
  
報道機関各位 

　iPhone/iPadのデータ消失を防ぐ！ 
　　LINEトークのHTML保存もできるiOS救助ツール 

株式会社メディアナビ(東京、牧野朗子社長、03-5467-1541)は、iPhoneやiPadのデータ消失を防ぐ救助ソフト『iMyFone：iOSレ
スキューPack [修復・救出・バックアップ・復元]』を全国のカメラ量販店・PC量販店・家電量販店・ダウンロード販売サイトおよび
弊社直販サイト「メディアナビダイレクト」「メディアナビダウンロード」にて発売致します。 

iMyFone : iOSレスキューPackの特長 
iOSの困った！を解決する救助隊。 
iPhoneが起動しない、電源が入らない、フリーズする、データが消えてしまったなどなど、困った時に様々な方法で修復をしたりデー
タを救出することができます。万一の事態に備えた強力なバックアップツールも付属。過去数世代前の状態に戻ったり、特定のアプリ
ケーションのみを復元することができます。 
さらにiOSデバイスやバックアップデータから、メッセージやLINEトークの履歴をHTML形式で保存することもできます。 
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製品名：iMyFone：iOSレスキューPack [修復・救出・バックアップ・復元] 

対応OS： Windows 10 / 8.1 / 7 
対応デバイス： iPhone/iPad/iPod touch 
発売日：　 パッケージ版　2018年5月18日（金） 
  ダウンロード版　2018年4月27日（金）



万一のトラブルに！ 
「iMyFone D-Back」で修復・救出 

あきらめないで！大切なデータを救出できる可能性が残っています 
iMyFone D-Backには、どんな状況でもiPhone内の大切なデータを救出できるよう4つの救出モードを搭載しています。 

スマート救出 
データを失った状況を選んで最適な救出方法へ導くモード。 
どこから救出すればいいかわからない場合も、問題が発生した状況を選んで画
面に従って進むだけ。 

iOSデバイスから救出 
iPhoneの電源が入るなら、iOSデバイスからの救出を試みます。 

iTunesバックアップから救出 
iTunesでのバックアップデータから必要なデータを救出します。 

iCloudバックアップから救出 
iCloudバックアップデータから必要なデータを救出します。 

絶対失いたくないデータを探す、守る 
大切なメッセージデータや写真、動画…もしかしたらどこかに保存されているかもしれません。 
iMyFone D-Backなら独自の分析機能で、失ったデータを探し出します。 

救出に対応しているデータ形式 
SMSメッセージ / 通話履歴 / 連絡先 / 写真 / 動画 / アプリの写真 / アプリの動画 / メモ / ボイスメモ / Safariブックマーク・履歴 
/ カレンダー / リマインダー / LINE / Skype / WhatsApp / WeChat / Viber / Kik 

 

救出データをPCで確認 

iOSデバイスや、iTunesバックアップ、iCloudバックアップから救出したデータは、PCで閲覧できる形式で保存することができます。
保存形式は、ブラウザで閲覧できるHTML形式か、Excelで確認することができるXLS形式から選択できます。 
写真や動画などのメディアファイルは、オリジナルの形式で保存されます。 

救出したいデータ種類を選択できます。
救出できるデータをプレビューで確認できます。救出が必要な
データを選択して、PCに転送します。



iOSが正常に起動しないときは、データを消さずにまず修復！ 

iMyFone D-BackはiOSの起動障害をデータを消さずに修復するこ
とができます。 
iOSの状態に合わせて3つのモードを搭載しています。 

標準モード 
iOSデバイスに保存されているデータを消去せずに、iOSを修復し
ます。 
iOSが正常に起動しないときは、まずこのモードを試します。 

上級モード 
標準モードで修復できないときに試します。iOSデバイス内のデー
タはすべて消去、初期化されます。 

リカバリーモードを終了 
リカバリーモードとは、何らかの原因で発生するiOSの起動障害の
一つです。 
通常、リカバリーモードになってしまうと、iTunesに接続して初期
化する必要があります。 しかし、iMyFone D-Backを使用すれば、
iOSデバイス内のデータを消去せずに、通常の状態に戻すことがで
きます。 



