
Seagate Recovery Services™ 

が私のデジタル・ライフを救ってくれました！ 
お客様の声

私はグラフィック・デザイナー、祖母、息子、
母親、父親、甥、作曲家、叔父、孫、写真家、
作家、叔母、孫息子、祖父、事業主、親友、芸術
家、医師、学者、教師、科学者、姪、学生、エン
ジニア、娘



過去数ヶ月間において、シーゲイトは、パーソナル・ハードディスク・ドライブの 
データへアクセスできなくなった様々な職業のユーザから、非常に多くのフィー 
ドバックを受け取りました。そのユーザのいくつかの体験をお読みいただ
き、Seagate Recovery Services (SRS) についての評価をご覧ください。

SRSは、ストレージ・メディアのすべてのメーカーおよびモデルに対して、クラス
最高のデータ復元サービス（有償）をご提供しています。当社の専門家が、ユー
ザの紛失データを安全、セキュアかつ確実に復元します。特に重要なデータを 
紛失した場合、専門家によるデータ復元をお勧めします。SRSにご連絡のうえ、
専門家によるラボ内復元サービスについてご相談ください。

電子メールでのお問い合わせおよびオンライン・フォームを含む詳細情報につ
いては、以下を参照してください：
http://www.seagate.com/about/contact-us/data-recovery/

www.seagate.com/datarecovery

私たちの言葉をそのまま
信じないでください。

お客様の声



｢まさに天才です｣

データ復元を専門に行うサービ
スがあること、さらには、素早く効
率的にデータ復元を行うSeagate 
Recovery Servicesの存在を知り
ませんでした。私の会社や私自身
が技術で感銘を受けることはほと
んどありませんが、シーゲイトが
データ復元ラボで行っていること
はまさに天才のなせる業です。 

特に、私の会社や私自身がこれま
でに取引きをした他の復元サービ
スと比較した場合、シーゲイトは
最も迅速な納期で100%のデータ
を回復してくれました。もちろん、
データ復元が必要な人にはSRS
を勧めるつもりです。

ニューヨーク州コ ートランド、 
エリック・L

状況
この案件は、エンタテインメント業界にストレージ・システムやソリューションを
提供しているニューヨークの会社からSeagate Recovery Servicesに持ち込まれ
ました。この会社はシーゲイト製品を販売しており、顧客への付加価値として当
社サービスをマージンなしで再販しているSRSパートナーです。SRSラボに送っ
た内部ドライブに含まれるファイルは、ロサンゼルスで活動しているアメリカの
有名なヒップホップ・アーティスト、プロデューサー兼俳優のものだったため、こ
の復元作業は非常に重要でした。

問題
SRSに届いた内部ハードディスク・ドライブには、明らかに機械的な損傷があり
ました。記録再生ヘッドの故障は、損傷を修理するため故障部品の移植など、改
造作業を行う必要があることを意味します。さらに、ファイル構造の破損は、復元
をさらに難しいものにしています。

結果
これは、SRSラボの技術者たちが特に得意としている種類の作業です。我々は紛
失したファイルを復元することができ、お客様には大喜びしていただくことがで
きました。

お客様の声



お客様の声

この問題を解決するためにご尽
力いただき、心から感謝します。
親友の結婚式の写真とビデオを
開いたときには、感激で涙が出て
きました。ファイル復元のための
皆さんの根気強さは、期待を大き
く超えるものでした！ 

時において作業は単なる仕事に
過ぎないこともあると思います
が、皆さんは私の親友の大切な
思い出を探すために努力してく
れました。この感謝の気持ちは 
ずっと忘れません！

カリフォル ニア州 サンラモン、 
ミスティ・G

状況
Seagate Recovery Services (SRS) がユニットを受け取ったとき、カードが自転
車のスポークに当たっているようなクリック音がしていました。その音は1分ほど
続いて止まりました。ミスティさんは外付ドライブをノートPCのUSBポートに接
続しようとしましたが、同じ症状が現れ、データにアクセスできませんでした。 

問題
データ・プラッタの1面に深刻なメディア損傷がありました。さらに調べると、す
べてのプラッタに傷が発見されました。これは、ドライブからデータを取り出すこ
とができても、データ復元の可能性が限定されていることを意味しています。

結果
SRSは、プラッタの傷にも関わらず、75%以上のデータを取り戻すことができま
した。私たちはお客様に復元結果を確認していただき、最も重要なファイルを選
んでいただきました。幸運なことに、テストでは重要なすべてのファイルが無傷
で、復元可能であることが分かりました。 

 

｢感激で涙が出ました｣



｢本当に素晴らしいチームです｣

状況
V.J.さんの20歳の息子さんは、データ損失事故が起こる2ヶ月前に亡くなりま
した。息子さんのすべての写真と動画は、外付ドライブに保存されていまし
た。写真の作業を行っているとき、外付ドライブが床に落ち、動かなくなりまし
た。V.J.さんは有名な IT サポート業者に持ち込み、業者は復元のためラボに送り
ましたが、データを復元することはできませんでした。このお客様の願いは強く明
確でした。｢これらの写真は私たちにとって、非常に大切なものです。息子を亡く
すことは、とても苦しい経験でした。そして今、息子が残してくれた思い出まで失
うことは、非常に辛いことです｣ 

問題
ハードディスク・ドライブの表面は、大きな損傷を受けていました。ヘッド衝突に
より、外縁の近くに複数の傷がありました。表面のくぼみは、恐らく前回のデータ
復元作業の時、内部作業を行っているときにネジを落としたことによってできた
もののようでした。見通しは良いものではなく、復元の可能性はわずかでした。

