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１．機能概要一覧 

  らくらくバックアップ for PC（AOS BOX） 

ストレージ容量 25GB 

料金 380円（税抜） 

対応デバイス パソコン／モバイル端末(iPhone・Android・Windows Phone) 

対応OS Windows XP以降 / iOS 5.0以上 / Android OS 2.2以上 

インターフェース ソフトウェア及びWEBブラウザ 

ストレージタイプ クラウドサーバー 

バックアップ対応ファイル 
メール、Officeファイル、画像ファイル、音楽ファイル、ビデオファイル 

ブックマーク、財務・会計ファイル、電子書籍、PDFファイル、年賀状ソフト 
マイドキュメント、デスクトップ 

 バックアップ設定 スケジュール バックアップする日時を設定 

  速度 バックアップ速度の設定 

復元方法 WEBブラウザ・アプリから専用のページにアクセスして復元 

 共有機能 リンク作成 バックアップデータのダウンロード用URLを発行 

  メール送信 メールでダウンロード用URLを送信 

  SNS投稿 Linkedin、Facebook、Twitterと連携してファイルを共有 
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① Webブラウザから登録画面 
  (http://sb.aosbox.com/Signup)へアクセスし、必要項目を
入力し、「以下の規約に同意して送信」をクリックします。 
 
・名前 
・メールアドレス 
・パスワード 
・ライセンスキー 

２-１．導入編 ～インストールと初期設定～ 

② 「バックアップ概要」のページが開きますので、 
  画面右上の「AOSBOXをダウンロード」をクリックします。 

③ 「AOSBOXSetup.exe」がダウンロードされますので、 
  ダブルクリックします。 

④ インストーラーが起動します。 
   「次へ」をクリックします。 

1 

2 

3 

4 
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２-２．導入編 ～インストールと初期設定～ 

⑤ ライセンス契約書に同意する場合、      
  「同意する(A)」をクリックします。 

⑥ インストール先のフォルダを指定します。 
  変更が無い場合はそのまま「次へ(N)」をクリックします。 

⑦ インストール先のユーザーを選択し「次へ(N)」を 
  クリックします。 

5 

6 

7 



Page:6 

２-3．導入編 ～インストールと初期設定～ 

⑧ インストールが行われますので、しばらくお待ちください。 

⑨ ①で登録したメールアドレス、パスワードを入力し、 
  「ログイン」をクリックします。 

⑩ 「バックアップデータの選択」画面が表示されます。 
 対象カテゴリーにチェックを入れ、画面右下の「→」をクリックします。 

8 

9 

10 
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２-4．導入編 ～インストールと初期設定～ 
 

⑫ 以上でインストールは終了です。 
  画面右下の「✔」をクリックします。 

⑪ 「バックアップ設定」画面が表示されます。 
  画面右下の「→」をクリックします。 

⑬ 自動的にバックアップが開始されます。 
  バックアップするデータはいつでも「バックアップデータを選択」から変
更できます。 
  「設定」をクリックすると、設定画面に変わります。 

11 

12 

13 
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２-5．導入編 ～設定①～ 

バックアップスケジュールは、 
「等間隔」もしくは「一定の時刻」のどちらかを 
選択できます。 
設定が完了したら右下のチェックをクリックします。 

「等間隔でバックアップする」： 
設定した時間間隔でバックアップを実行します。 
 
「バックアップデータ整合性チェックの実行間隔」： 
バックアップ対象になっているファイル・フォルダーの中で、バックアッ
プ漏れがないか等をスキャンするタイミングを設定します。 
 
「スケジュールを設定する」： 
設定した曜日、時間毎にバックアップを実行します。 

■スケジュール 
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２-6．導入編 ～設定②～ 

「速度」の設定画面では、 
ネットワーク帯域の設定やアプリの動作設定を行います。 
設定が完了したら右下のチェックをクリックします。 

「マルチスレッドでアップロードする（高速バックアップ）」： 
アップロードを特にお急ぎの場合にチェックを入れます。すべてのネットワーク
帯域を消費するため、通常はチェックを外しておいてください。 
 
「ネットワーク帯域の設定を有効にする」： 
このチェックを入れると、バックアップするファイルをアップロードする速度を制
限することができます。 
 
「帯域の設定をスケジュールする」： 
このチェックを入れると、前項で設定したアップロードする速度を、任意の時
間にのみ有効になる様に設定することができます。 
 
「インターネットの接続方法を選択します」： 
バックアップを行うタイミングを「有線LAN」「無線LAN」「モバイルネットワー
ク」の接続方法の中から選択して、制限することができます。 
 
「SSLを使用する」： 
データを暗号化して通信したい場合にチェックを入れます。 
 
「プロキシー設定」： 
お使いのOSのインターネットのプロパティ設定画面が起動します。 

■速度 
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３-１．復元編～バックアップデータの復元方法①～ 

① AOSBOXを起動し、ホーム画面で「復元」をクリックします。 

② 復元したいデータがあるコンピューターを、 
 プルダウンメニューから選択します。 

③ フォルダーアイコンをクリックして、復元したいデータがある 
  フォルダーを表示して、対象のファイル・フォルダーにチェックを入れます。 

④ 「→」をクリックします。 

1 
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３-2．復元編～バックアップデータの復元方法②～ 

⑤ 復元先を設定します。 
   バックアップ先のフォルダに同じファイルがあったときの動作も 
 設定することができます。 
  「→」をクリックすると復元が始まります。 

