
  
報道機関各位 

　iPhone/iPadをいつも快適に使う総合ユーティリティ新発売！ 
　　写真、音楽、動画のデータの管理、動作スピードや空き容量不足も解消 

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の総合ユーティリティ『iMyFone：iOSユーティリ
ティPack [快適化・抹消・音楽動画写真転送]』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ユーティリティPackの特長 
あると便利、iOSの総合ユーティリティパックです。 
iOSのスピード問題、空きスペース問題を解決し、安全確実にデータを抹消することができます。 
さらにiTunesで同期していないiOSデバイスとの動画や音楽の相互転送機能も搭載。例えば家族や友人のiPhoneから曲や動画を取り
込んだり、逆にPC内のデータを転送したりと自由自在。 
PC上のiTunesデータが消えてしまった時にもiPhoneからiTunesライブラリを復元することも可能です。 
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製品名：iMyFone：iOSユーティリティPack [快適化・抹消・音楽動画写真転送] 

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）



ワンクリックでiOS快適化 
「iMyFone Umate Pro」で快適化・抹消 

買ったばかりのあの頃に戻りたい・・・ →iPhoneの「モタつき」を解決 

「買ったばかりの頃はサクサク動作だったのに、使ってるうちにどんどん遅くなってきた・・・」なんてことはありませんか？ 
その問題、不要なシステムファイルの蓄積が原因かもしれません。 
「iMyFone Umate Pro：iOSクリーンアップ」を使えば、iOSを初期化することなく、一時ファイルやジャンクファイルなどiOS内の
不必要な不可視ファイルを検索し、ワンクリックで安全に消去することができます。 
買いたての時のサクサク感とワクワク感が取り戻せるかも？  

いつの間にやら空き容量が・・・ →iPhoneの「空き領域不足」を解決 

「そんなにデータを溜め込んでいるつもりはないのに、なぜか空き容量不足。でも写真は消したくないし・・・。」なんてことはあり
ませんか？スマートフォンの性能が上がるにつれ、写真の解像度も大幅に上がりどんどんストレージ領域を圧迫します。 
また普段使っていないアプリが思いがけず圧迫していることもあります。そんな問題を解決します。 

1クリックで快適化、速度アップ 

‣アプリキャッシュ、Cookie、 
　クラッシュログファイルの削除 

‣ダウンロードした一時ファイル、 
　破損ファイルの削除 
‣フォトストリーム、 
　フォトライブラリキャッシュの削除

1クリックでiPhoneの空きスペースを確保 

‣iPhone内の写真を最適化し 
　使用容量を75％圧縮 

‣容量の大きなファイルを探して効率的に 
　空き領域確保 
‣不要なアプリを削除



そのデータ本当に削除できてる？ →4つのモードで完全抹消・プライバシー流出防止 
 

近年スマートフォンからのデータ流出が問題に
なっています。 
「iMyFone Umate Pro：iOSクリーンアップ」
を使えば、iPhone/iPad内のプライバシーデー
タをデータ復旧ツールでも修復不可能なレベル

で完全抹消することができます。機種変更の売却・譲渡の際にも
安心です。 
 
またメッセージ、Safariの履歴、通話記録、写真のキャッシュデー
タ、さらにはLINE、Facebook、Twitterなどアプリを削除した
だけでは消せない断片化した個人データの残骸などを個別に消去
することも可能です。 
 

＜モード1：すべてのデータを消去＞

iOS標準のファクトリーリセット（初期化）をしても完全に消去しきれていない場合があります。 
このモードを使用して消去することで、復元不可能な形ですべてのデータを確実に完全抹消し、初期状態にします。

＜モード2：削除されたファイルを消去＞

写真やメッセージなど、削除をしたつもりのデータも、データ復元ツールなどで取り出すことができてしまいます。 
このモードを使って完全・確実に消去をしましょう。

＜モード3：プライベートデータを消去＞

メッセージ、Safariの履歴、通話記録、写真のキャッシュデータなど、絶対に流出させたくないデータを完全抹消。プレビューを確
認しながら必要なものだけ削除することができます。

