
パソコンのメンテナンスは
ライフボート製品におまかせ！
システムユーティリティ　カタログ

■ Windows 8、UEFIに対応
■ 2TBを超えるハードディスク、GPTディスクに対応
■インストールしてもCD起動でも操作可能

■

■

■

http://www.lifeboat.jp/

パーティション操作パーティション操作 パーティション操作パーティション操作バックアップバックアップHDDコピー/交換HDDコピー/交換

バックアップバックアップHDDコピー/交換HDDコピー/交換

HDDコピー/交換HDDコピー/交換
データ抹消データ抹消

※Windows PE版の起動メディアは別途作成する必要があります。

Vista XP78インストール CD起動操作方法 対応OS

最新情報や詳細な製品情報はこちら



パーティション
操作

パーティション
操作

Cドライブを大きく、
Dドライブを小さくできる！

CドライブとDドライブを
ひとつに結合できる！

Cドライブだけのハードディスクに、
Dドライブを作れる！

C:10GB

D:40GB
D:20GB

C:30GB
C:20GB

D:30GB

C:20GB

D:30GB
C:50GB C:50GB

結合 分割

15
パーティションを簡単操作！

パーティション
ワークス

データを消さず、パーティションを簡単操作！
「LB パーティションワークス15」を使うことで、データを削除せずにCドライブとDドライブの
比率を変更したり、パーティションのサイズ変更や結合、移動が行えます。パーティション操作は
難しいと思っている方や初めての方でも、図解中心の「クイックガイド」「利用ガイド」がもれなく
付いているので、安心して使用できます。

わかりやすく親切なウィザードに沿っ
て進むだけで、簡単にパーティション
操作が行えます。操作後のイメージを
確認しながら実行できるので、安心で
す。もちろん、ウィザードを使用しない
手動によるパーティション操作もサ
ポートしています。

EIDE/IDE、SCSI、シリアルATA、SAS、USB、IEEE1394のハードディスク/SSDに対応しています。また、
2TBを超える大容量ハードディスク、RAIDボリューム、AFTやSSDのアライメントにも対応しています。

パーティションの作成、削
除、サイズ変更、結合、移動、
コピー、バックアップなど、多
彩なパーティション操作が
行えます。

 多彩なパーティション操作

ウィザードによる簡単操作

さまざまなドライブに対応

国内販売25万本突破！ ※旧バージョンの
パーティションコマンダーシリーズを含めた
　販売数量の累計です

製品名称 単価（税別）
LB パーティションワークス15 メディアキット 3,400円
LB パーティションワークス15 10-24ライセンス 5,900円
LB パーティションワークス15 25-49ライセンス 5,400円
LB パーティションワークス15 50ライセンス以上 4,900円

※メディアキットには、ライセンスは含まれませ
ん。メディアキットは、ボリュームライセンスの
購入時に、ご利用ライセンス数を上限としてお
申し込みいただけます。

※この価格は、一括購入の場合のみ適応され、
購入する数量に該当する価格が適応されま
す。例：20ライセンスの場合は、5,900円×20

Windows Serverのメンテナンスはこちら
Server

PARAGON

15
サーバのパーティションを簡単操作

パーティション
ワークス

■ シングルライセンス（パッケージ版）
製品名称
LB パーティションワークス15

本体価格(税別) JANコード
6,800円 4560138467503 

 4,000円 4560138467497

■ ボリュームライセンス

LB パーティションワークス15　アップグレード版
※アップグレード版は、旧バージョンをお持ちの方向けのパッケージ製品となります。



HDDコピー/
交換

HDDコピー/
交換

ハードディスク/SSDを丸ごとコピー13コピー ワークス

コピー元のハードディスク
（250GB）

コピー先のハードディスク
（2000GB）

100GB
Cドライブ Dドライブ Cドライブ Dドライブ

150GB 800GB 1200GB

※旧バージョンのコピーコマンダーシリーズを
　含めた販売数量の累計です

新しい
ハードディスクから
これまで通りに
起動可能！

ハードディスクの
内容を

そのままコピー
ハードディスク

コピーした
ハードディスクを
パソコンに取り付け同じハードディスクを

もう一つ作成

ハードディスク/ＳＳＤを丸ごとコピー
LB コピー ワークス13を使うことで、Windowsやインストールされているソフト、WordやExcel
などのデータ、ネットワークの設定など、ハードディスクの中身を丸ごと他のハードディスクへ
コピーすることができます。ハードディスクの交換、バックアップ用のハードディスクの作成など、
安全、簡単、高速にハードディスクのコピーを作成することができます。