大切なデータをPCへ転送！ 
「iMyFone D-Port Pro」でバックアップ・復元 

万一に備えて日ごろからこまめにバックアップ！ 
備えあれば憂いなし。大切なデータを失うことがない
よう、日ごろからバックアップしておくと安心ですね。

「iMyFone：D-Port Pro」なら、画面の説明に従って
クリックするだけで、簡単にデータをバックアップす
ることができます。 
バックアップデータは万一の時にiOSデバイスに復元す
るためだけではありません。 
バックアップデータから必要なデータを抽出して、PC
で閲覧できる形式（HTML形式/XLS(Excel)形式）で
保存することができます。 

 
 

iOSデバイス内のデータをすべてバックアップ 

iOS内のデータをすべてバックアップします。 バック
アップデータは、iOSデバイスに復元できるだけでなく、
個別にデータを抽出することができます。 

 
 
 

メッセージデータをバックアップ 
メッセージデータを個別にバックアップすることがで
きます。 メッセージ(SMS)、WeChat、WhatsAppの
3アプリに対応しています。 



大切なデータはPCでも保存したい！各種個別データをPCに転送！ 
長年使っているとどんどん溜まっていくメッセージデータや写真…。データの容量が増えてくると動作が重くなったり、空き容量が心
配になってきますね。 
そんな時は「iMyFone D-Port Pro」でPCにデータを保存しておきましょう。 

エクスポート(転送)に対応しているデータ形式 
SMSメッセージ / 通話履歴 / 連絡先 / 写真 / 動画 / アプリの写真 / アプリの動画 / メモ / ボイスメモ / Safariブックマーク・履歴 
/ カレンダー / リマインダー / LINE / Skype / WhatsApp / WeChat / Viber / Kik  

iOSデバイスと各種バックアップデータからデータ抽出可能 
データのエクスポート(転送)は、接続したiOSデバイスから直接転
送するほか、D-Port Proでのバックアップデータ、iTunesバック
アップデータ、iCloudバックアップデータからもデータ抽出・エク
スポートが可能です。iOSデバイスから削除してしまったデータで
も、バックアップデータに保存されていればPCにエクスポートす
ることができます。 

データをまとめて/必要なデータだけをPCにエキスポート 

iOS内のデータをまとめてPCに転送することも、必要なデータだけ
を選択して転送することもできます。 
プレビュー表示されたデータからチェックを入れて選択するだけ！ 



HTML形式またはxls(Excel)形式で保存 
メッセージ(SMS)やLINEなどのメッセージデータは、ブラウザで閲覧できるHTML形式が
オススメ。 
メッセージや写真を会話形式のまま保存することができます。 

連絡先やメモなどは管理しやすいxls(Excel)形式がおすす
めです。 

保存データ形式と保存先は、データの種類に合わせて保
存の都度、変更することができます。 

写真や動画はオリジナルの形式で保存 
写真や動画などのメディアデータは、オリジナルの形式のまま保存することができます。 
不要なデータはPCに保存して、快適にiOSデバイスを使いましょう！ 

バックアップデータをiOSデバイスに復元 
「iMyFone：D-Port Pro」はバックアップデータをiOSデバイスに戻す「復元」機能を備えています。 

各種バックアップデータからの復元に対応 
復元できるデータは、D-Port Proでバックアップしたデータ、iTunes
バックアップ、iCloudバックアップです。 
複数のバックアップデータを管理できるので、複数のデバイスや世代
を管理することができます。 
※iCloudバックアップデータは、メッセージアプリ(SMSメッセージ、
WeChat、WhatsApp)の復元に対応しています。 

完全な復元とメッセージアプリの復元の2種類 
復元方法は、すべてのデータの復元と、メッセージアプリ(SMSメッセージ、WeChat、WhatsApp)の復元に対応しています。 
※iCloudバックアップデータは、メッセージアプリ(SMSメッセージ、WeChat、WhatsApp)の復元にのみ対応しています。 



比較表 
iMyFone： 
iOSレスキューPack 
[修復・救出・バック
アップ・復元]

iMyFone 
D-Back： 
iOS修復・救出

iMyFone 
D-Port Pro： 
iOSバックアップ・
復元

標準価格（税別） 8,800円 6,800円～ 5,800円～

ライセンス種類 ファミリーライセンス 
※iOS5台まで

シングルライセンス 
※iOS1台まで

シングルライセンス 
※iOS1台まで

問題状況を選んで自動救出「スマート救出」 ○ ○ -
iOSデバイス内やiTunes/iCloudバックアップか
らデータをPCに救出 ○ ○ -
iOSの起動障害修復（アップルマークから進まな
い、DFUモード、再起動ループ、フリーズなど） ○ ○ -
リカバリーモードから抜けられない問題の修復 ○ ○ -
パスコード忘れや「iPhoneを探す」有効時のOS
復元をステップ解決 ○ ○ -
iTunes/iCloudバックアップの一元管理 ○ - ○
数世代前まで遡れるスマートなバックアップ＆復
元機能 ○ - ○
各種バックアップデータから写真や連絡先など必
要なデータをパソコンに保存 ○ - ○
SMSメッセージやLINEなどのメッセージをPCに
保存（HTML/Excel） ○ - ○