＜モード4：サードパーティーアプリの断片化個人データを消去＞

LINE、Facebook、Twitterなどサードパーティーのアプリは、アプリをアンインストールしただけではiPhone内のどこかに断片化
したファイルが残っている場合があります。これらの断片化ファイルを確実に消去しSNSの記録を完全に抹消することができます。



iOS⇔iTunes/PCに相互転送 
「iMyFone TunesMate」で音楽動画写真転送 

音楽・動画ファイルをiOSとPC/iTunes間で自由に転送・管理 

データ消去の心配なし！iOS⇔iTunes間ワンクリック同期 

iOSデバイス内のメディアファイルを、データ消去されることなく
iTunesライブラリにワンクリック転送！ 
もちろんiTunesライブラリからiOSへの同期もワンクリックで可能で
す。 

iOS内とiTunesライブラリ内のファイルを比較して存在しないファイ
ルだけを転送します。 
iOS内のファイルが消去されてしまう心配はありません。 
さらに、iOSデバイス内のデータからiTunesライブラリを復元するこ
ともできます。 

音楽・動画の各種メディアファイルをTunesMateで一元管理 
iOSデバイスをPCにUSB接続するだけで、TunesMate上でiOSデバ
イス内の各種メディアファイルを自由に転送・管理ができます。 
購入データの転送もOK！必要なファイルだけを選択して転送する
ことも可能です。 



10種類の音楽・動画メディアファイルに対応 
ミュージック/iTunes U/Podcast/オーディオブック/着信音/プレイリスト/ムービー/ミュージックビデオ/ホームビデオ/テレビ番組 

音楽・動画の管理はこれでOK！詳細編集機能も搭載 
・プレイリスト作成・編集・転送 
・曲名やアルバム情報編集 

写真の管理もTunesMateにお任せ！ 
音楽・動画だけでなく、写真の転送もTunesMateにお任せください。 
iOSデバイス内の写真をワンクリックですべてPCにバックアップできます。 
また写真の管理画面から、個別に転送・削除、さらにカメラロール内のアルバム単位での転送も可能です。 

iOS内のアプリを一覧＆削除 
試しにダウンロードしてみたけれど、使っていないアプリが大量にインストールされていませんか？ 
iOSデバイスにインストールされているアプリの一覧・削除機能も搭載されています。 



比較表 

※ライセンス種類について 
「iMyFone：iOSユーティリティPack」に同梱の「iMyFone Umate Pro」はiOSデバイス5台まで、「iMyFone TunesMate」はPC5
台まで利用可能なライセンスです。シングルライセンスはiOSデバイス1台まで利用可能なライセンスとなります。 

iMyFone： 
iOSユーティリティPack 
[快適化・抹消・音楽動画転送]

iMyFone 
Umate Pro： 
iOSクリーンアップ

iMyFone  
TunesMate： 
iOS音楽・動画管理

標準価格（税別） 6,200円 4,800円～ 4,800円～

ライセンス種類 ファミリーライセンス シングルライセンス シングルライセンス

1クリックで快適化！速度UP（不要
なシステムファイルの削除） ○ ○ -
1クリックで空きスペース確保（写真
圧縮、バックアップ） ○ ○ -
全データ完全消去 ○ ○ -
削除済みファイル完全削除 ○ ○ -
個人データ完全削除 ○ ○ -
断片化した個人データ削除 ○ ○ -
必要メディアファイルだけを選んで
相互に追加・転送・削除 ○ - ○
iTunes同期しないiOSデバイスとPC
間のデータ転送ができる ○ - ○
プレイリスト、曲名・アルバム名の
編集 ○ - ○

 

 

 

製品名 iMyFone：iOSユーティリティPack [快適化・抹消・音楽動画写真転送]
URL http://www.medianavi.co.jp/product/imy_utp/imy_utp.html

形態・価格・JAN パッケージ版：6,200円(税別) [税込み価格:6,696円]　JAN 4571230918602（型番MV18005） 
ダウンロード版：6,200円(税別) [税込み価格:6,696円]　JAN 4571230918657

収録製品 iMyFone Umate Pro：iOSクリーンアップ（ファミリーライセンス）　※iOS5台まで利用可能 
iMyFone TunesMate：iOS音楽・動画管理（ファミリーライセンス）　※PC5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 Umate Pro：iOSクリーンアップ iMyFone TunesMate：iOS音楽・動画管理

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

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

形態・価
格・JAN

ダウンロード版： 4,800円(税別) [税込み価格:5,184円]　
JAN 4571230918145

ダウンロード版： 4,800円(税別) [税込み価格:5,184円]　
JAN 4571230918442

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2月2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。

「iMyFone：iOSユーティリティPack」は「iMyFone 
Umate Pro」と「iMyFone TunesMate」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_ump/imy_ump.html
http://www.medianavi.co.jp/product/imy_tm/imy_tm.html
http://www.vector.co.jp
http://www.medianavi.co.jp/product/imy_utp/imy_utp.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.


