
「ISO27001」に基づく徹底したセキュリティ対策を行っております。また、
機器をお預かりする前に必ず「機密保持契約書」をご提出しております。

情報漏えい防止対策

オフィス入退出時は情報の不正持込み・持ち出しがないか厳重にチェック

24時間、人の出入りを監視カメラでチェック
しており、もしもの時にも備えています。静脈認証チェック

私物は
全てロッカーへ

金属探知機で
記憶媒体をチェック

警備員による
目視チェック

ご来社にてお持込みの場合 郵送にて機器お預かりの場合

最短当日 最短２日

東京メトロ築地駅1分、東銀座6分！

デジタルデータリカバリー
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4 必要データが復旧できなければ料金は頂きません！

成功定義をお客様と一緒に決める安心の料金体系

5 業様・公的機関様から数多くのご依頼を頂いています

取引実績

データ復旧料金を決める　4つの要素

無駄なコストがかからない 成功報酬

料金表　詳細な料金はお電話にてご案内します

6つの無料サービス活用で無駄コストかかりません

コニカミノルタビジネステクノロジーズ
谷口様

「他社で2ヶ月かけて復旧できなかった機器を
　　　　　　　　　　一週間で復旧して頂きました。」

■障害ハードディスクメーカー：HP製ラックマウント型サーバ

500GB12本、146GB6本で
RAID5を組んでいました。HDD
２本が壊れて、起動できなくなり、
別の業者に復旧依頼したものの約
2ヶ月をかけても、データを復旧
させることができませんでした。

は復旧作業も非常に早く、復旧の正式依頼から納品まで
のスピード・復旧作業も非常に早く、復旧の正式依頼から納
品までのスピード・出てきたデータの内容はまさに希望通り
でした。   

東京大学　紫尾様

「10数年前からの研究データが復旧できました」

■障害ハードディスクメーカー：HITACHI

日本郵政グループ労働組合 北海道地方本部
廣鰭様

「電話相談から1日でデータが戻ってきた」

■障害機器メーカー：MAXTOR

10 年以上前からの論文や実験の
重要なデータが約 10000 ファイ
ル入っており、確実に復旧できる
ことを望んでおりました。昨年から
今年にかけて非常に多 忙だった
為、ファイルを整理しきれておらず、

復旧の際にこれがネックになる可能性が心配でしたが、問題な
く復旧することができました。データの確認の際に も細かく説
明して下さり、最後まで丁寧なご対応に感謝しております。あ
りがとうございました。

掲載の許可を頂いたお客様に関しては、コチラに載させて頂いております（順不同）

「ホームページ見た。」とお電話ください。
6つの無料サービスでお得にデータ復旧サービスをご利用いただけます。

パソコンなど機器からハードディスクを
取り出す分解作業費無料無料2

通常３万円の初期診断料金無料無料1

バックアップ用ＣＤ、ＤＶＤ代金無料無料4

データ復旧完了後の機器返送・郵送費無料無料5

データ復旧に必要な部品代金無料無料6

データ復旧後のバックアップ作業代金無料無料3データ復旧成功例
（成功報酬が発生します）
収支データが復旧
できなかったため

失敗 ・1年分の
  メールデータ

・プレゼンで使用する
 Power Point

成功定義
元々保存されていたデータ
・顧客データの入ったExcel

・プレゼンで使用するPower Point

・1年分のメールデータ

・社内で撮影したJPEGファイル

※希望データが
収支表データの入った
Excel の場合

・収支表データの入ったExcel

データ復旧成功例
（成功報酬が発生します）
収支データが
復旧できたため

成功 ・1年分の
  メールデータ

・収支表データの入った
  Excel

サーバーをドメイン管理に変更する
ため、クライアントマシンを新規ユ
ーザーで立ち上げ、処理中にいきな
りブルー画面、そしてカンカンとい
う音。パソコンを全く認識しない状
態。仕事で早急に必要なデータがあ
り、くわしい友人に相談したところ、

御社を紹介され、急ぎでご連絡させていただきました。土日に
もかかわらず対応していただき、電話から復旧まで3日で直り
大変助かりました。本当にありがとうございました。 

