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情報漏洩防止
ソリューション

パソコン不正利用を防ぎ、情報
漏洩を防止するには、パソコン
の操作を全て記録するログ管理
ソフトの導入が非常に高い効果
を発揮します。

企業情報データ
管理ソリューション

バックアップ、データトランス
ファー、データ復元／抹消ソリュ
ーションを通じて、企業の大切
なデータを守ります。

デジタルデータを法的な証拠
として保全・分析・調査を行う
ためのデジタル・フォレンジック
ツールとサービスをご提供いた
します。

フォレンジック
ソリューション

企業情報データ
復旧サービス

ＲＡＩＤやデータベースなどの
失われてしまった重要データを
復旧する「データ復旧サービス」
をご提供いたします。

インターネット
サポートサービス

パソコンリモートコントロール
サービスとチャットによる顧客
対応システムを月額利用サービ
スでご利用いただけます。

デジタル証拠開示
訴訟支援コンサルティング
e法務ディスカバリーは、企業の
法務部、幹部役員、社内弁護士の
みなさんの国際訴訟対応業務
をトータルにサポートします。

いい技術は世の中を幸せにする

www.AOS.com

Corporate philosophy

創意的な知識と情報が国際競争力を左右する知識情報化

時代において、ソフトウェアの活用は勝ち組の必須条件に

なりました。また、ソフトウェアは知識情報社会の知識と情報

をより効率良く活用できるようにする革新的なインフラです。

ITを支える技術開発は、情報の保存と情報の伝達に分かれて

発展してきました。 より多くの情報・データを伝達しようと

する人間の欲求は、文字・動画・音声のマルチデータを圧縮し、

より早く伝達する通信（communication）技術を産み出し

ました。インターネットを通じて革命を起こし、iPhoneや

Androidなどのモバイルインターネットまで進化してきた

のです。

AOSテクノロジーズは創立以来、マルチデータを保存・移行・

消去・復旧するデータ管理ソフトウェアなどを研究・開発し、

ユーティリティソフトのファイナルシリーズ【Finaldata.jp】、

パソコンやネットのログを管理する【ログ管理.jp】、ネットを

生産的に活用するためのインターネットサポート＆サービス

【ISS.jp】、およびデータ復旧サービス【Data119.jp】やデジ

タル法務関連のe法務フォレンジック【eLaw.jp】【FSS.jp】

などの事業を行ってきました。

AOSテクノロジーズは、いいソフトウェア（技術）は世の中を

幸せにするという企業理念の下、ビジネスとライフスタイル

の向上のためにソフトウェアとサービスを皆様に提供するこ

とをミッションと考えております。

ＡＯＳテクノロジーズは、高度なリーガルテクノロジーで企業の成長を支援します。

企業の重要なデータを守る情報漏洩防止ソリューション、バックアップ・データ復元などのデータ管理ソリューション、

失われてしまった重要データを事後に復旧するデータ復旧サービス、デジタルデータを法的な証拠として保全・

分析・調査を行うフォレンジックソリューションなどを通じて、情報喪失リスクを軽減し、企業の生産性を高める

ソリューションをご提供いたします。
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６つのソリューション

主なサービス

主な製品

主なＳａａＳ（Software as a Service）サービス

ＰＣ遠隔コントロール支援サービス
Ｌａｐｌｉｎｋ　リモートアシスト

チャットによるリアルタイムサポート 
ＡＯＳライブサポート

Ｅメールによる顧客対応支援
ＨＵＢ　Ｅメールマネージャー

主な製品とサービス

ＰＣモニタリングソフト
スペクタープロ

Net Nanny企業情報
インターネットフィルタリング

データ抹消ソフト
ターミネータ

データ復元ソフト
企業情報データ復元

フォレンジック専門弁護士による
予防法務支援サービス(eLaw.jp)

企業情報
証拠データ復元

ファイナル
フォレンジック

ファイナルモバイル
フォレンジック

ファイナル
シールド

データ管理ソリューション、データ復旧サービス、デジタル証拠開示支援、インターネット
サポートサービスは企業の情報漏洩リスクを軽減し、業務効率を改善し、生産性を高め、
企業を成功へと導きます。

ビジネスのグローバル化により、日本企業が海外で訴訟に巻き込まれる

事例が増加しています。国内でも労務問題や知的財産権の侵害、情報漏洩

などの問題が深刻化しています。訴訟の際には、消されたしまったデータ

などの電子データが重要な証拠となります。企業の法務部門やIT部門では、

電子データを法的な証拠として活用するため、eディスカバリー（電子情報

開示）への対応が急務となっています。

e法務ディスカバリーは、企業の法務部、幹部役員、社内弁護士の
みなさんの国際訴訟対応業務をトータルにサポートする、日本生
まれの法務管理ソリューションです。

訴訟やビジネス上の紛争などの証拠収集や知的財産権の侵害に関する調

査などを支援するため、パソコンなどに格納されているデジタルデータを

証拠として獲得し、分析、調査をするフォレンジックサービスと企業が独自

にフォレンジック調査を行うためのツールをご提供いたします。

　

パソコンや携帯電話の中に格納されているデジタルデータに基づ
き証拠を収集し、事実関係を究明し、民事・刑事事件上の訴訟に限
らず、通常の企業活動における従業員による違法行為の発見や証
拠保全などを行うフォレンジックサービスをご提供いたします。