コピー元とコピー先のハードディスク容量が違っ
ていても、コピー先のハードディスク容量に合わせ
て自動的にパーティションのサイズ変更を行いま
す。コピー元より大きなハードディスクだけではな
く、小さなハードディスクへもコピーが行えます。

ハードディスクの内容を丸ごと他のハードディスクにコピー（複製）することができます。大きなハードディス
クへ交換したり、ハードディスク自体のバックアップにも利用できます。

ハードディスクを丸ごとコピー

パーティションのサイズ調整機能

EIDE/IDE、SCSI、シリアルATA、SAS、USB、IEEE1394のハードディスク/SSDに対応しています。また、
2TBを超える大容量ハードディスク、RAIDボリュームに対応しています。

さまざまなドライブに対応

スマートコピー機能を使うことで、コピーした内蔵ディスクを別のパソコンで起動させることができます。
パソコンを買い替える場合など、便利な機能です。

別のパソコンでも起動可能 ─ スマートコピー

国内販売15万本突破！

製品名称 単価（税別）
LB コピー ワークス13 メディアキット 3,000円
LB コピー ワークス13 10-24ライセンス 5,200円
LB コピー ワークス13 25-49ライセンス 4,800円
LB コピー ワークス13 50ライセンス以上 4,400円

※メディアキットには、ライセンスは含まれませ
ん。メディアキットは、ボリュームライセンスの
購入時に、ご利用ライセンス数を上限として
お申し込みいただけます。

※この価格は、一括購入の場合のみ適応され、
購入する数量に該当する価格が適応されま
す。例：20ライセンスの場合は、5,200円×20

■ シングルライセンス（パッケージ版）
製品名称 本体価格(税別) JANコード
LB コピー ワークス13 6,000円  4560138467619

■ ボリュームライセンス

※実際の使用容量より小さなハードディスクへはコピーできません。

※すべての環境での起動を保証するものではありません。詳細な注意事項は、弊社Webをご参照ください。



バックアップバックアップ HDDコピー/
交換

HDDコピー/
交換

バックアップ時点の
環境に復元！

圧縮した
イメージファイルを

作成ハードディスク

万一の場合は、
バックアップ先から
システムを復元CDやハードディスクに

バックアップ

11
パソコンを丸ごとバックアップ

イメージ
バックアップ

パソコンを丸ごとバックアップ&コピー
LB イメージバックアップ11 Proは、ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクや
DVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフトです。万一Windowsが起動できなく
なっても、作成したバックアップから元通りに復元することができます。また、ハードディスク内の
データを丸ごと新しいハードディスクにコピーすることもできます。

Windows、データ、アプリケーション、設定を含め、ハードディスク全体を丸ごとバックアップすることがで
きます。万一の場合には、全体を復元するだけでなく、特定のファイル/フォルダ単位で復元することも可
能です。（対応しているバックアップ先 ： 内蔵/外付け/ネットワークドライブ、CD/DVD/Blu-ray など※）

一旦バックアップを取った後は、変更された部分（セクタ）のみバックアップすることで、バックアップを
最新の状態に保つことができます。バックアップの世代管理や容量制限も行うことができます。

スマートリストア機能を使うことで、別のパソコンにイメージを復元して起動させることができます。
パソコン自体が壊れてしまった場合などに、便利な機能です。

ディスク全体やパーティション単位で丸ごとバックアップ

差分バックアップ、サイクルバックアップ

 別のパソコンでも起動可能 ─ スマートリストア

スケジューリング機能
バックアップやコピー作成をスケジューリングできます。

製品名称 単価（税別）
LB イメージバックアップ11 Pro メディアキット 4,900円
LB イメージバックアップ11 Pro 5-9ライセンス 7,000円 
LB イメージバックアップ11 Pro 10-24ライセンス 6,600円
LB イメージバックアップ11 Pro 25-49ライセンス 6,200円
LB イメージバックアップ11 Pro 50ライセンス以上 5,700円