⑥ ダウンロードを特にお急ぎの場合にチェックを入れます 
 日付範囲指定する場合は、「次の日付範囲内で変更された 
ファイルを復元」にチェックを入れ開始時刻と終了時刻を指定します。 

⑦ 復元先でファイル・フォルダーが重複した場合の処理を選択します。 

⑧ 「→」をクリックすると、復元を開始します。 

⑨ 復元が完了します。「✓」をクリックして、ホーム画面に戻ります。 
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３-３．復元編～バックアップデータの復元方法③～ 

① マイコンピューターへ移動します。 

② 復元したいデータがあるコンピューターを、プルダウンメニューから
選択します。 

③ アイコンをクリックして復元したいデータがあるフォルダーを表示して、
復元したいファイル・フォルダーにチェックを入れます。 

④ 「ダウンロード」をクリックして、ファイルを復元(ダウンロード)します。
(※保存場所はWebブラウザにより異なります。) 

複数ファイルを同時にダウンロードした場合
は、「Download.zip」という一つのファイル
にまとまっています。 
ファイルが圧縮されているため、解凍の必要
があります。 

■Webブラウザからの復元 
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３-4．共有 

① マイコンピューターへ移動します。 

② 復元したいデータがあるコンピューターを、プルダウンメニューから
選択します。 

③ アイコンをクリックして復元したいデータがあるフォルダーを表示して、
復元したいファイル・フォルダーにチェックを入れます。 

④ 「共有」をクリックして、共有メニューを表示します。 

■共有 
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３-5．共有メニュー 

リンクを作成して共有する場合は、「リンク作成」をクリックして、この
ボックス内のURLをコピー＆ペーストしてお使いください。 

メールを送信して共有する場
合は、「メール送信」をクリックし
て、宛先、メッセージ（任意）
を入力の上、「送信」をクリック
してください。 

SNSを使用して共有する場合
は、「SNS投稿」をクリックしてく
ださい。各SNSボタンをクリック
すると、それぞれのページが開
きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・共有のパスワード保護 
・アクセス履歴の通知 
・ダウンロード回数の制限 (※一回のみ可能） 
・有効期限の設定 

■共有メニュー 

「共有設定を追加」を
クリックすると、以下の
設定が可能です。 
必要に応じて使用して
ください。 
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４-１．ログイン方法 

http://sb.aosbox.com/Signinから 
メールアドレスとパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。 
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５-１．詳細機能 ～対象ファイル・動作環境～ 

対象ファイル 
■メール ■Officeファイル ■画像ファイル ■音楽ファイル ■ビデオファイル 
■ブックマーク ■財務・会計ファイル ■電子書籍 ■PDFファイル ■年賀状ソフト 
■マイドキュメント ■デスクトップ 

バックアップ対象ファイル 

対応OS 

■Windows 8/8.1 (32bit / 64bit 対応) 
■Windows 7 SP1以降(32bit / 64bit 対応) 
■Windows Vista SP2以降(32bit / 64bit 対応) 
■Windows XP SP3以降(32bit 対応) 
■日本語版オペレーティングシステム 
※インストールには管理者（Administrator）権限が必要です。 

動作環境 

対応モバイル端末 

■iPhone、iPad、iPod Touch（iOS 5.0以上。App StoreにアクセスするためのApple IDが必要） 
■Android（Android OS 2.2以上。2MB以上のストレージ空き容量。SDカード） 
■Windows Phone（AOSBOX Web管理ページよりアクセス可能） 

その他 

■インターネットへの接続環境が必要です。 
■初回のバックアップはバックアップする容量によって、1日以上時間を要することがあります。 
■インターネット接続が切断され再度バックアップする際は、続きから実行しますが他の作業に影響が出る
（重くなる）可能性があります。 
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５-２．詳細機能 ～バックアップ設定～ 

スケジュール 

速度 

・バックアップスケジュールは、「等間隔（時間）」もしくは「一定の時刻」のどちらかを選択できます。 
・等間隔でバックアップする時は、「等間隔でバックアップする」にチェックを入れてください。 
・一定の時刻を設定する時は「スケジュールを設定する」にチェックを入れ、日時の入力を行ってください。 

・速度では、ネットワーク帯域の設定やアプリの動作設定を行うことができます。 
 
「マルチスレッドでアップロードする（高速バックアップ）」： 
アップロードを特にお急ぎの場合にチェックを入れます。 
「ネットワーク帯域の設定を有効にする」： 
バックアップするファイルをアップロードする速度を制限することができます。 
「帯域の設定をスケジュールする」： 
設定したアップロードする速度を、任意の時間にのみ有効になる様に設定することができます。 
「インターネットの接続方法を選択します」： 
バックアップを行うタイミングを「有線LAN」「無線LAN」「モバイルネットワーク」の接続方法の中から選択して、
制限することができます。 
「SSLを使用する」： 
データを暗号化して通信したい場合にチェックを入れます。 
「プロキシー設定」： 
お使いのOSのインターネットのプロパティ設定画面が起動します。 

バックアップ設定 
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５-3．詳細機能 ～共有機能～ 

リンク作成 

メール送信 

SNS投稿 
・FacebookやTwitterと連携して、ファイルを共有することができます。 
・バックアップしているデータを直接投稿できます。 

・ダウンロード用のURLを生成し、そのURLを共有することで、選択したデータをダウンロードできるよう 
 になります。 
・また、有効期限や、パスワードを定めることも可能です。 

・メールの宛先と本文を入力して送信をクリックすることにより、選択したデータのダウンロード用URLが 
 記載されたメールを送信できます。 

共有機能 


