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『パソコンスッキリ引越＋バックアップ』 
2010 年 10 月 15 日（金）発売 

 

株式会社アスク（本社：東京都新宿区下宮比町 2-6 代表取締役社長：天谷修身）は、パソコンの買い替えや乗

り換え時に、パソコンの環境設定やデータファイルを引越し＝転送するためのＰＣソフト『パソコンスッキリ引越＋

バックアップ』を、2010 年 10 月 15 日（金）に発売致します。 

 

 

 

 

【製品概要】 

パソコンの買い替えやもしもに備えたバックアップは、この１本におまかせ！ 

 

これまで使用していたメールの履歴。 

毎日チェックしているウェブサイトのブックマークやアドレス帳。 

音楽やムービー、仕事で使っている大事なドキュメント… 

パソコン買い替え時の環境移行は、頭の痛い悩みです。 

これまで使っていた作業環境を、新しいパソコンへ、カンタンに「引っ越し」したい。

『パソコンスッキリ引越＋バックアップ』は、そんな望みを適えるソフトです。 
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株式会社アスク 

たいせつなデータを 

カンタンに引越し＆いつでもバックアップ 



【特長】 

●使用回数無制限！カンタンに何度でも引越しＯＫ 

 ☆基本データの引越し 

メールやドキュメントを自動検出＆まとめて引越し／ブラウザ＆メールソフト対応数 No.１！Office2010 にも対応！ 

 ☆任意のデータの引越し 

●選べる３つの引越し方式 

●バックアップツールとしても使用可能 

●パスワードロックで安心引越し＆バックアップ 

●Windows7 対応 

 

 

 

■使用回数無制限！カンタンに何度でも引越しＯＫ 

２台のパソコンをつないで、画面の指示に従って操作するだけ。どなたでも簡単に引越し作業を実行できます。 

①インストール 

 

 ②設定 

 

 ③転送 

引越し元と引越し先のパソコンに

プログラムをインストール。 

 引越し元と引越し先のパソコンを、同

梱のケーブルで接続します。無線Ｌ

ＡＮまたは、外付けハードディスク・

USB メモリ経由でも移行可能！ 

 

 画面の指示に従ってマウス操

作するだけで、カンタンに引越

し設定！［引越し］ボタンをクリ

ックするだけで転送完了！ 

 

 

☆基本データの引越し 

 

メールやドキュメントを自動検出＆まとめて引越し 

メールのデータや主なドキュメントは、プログラムが自動検

出してメニューに表示します。 

すべてまとめて引越し先パソコンへ転送することも、選択

したものだけを転送することも可能です。 

 

 

製品の特長 

自動検出して  

リストに 表示！  



 

ブラウザ＆メールソフト対応数 No.1！Office 2010 にも対応！ 

Office・Outlook の最新バージョン（2010）や、近年利用者

数を増やしているブラ ウザ （Google Chrome・Mozilla 

Firefox）およびメールソフト（Mozilla Thunderbird）の引越

しに対応しています。 

 

【参考：2010 年 8 月のブラウザシェア】 

（Net Applications 調べ） 
 

Internet Explorer 60.40％ 

Mozilla Firefox 22.93％ 

Google Chrome 7.52％ 

Safari 5.16％ 

Opera 2.37％ 

 

【基本データ一覧】 

項目 引越しできる内容 

ドキュメント 
マイドキュメント 

ピクチャ、ビデオ、ミュージック、パブリック/共有ドキュメント 

リンク、検索結果、保存したゲーム（Windows Vista/7 のみ） 

デスクトップのデータ デスクトップ内のファイル・フォルダ 

メールデータ Outlook 2003/2007/2010 メールデータ、メールアカウント、アドレス帳、予定表 

Outlook Express 

メールデータ、メールアカウント、アドレス帳 
Windows メール 

Windows Live メール 

Mozilla Thunderbird 

ブラウザ Internet Explorer お気に入り（ブックマーク） 

Mozilla Firefox 
アプリケーションデータ、個人設定ファイル、履歴、ブックマーク 

Google Chrome 

ビジネス 

アプリケーション 
Office2003/2007/2010 テンプレート 

 