今や、顧客対応品質の向上は、企業にとって非常に重要な経営課題となり

ました。パソコンリモートコントロール支援サービス、リアルタイムチャット

対応サービスは、効率的で質の高い顧客サポートを支援するために開発さ

れました。

ヘルプデスク・カスタマーサポート・コールセンターなど、ＩＴの顧客
サポートを行う部門のために開発されたパソコンリモートコント
ロールサービスとチャットによる顧客対応システムを初期コストが
かかる専用システムの導入が必要ない月額利用サービス、ＳａａＳ
(Software as a Service)としてご利用いただけます。

企業の管理部門や経営者にとっては、情報漏洩や訴訟など、予測できない

企業の損失を最小限に抑え、企業価値を損なうことを事前に防ぐことが

重要です。ＡＯＳは、各企業がリスクマネージメントを円滑に行うように、

訴訟や情報漏洩に事前に備えるログ管理ソリューションを通じてご支援

いたします。 

社内のパソコンの不正利用を防ぎ、情報漏洩を防止するためには、
パソコンの操作をすべて記録するログ管理ソフトの導入が非常に
高い効果を発揮します。また、インターネットの私的利用を防止する
には、インターネットフィルタリングソフトの導入が効果的です。

情報漏洩防止

ソリューション

情報漏洩防止

ソリューション

モニタリング／フィルタリングサービスモニタリング／フィルタリングサービス

フォレンジックサービスフォレンジックサービス

フォレンジック

ソリューション

フォレンジック

ソリューション

e法務ディスカバリーe法務ディスカバリー

デジタル証拠開示

訴訟支援コンサルティング

デジタル証拠開示

訴訟支援コンサルティング

インターネット

サポートサービス

インターネット

サポートサービス

パソコンリモートコントロール
支援ＡＳＰサービス
パソコンリモートコントロール
支援ＡＳＰサービス

ログ管理.com

eLaw.jp

Ｓｉｘ Solutions

FSS.jp

ISS.jp

主な製品

データ復元ソフト
ファイナルデータ

データ抹消ソフト
ターミネータ

データ移行ソフト
ファイナルパソコン引越し

バックアップソフト
ファイナル丸ごとバックアップ

企業の重要データ喪失は、会社の生産性を低下させ、大きな損害を与えます。

万が一のデータ喪失に備えるバックアップソリューション、消えてしまった

データを後から復元するデータ復元ソリューションは、データ喪失発生時の

深刻なダメージを回避するために不可欠なソリューションです。

 

データ喪失に備えるためのバックアップソフトウェア、消えたデータ
を後から復元するデータ復元ソフトウェア、データ移行ソフトウェア
などを通じて、企業のデータ管理を支援いたします。

データ管理ソフトウェアデータ管理ソフトウェア

企業情報データ

管理ソリューション

企業情報データ

管理ソリューション

Finaldata.jp

主なデータ復旧サービス

ＲＡＩＤ復旧
サービス

データベース
復旧サービス

物理復旧
サービス

デジタル写真
復旧サービス

ＵＮＩＸ復旧
サービス

ＲＡＩＤやデータベース、ハードディスクで障害が発生し、重要データが失わ

れると企業は甚大な被害を被ります。企業情報データ復旧サービスは、障

害が発生したお客様の媒体をお預かりして、大事なデータを復旧するサー

ビスです。

 

突然のハードディスク障害、ウイルスなどによるデータ損失、人為
的なミスによるデータ喪失により失ってしまった重要なデータを
最新の技術を駆使して復旧します。

データ復旧サービスデータ復旧サービス

企業情報データ

復旧サービス

企業情報データ

復旧サービス

Data119.jp

デジタルデータ訴訟
支援コンサルティング

デジタル証拠
開示支援サービス



企業の重要データを完全抹消

失われた企業情報データを事後から復元

廃棄時

障害時

運用時
パソコンの状態をワンクリックで保存

パソコン移行ソフト ファイナル パソコン引越し
http://finaldata.jp/hikkoshi/

新しいパソコンのセットアップを簡単に

購入時

パソコンのライフサイクルに合わせたデータ管理ソリューション

■　ターミネータ　データ完全抹消の特長

■　ファイナルデータの特長

■　ファイナル丸ごとバックアップの特長

・ ソフト・設定・データを引越し
・ 設定不要でつなぐだけ
・ 移行内容
  ソフト、メール、インターネットのお気に入り
  ドキュメントなどのデータ、Windows環境

■　ファイナルパソコン引越しの特長

バックアップソフト ファイナル丸ごとバックアップ
http://backup119.jp/

データ復元ソフト ファイナルデータ
http://finaldata.jp/

パソコン抹消ソフト ターミネータ
http://finaldata.jp/terminator/

・ 用語がカンタン、手順がシンプル
・ パソコンが起動しなくても元の状態に戻せます
・ 定期的にムダなくバックアップ可能

・ Windowsが起動しなくても復元可能
・ 認識しないドライブ・SDカードからの復元
・ 画像・動画・iTunesデータ等の復元
・ メール・Word・Excel・PowerPoint等の復元

・ OSが動かなくても完全消去可能
・ HDD・USBメモリなどを丸ごと完全削除
・ 外付けHDD抹消機能がインストールできます

AOSテクノロジーズ株式会社

1995年3月31日 

4億8,000万円

9月30日
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http://www.aos.com/ 　　　　　　　            

info@aos.com

商　号

設　立

資　本　金

決　算　期

代表取締役社長

本社所在地

eLaw事業部

アメリカ法人 
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