結果
この復元には数多くの複雑な要因が伴っていましたが、Seagate Recovery 
Servicesラボの技術者たちは努力を重ね、その結果必要なデータを取り戻すこ
とに成功しました。

お客様の声

この問題に対応してくれた御社と
技術者に感謝します。私たちは息
子を癌で亡くし、息子のすべの写
真はこのドライブに保存していま
した。このドライブを失うというこ
とは、すべての思い出を失ってし
まうということです。御社の技術
者たちは、何度か失敗しても決し
て諦めることなく、データを復元す
るため素晴らしい仕事をしてくれ
ました。本当に素晴らしいチーム
です。

テキサス州、V. J. アレン



皆さんのプロ精神と、約700GBの
データ回復の迅速な作業にお礼
申し上げます。御社の復元技術
は、本当に卓越しています。

回復したデータは、25年以上に渡
って私が作曲、録音した様々な映
画やレコード・プロジェクトに含
まれていたデジタル加工された
オーディオ・ファイルです。残念な
がら、これらのデータをバックアッ
プしておいたドライブも故障した
ため、御社がこれらすべてのデー
タを確保してくださったことに心
から感謝しています。

カリフォルニア州ロサンゼルス、
ウィリアム・G

状況
ウィリアム・Gさんは、人生の作品の多くを失ってしまったと確信しました。多くの
作品を発表している映画およびテレビ作曲家であるウィリアムさんは、先日、 
新しいオペレーティング・システムをコンピューターにアップグレードしていると
き、外付ハードディスク・ドライブが回転しないことに気がつきました。デジタル
加工された古いオーディオ・テープを含み、約700GBのデータをそのドライブに
保存していました。その時の気持ちについて、｢吐き気がしました。このドライブ
には、数日前に録音したものから、1960年代からの作品の音楽ファイルが含ま
れていたんです｣

問題
難しいデータ復元案件で、このハードディスク・ドライブには深刻な機械的問題
があり、回復は困難だということがわかりました。SRSラボの技術者がドライブ
筐体を開けると、スピンドルが止まっており、ドライブ・プラッタが自由に回転で
きていませんでした。プラッタは簡単に取り外して元に戻すように設計されてい
ないため、SRSチームにとって難しい作業となることを表しています。

結果
ウィリアムさんのドライブを受け取ってから6日後、SRSチームから素晴らしい
ニュースが届きました。彼の音楽ファイルを救い出すことができたのです。シーゲ
イトは、ウィリアムさんの非常に貴重なデジタル作品である約670GBのWAV音
楽ファイルを復元しました。

お客様の声

｢感謝している、というだけではこの気持ちを表すことはできません｣



状況
ノートPCを落として以来、このお客様は読取り/書込みエラーを体験していまし
た。Windows OSを再インストールしようとしましたが、ディスクI/Oエラーが発生
しました。レオさんは地元で修理しようとしましたが、リーダー・ヘッドが損傷し
ており、交換する必要があると言われました。

問題
読取り/書込みヘッドの故障は、ヘッド・スタックの1つのヘッドが故障しているこ
とを意味しているため、SRSはデータ復元のためヘッド移植を行う必要がありま
した。

結果
我々はお客様のほぼすべてのデータを復元することに成功し、シーゲイトの新し
い外付ドライブに保存してお客様にお渡ししました。 

お客様の声

ノートPCを床に落としてしまった
数日後、システムの故障と、ハード
ディスク・ドライブの読取り/書込
みの問題に気がつきました。私は
データ復元を専門に行っている
会社を探し、いくつかの会社に連
絡をしました。 

数社のデータ復元会社にドライ
ブを送りましたが成功せず、最終
的に、ドライブのメーカーである
シーゲイトに問い合わせ、状況を
説明しました。アムステルダムの
サービス施設にドライブを送付す
る方法について、オンラインです
ぐに説明を受け取りました。私の
質問に常に対応し回答してくれる
総合窓口があり、すべての手順に
おいて、素晴らしい顧客体験をし
ました。 

私のデータをほぼ100%回復して
いただき、非常に満足しています。
スウェーデン・ウプサラ、レオ・K

｢素晴らしい顧客体験をしました｣
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シーゲイトにはとても感謝してい
ます。ハードディスク・ドライブが
故障したので、すべてのデータが
失われてしまったと思っていまし
た。シーゲイトは100%のファイル
を復元してくれたのです！何より
も嬉しいのは、私の結婚式や息子
の出産を含む、10年間の大切な
写真が復元できたことです。これ
らの思い出を取り戻すことができ
てどんなに感謝しているか、お礼
の言いようもありません。

アイオワ州デモイン、トレント・M

状況
このお客様は、他の会社の外付ハードディスク・ドライブを所有していました。使
っているコンピュータが外付ハードディスク・ドライブを認識せず、スキップ音が
していました。修理のため地元の IT ショップに持ち込みましたが、データを回復
することはできませんでした。トレントさんは、iTunesの音楽とデジタル写真を復
元する必要がありました。

問題
SRSの事前評価では、この案件はドライブの外付ケースに関する問題であり、ド
ライブに不安定性があると考えていました。 

結果
我々はお客様が失ったすべてのファイルを復元することに成功し、お客様は復
元したファイルを保存するため、シーゲイトGoFlex®ドライブを購入されまし
た。SRSによってデータを取り戻された多くの他のお客様と同様、トレントさんも
シーゲイト顧客になりました。

お客様の声

www.seagate.com

｢これらの思い出を取り戻すことができるなんて、本当に嬉しいです｣