※メディアキットには、ライセンスは含まれ
ません。メディアキットは、ボリュームライ
センスの購入時に、ご利用ライセンス数
を上限としてお申し込みいただけます。

※この価格は、一括購入の場合のみ適応さ
れ、購入する数量に該当する価格が適応
されます。例：20ライセンスの場合は、
6,600円×20

Windows Serverのメンテナンスはこちら

■ シングルライセンス（パッケージ版）
製品名称 
LB イメージバックアップ11 Pro 

本体価格(税別)　　 JANコード  
9,800円　　       4560138467329

■ ボリュームライセンス

LB コピーワークス13の機能が
すべて含まれています。

※DVD-RAMには対応していません。

Server

PARAGON

11
サーバを丸ごとバックアップ

イメージ
バックアップ

※すべての環境での起動を保証するものではありません。詳細な注意事項は、弊社Webをご参照ください。



仮想
環境

バックアップバックアップ

パーティション
操作

パーティション
操作 バックアップバックアップ HDDコピー/

交換
HDDコピー/
交換 データ抹消データ抹消

15
パーティションを簡単操作！

パーティション
ワークス

全世界
150カ国以上で

愛用

全世界
150カ国以上で

愛用Hard Disk Manager 
ハードディスク/SSDの総合管理ツールPARAGON

12
パラゴン ハード ディスク マネージャー 12

ハードディスク/SSDを丸ごとコピー13コピー ワークス

11
パソコンを丸ごとバックアップ

イメージ
バックアップ

特定のファイル、フォルダ単位でバックアップを行うことも可能です。

ファイル/フォルダのバックアップ

バックアップバックアップ

既存バックアップイメージを仮想ディスクに変換
（P2Vイメージコンバート）することや物理ディスク
の内容を仮想ディスクコピー（P2Vコピー）すること
で、仮想環境へ移行させることが可能です。

パーティションを削除したり、フォーマットしても消えない個人情報などのデータを、ディスク全体/パー
ティション単位で、復元不可能な形で完全に抹消することができます。米国国防総省規格DOD 5220.22-M
に準拠した、強力な消去方式をサポートしています。

Windows Serverのメンテナンスはこちら

製品名称 単価（税別）
Paragon Hard Disk Manager 12 メディアキット 7,000円
Paragon Hard Disk Manager 12 10-24ライセンス 12,000円
Paragon Hard Disk Manager 12 25-49ライセンス 11,000円
Paragon Hard Disk Manager 12 50ライセンス以上 10,000円

※メディアキットには、ライセンスは含まれませ
ん。メディアキットは、ボリュームライセンスの
購入時に、ご利用ライセンス数を上限としてお
申し込みいただけます。

※この価格は、一括購入の場合のみ適応され、購
入する数量に該当する価格が適応されます。
例：20ライセンスの場合は、12,000円×20

※特別優待版は、他社システムメンテナンスツール、ライフボート製品、メガソフト製品をお持ちの方向けの特別優待パッケージです。

■ シングルライセンス（パッケージ版）
製品名称 本体価格(税別) JANコード
Paragon Hard Disk Manager 12 
Paragon Hard Disk Manager 12 特別優待版

14,000円 　　　　4560138467664 
11,500円 　　　　4560138467671

■ ボリュームライセンス

パソコンのメンテナンスは、これ1本でＯＫ！
Paragon Hard Disk Manager 12は、パーティション操作、バックアップ、コピー、データ抹消
機能が搭載された、ハードディスク/SSDの総合管理ツールです。LB パーティションワークス
15、LB イメージバックアップ11 Pro、LB コピーワークス13のすべての機能が実装された、
最上位版の製品です。