☆任意のデータの引越し 

基本データ以外のファイルやフォルダを個別に選択して、

引越し先パソコンへ転送できます※。 

※付属ケーブル/無線 LAN 接続での引越しのみ対応 

 

 

 

引越ししたい 

ファイルやフォルダを

自由に選択 



■選べる３つの引越し方式 

  
基本データ 

の引越し 

任意のデータ

の引越し 

基本データの 

バックアップ 
概要 

 
付属ケーブルで接続 ○ ○  

引越先と引越元のパソコンを、付属

の LAN クロスケーブルでつなぐだ

け。面倒なネットワーク設定は不要で

す。 

 
無線 LAN で接続 ○ ○  

無線 LAN 環境があれば、付属のケ

ーブルを接続しなくても引越できま

す。 

 

外部記録メディア 

経由 
○  ○ 

外付けハードディスクや USB メモリな

ど、外部記録メディア経由で基本デ

ータを移行できます。引越し元のパソ

コンと引越し先のパソコンを同時に手

元におけない場合に便利です。 

 

■バックアップツールとしても使用可能 

基本データは、他のパソコンへ引越し（転送）するだけでなく、バックアップファイルとしてハードディスクや外部記録メ

ディアに保存し、いつでもリストア（復旧）できます。 

 

■パスワードロックで安心引越し＆バックアップ 

外部記録メディアを利用して基本データの引越しやバックアップを

行う場合、移行データをパスワード付き圧縮ファイル※として保存で

きます。第三者によるデータ悪用やリストアを防ぎます。 

※一度に圧縮できるファイルサイズは、最大 1GB です。 

 

■Windows7 対応 

32 ビット版/64 ビット版の両方に対応しています※。 

※64bitOS を搭載しているパソコンから、32bitOS パソコンへの引越はできません。 

 

 

 

■発売日 2010 年 10 月 15 日（金） 

■製品情報 http://ask-ware.jp ※発売日間近に製品情報を掲載予定 

■製品構成     インストール CD、インストールガイド、専用ケーブル（LAN クロスケーブル）、ライセンスカード 

■標準価格     3,980 円（税込） 

 

 

 

●OS：Windows 7*/Windows Vista*/Windows XP/Windows 2000  *32/64 ビット対応 

●CPU：Intel Pentium II  500MHz 以上、または、その互換以上 

●メモリ：512MB 以上 

●HDD：インストール時 40MB 以上の空き容量、引越先またはバックアップを行う PC は転送ファイル分の空き容量が別途必要 

商品情報 

動作環境 



●モニタ：画像解像度 800×600 以上、32 ビットカラーが使用できるビデオカードとモニタ 

●ディスクドライブ：CD-ROM の読み取りが可能な光学ドライブ 

●その他：LAN ポートまたは無線 LAN 環境 

 

 付属のケーブル以外で接続する場合は、必ず LAN クロスケーブルを利用してください（ストレートケーブルでは動作しません）。 

 OS やアプリケーションのバージョン・組み合わせによっては、引越の機能に一部制限があります。 

 インストールおよびプログラム実行時には、管理者権限でログインしている必要があります。 

 本ソフトウェアでは、引越元パソコンの OS やソフトウェアを引越先パソコンにそのまま移行する機能はありません。 

 引越先のパソコンの OS は、引越元のパソコンと同じ OS か、より新しいバージョンである必要があります。 

 メールやブラウザの環境移行は、引越先パソコンのソフトのバージョンが引越元パソコンのソフトのバージョン以上である必要があ

ります。 

 64bitOS を搭載しているパソコンから、32bitOS パソコンへの引越はできません。 

 

 

 

■アスクカスタマーサポートセンター 

ご購入前相談窓口：http://www.ask-ware.jp/salessupport.html 

 

 

 

■株式会社アスク ソフトウェア事業部 

Tel 03-3267-6808     e-mail pr@ask-digital.co.jp 

評価版をご希望の場合はご連絡ください。 

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

※Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標で

す。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

※本製品の仕様、パッケージ、価格などは予告なく変更されることがあります。 

 

お客様 お問い合わせ先 

報道関係者様 お問い合わせ先 