三菱商事株式会社様 / 東芝三菱産業システム株式会社  山中様 /コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社  谷口様 /日本郵政グループ労働組合 北海道地
方本部  廣鰭様 / 株式会社クレディセゾン 星様 / ユニバーサルミュージック  小林様 / 株式会社 クラシエファッション研究所  小岩様 / ヤマト運輸株式会社  毛井
様 / 日東富士製粉株式会社様 / 理想科学工業株式会社開発本部開発技術藤 昇様 / 株式会社愛媛朝日テレビ技術部部長  武本 太様 / 東邦テナックス株式会社様
/ 東京大学  柴尾様 / 名古屋大学大学院理工研究科  早川 貴敬博士（理学）/ 東北大学  福本 潤也博士（工学）  / 新潟大学大学院自然科学研究科  大原健一教
授 / 日本大学理工学部航空宇宙学科宮崎研究室 宮崎様 /京都大学大学院生命科学研究科細胞認識学分野様 /東京工業大学  岸本様 / 大阪大学  近江様 / 神戸
大学  佐藤様 / 茨城大学  田切様 / 徳島大学大学院先端技術科学教育部  金山様 / 熊本大学  山本様 / 財団法人東京保険医療公社  大久保病院  丹沢様 / 岩手県
一戸町教育委員会御所野博物館  平野克己様 /茨木市社会福祉協義会様 /財団法人鳥栖市地域振興財団  松隈様  

御社



当社では、社内にデータ復旧ラボを完備し、お問い合わせの電話対応から、お客様の機器の
お預かり、データ復旧作業、データのご納品までを全てワンフロアで行っております。

6 問い合わせ→機器お預かり→データ復旧作業→データご納品まですべてワンフロア対応

だから「早い・安全・確実」なデータ復旧

7 会社概要

「早い」　お急ぎ対応可能です。

海外や他業者に出すことは一切なし、機器の移動時間
がなく、情報のやり取りがスムーズに行えるため、最
短当日の復旧完了を可能にしています。

①

「安全」安全に復旧できます。

お預かりした機器を海外や国内の他業者へ外注するこ
とはせず、社内から一歩も外へ出しません。外注先で
の紛失や情報漏えいの危険も回避でき、安全に復旧完
了できます。

②

ご来社にて機器お持ち込みのお客様は、データ復旧工
場をご見学頂けます。大切なデータが入った機器を「ど
んな人」が「どんな風」に取り扱っているのかをご確
認下さい。

「確実」高い復旧率を可能にします。

拠点をいくつも持たず、一か所に集中させることで、
技術力、設備を集約させることが可能になります。多
くの経験からノウハウが蓄積され、難易度の高いデー
タ復旧を可能にしています。

③

●ワンフロア対応の理由●

■事業部名
■商号
■役員
■設立年月
■決算期
■資本金
■所在地
■電話
■FAX
■メールアドレス
■ホームページ
■主要取引銀行
■情報セキュリティ

■知的所有

データ復旧事業部 デジタルデータリカバリー

代表取締役　熊谷聖司
平成11 年 6 月 14 日
8 月（年１回）
7,000万円
〒104-0045　東京都中央区築地3-11-6 築地スクエアビル 7F 

）00:12～00:8 間時応対話電（ 711-329-0210ルヤイダ用専様人法 / 233-607-0210ルヤイダ用専様人個
03-6264-1520（24 時間対応）
info@ino-inc.com
https://www.ino-inc.com/
三井住友銀行 銀座支店 / みずほ銀行 銀座中央支店 / UFJ 銀行 銀座支店 / 常陽銀行 古河支店
国際標準規格 ISO27001／ISMS取得 / 財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）によるＰマーク取得
第三者と機械による厳重なセキュリティチェックを実施
インターネットにおける検索結果画面の表示方法（特許第3252959 号）
インターネットにおける検索結果画面の表示方法及び検索条件の入力方法（特許第3299248 号）
試着品発送による商品販売方法（特番2001-298870）

国際標準規格 ISO27001
プライバシーマーク 個人情報保護士

まずはお電話で、「直る・直らない」「概算期間・費用」をお知らせします。

年中無休　8：00ＡＭ-9：00ＰＭ（土日祝も対応）
info@ino-inc.comまたはメールで（24時間受付中 )

電話 法人
個人
RAID

0120-923-117
0120-706-332
0120-921-055

代表 03-6264-1515
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Digital Data Solution 株式会社