すべての機能が
統合された
オールインワン
パッケージ

仮想環境へ移行

復元不可能な形で完全に抹消データ抹消データ抹消

物理環境から
仮想環境に移行

物理
環境

Hard Disk Manager 12 Server

PARAGON

さらに、
以下の機能を
搭載！



ライフボートでは、万一製品が動作しない場合
に限り、直接返品をお受けします。返品のお
申し込みは、ご購入後 30日以内とさせていた
だきます。レシートは大切に保管ください。
※事前にテクニカルサポートをお受けいただくことが
必要となります。

安心システム

販　　売 ：

〒530-0015　大阪市北区中崎西2-4-12　梅田センタービル11階
TEL.06-6147-2780　FAX.06-6131-5081

企画・発売 ：

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-2-34
TEL.03-3265-1250　FAX.03-3265-1251　E-mail:sales@lifeboat.jp

開 発 元 ： http://www.paragon-software.com/jp/

http://www.lifeboat.jp/

http://www.megasoft.co.jp/

■機能比較表

■必要なシステム

イメージバックアップ ○ △ × ○
パーティション操作 △ ○ × ○

HDDコピー ○ △ ○ ○
スマートリストア /コピー ○ × ○ ○
ディスクの抹消 × × × ○
仮想化 × × × ○

15
パーティションを簡単操作！

パーティション
ワークス

ハードディスク/SSDを丸ごとコピー13コピー ワークス11
パソコンを丸ごとバックアップ

イメージ
バックアップ Hard Disk Manager 

ハードディスク/SSDの総合管理ツールPARAGON
12

対応 OS 日本語Windows 8/7/Vista/XP SP3 （32ビット、64ビット）
 ※管理者（Administrator）権限が必要です。※Windows 8ではデスクトップアプリとして動作します。

対応機種 上記 OSが正常に動作するパソコン（PC/AT互換機）

CPU 1GHz以上のインテル互換 CPU

メモリ 512MB以上（Vista/7/8の場合は 1GB以上）
ハードディスク容量 300MB以上（PE版起動メディア作成時には別途 5GB以上）

その他 起動メディア作成時には、インターネット接続、
 書き込み用のメディア（CD-R/USBメモリなど）が必要になります。

●重要なデータは、必ず操作前にバックアップをお取りくだ
さい。

●操作前の注意事項を必ずご確認の上、操作を実行してく
ださい。

●ハードディスク自体に不良セクタや物理的な問題などある
環境では使用できません。

●操作前には、必ずディスクのエラーチェックを実行してく
ださい。エラーチェックの実行には、ハードディスクの容量
によっては数時間かかりますので、予めご注意ください。

●サーバOSには対応していません。別途サーバ版をご購入
ください。
●UEFIベースのPCで利用する場合やスマートリストア/
コピー機能を使用する際は、Windows PE 版の起動メ
ディアを作成する必要があります。

●ダイナミックディスクでは、ボリューム単位のバックアップ/
復元のみ可能です。

※パーティションワークス、コピーワークス、LB Image Backupは株式会社ライフボートの登録商標または商標です。
※Hard Disk Managerは、パラゴン ソフトウェア株式会社の登録商標です。
※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※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。

※1 別途作成するWindows PE版の起動メディアでのみ操作可能（機能制限あり）
※2 スケジュールバックアップ、差分バックアップ /コピー、スマートリストア /コピーには対応していません。

■注意事項

●暗号化されたハードディスクのサポートはできません。
●CD/USBメモリから起動したり、大容量ハードディスクで
使用するには、BIOS/UEFIの対応が必要です。

●コピー機能はローカルディスク間でのみ使用できます。他
のPCのハードディスクやネットワークドライブにはコピー
できません。

●USBなどの外付けハードディスクにコピーした場合、USB
接続の状態でコピー先ディスクからOSを起動することは
できません。

●exFATには未対応です。
●本製品は、製品のインストールやCD起動などの使用法に
かかわらず、特定の1台のPCでのみお使いいただけま
す。複数台のPCで使用する場合は、別途ボリュームライ
センスをご購入ください。

●最新の製品情報、その他の注意事項は、ホームページを
ご覧ください。

※2

※2

※1