 

 

  

 

製品名 iMyFone：iOSレスキューPack [修復・救出・バックアップ・復元]
URL http://www.medianavi.co.jp/product/imy_rcp/imy_rcp.html

形態・価格・JAN パッケージ版：8,800円(税別) [税込み価格:9,504円]　JAN 4571230918503（型番MV18004） 
ダウンロード版：8,800円(税別) [税込み価格:9,504円]　JAN 4571230918558

収録製品 iMyFone D-Back：iOS修復・救出（ファミリーライセンス）　※iOS5台まで利用可能 
iMyFone D-Port Pro：iOSバックアップ・復元（ファミリーライセンス）　※iOS5台まで利用可能

発売日 パッケージ版：2018年5月18日（金） 
ダウンロード版：2018年4月27日（金）※4月20日(金)よりベクター（www.vector.co.jp）にて先行販売。

製品名 iMyFone D-Back：iOS修復・救出 iMyFone D-Port Pro：iOSバックアップ・復元

URL http://www.medianavi.co.jp/product/imy_db/
imy_db.html

http://www.medianavi.co.jp/product/imy_dpp/
imy_dpp.html

形態・価
格・JAN

ダウンロード版： 6,800円(税別) [税込み価格:7,344円]　
JAN 4571230918244

ダウンロード版： 5,800円(税別) [税込み価格:6,264円]　
JAN 4571230918343

対応OS 日本語Windows® 10 / 8.1/ 7 および iOS7.0以上を搭載のデバイス（iPhone/iPad/iPod touch）

発売日 ダウンロード版：2018年4月27日（金）※4月20日(金)よりベクター（www.vector.co.jp）にて先行販売。

「iMyFone：iOSレスキューPack」は「iMyFone D-
Back」と「iMyFone D-Port Pro」をセットにしお買
い求めやすくしたパック商品です。用途に応じてお選
びいただくこともできます。

http://www.medianavi.co.jp/product/imy_rcp/imy_rcp.html
http://www.medianavi.co.jp/product/imy_db/imy_db.html
http://www.medianavi.co.jp/product/imy_dpp/imy_dpp.html
http://www.vector.co.jp


 
株式会社メディアナビについて 
社名 : 株式会社メディアナビ (MEDIA NAVI,Inc.) 
代表取締役:牧野 朗子 
所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 1-10-9 リマージュ K 2F 
TEL : 03-5467-1541 FAX : 03-5467-1780 

株式会社メディアナビは、自作 CD/DVD の印刷ソフト『らくちんCDラベルメーカー』や、企業用および個人・商店用の名刺作成ソ
フト『フォト名刺倶楽部』『らくちん名刺&カード』、自作カレンダー印刷ソフト『フォトカレンダー倶楽部』をはじめとする、便利
な印刷ソフトのパッケージ製品を軸にソフトウェアの企画・開発・販売してまいりました。複数の写真共有サイトから商用利用可能
な写真を検索ダウンロードし管理をする『らくちんフォト検索』の提供。さらにはインクジェッ トプリンタのインク使用量を減らし
て印刷コストを簡単に大幅カットするエコロジーソフトウェア、『InkSaver』(インクセーバー)により、お客様の印刷ライフをさら 
に快適にする環境作りを作り上げてきました。2008年以降、新シリーズとして動画ジャンル『らくちん動画変換』シリーズ、仕事を
快適にするソフトウェア「仕事HACKS!」を拡充。更に2013年よりパソコンソフトの開発・サポートの経験を活かした新サービス「ら
くちんプレミアムサポート」、スマートフォン・タブレット向けのアプリケーションの提供を開始しました。 

本件に関するお問い合わせ先:  
○株式会社メディアナビ 広報担当:長沢(ながさわ) 
TEL:03-5467-1541  FAX:03-5467-1780 　E-mail:public@medianavi.co.jp   URL:http://www.medianavi.co.jp/ 
(C)2018 MEDIA NAVI,Inc.


