
 

2015年12月11日 
 

世界4000万人以上が愛用する「EaseUS（イーザス）シリーズ」待望のパッケージ版が新登場。 

『EaseUS パーティションマスター Professional』 
発売のお知らせ 

 

株式会社イーフロンティア(本社：東京都新宿区、代表取締役：安藤 健一)は、データを消さず、Windowsを起動

したままハードディスクの分割、サイズ変更、結合などをかんたんに行う「EaseUS パーティションマスター 

Professional」（以下、EaseUS パーティションマスター）を 2015年12月18日(金)に発売いたします。 

 

■発売製品一覧 

製品名 JAN コード 税抜価格 発売日 

EaseUS パーティションマスター Professional 4528992099834 4,980 円 

2015 年 12 月 18 日 

EaseUS パーティションマスター Professional  

ライセンス(5〜9 ライセンス) 
4528992100035 

3,984 円 

(1 ライセンスあたり) 

EaseUS パーティションマスター Unlimited  

ライセンス 
4528992100042 39,630 円 

EaseUS パーティションマスター サーバー版  

ライセンス 
4528992100059 

16,185 円 

(1 ライセンスあたり) 

EaseUS パーティションマスター Professional  

ライセンスメディアパック 
4528992100028 2,000 円 

 

 

■待望のパッケージ版がついにリリース！ 

直感的に操作でき、効率的な HDD におけるパーティション管理を実現

した「EaseUS パーティションマスター」は、初心者からシステム監

理者まで幅広い方に適したパーティション管理ツールです。	

主な機能は次のとおりです。	

	

■データを消さず、Windws を起動したまま、分割、 

サイズ変更、結合、そして復旧復元も 

通常、パーソナルコンピュータは、Cドライブ 1 つにシステム領域、

データ領域が混在していて、OS に障害が起きた際に、大切なデータ

にも傷害が生じる可能性があります。容量のある HDD ではパーティションを切って、論理的に一つのドライ

ブをシステム領域とデータ領域に分割して、セキュリティを高めることが可能です。しかし、OS の標準機能

でのパーティションの分割は、HDD を一旦初期化した状態で行う必要があり、時間と手間とストレスのかか

る作業でした。「EaseUS パーティションマスター」は、Windows が起動している状態のまま、パーティショ

ンの分割、サイズ変更、更には分割したパーティションを結合するなど、パーティション操作をフォルダを

プレスリリース 



作成する感覚で行える優れた操作性を誇るパーティション管理ツールで、データ領域を別パーティションに

割り振る他、開発作業やソフトウェア検証作業で複数の OS を利用しなければならないようなシチュエーショ

ンでの迅速な対応も可能になります。また、デフラグツールも搭載されていて HDD の効率化を図りながら

パーティション分割できるなど様々な有用なオプション機能も搭載しています。	

	

■HDD→SSD 換装がかんたんに 

SSD の大容量化、低価格化が進み、駆動部がなく高速かつ衝撃に対して安全であるという特性から現在販売

されている多くのノート PC は SSD が搭載された状態で販売されています。また、旧モデルのノート PC でも、

SSD に換装することでパフォーマンスをアップすることができるために、HDD→SSD への入れ替えを行う方も

増えています。「EaseUS パーティションマスター」は、HDD→SSD へのシステム及びデータ移行を強力にサ

ポートすることが可能です。特に容量の多い HDD から少ない SSD への換装のときにも、システム領域（Cド

ライブなど）を送り先の SSD のサイズに入る大きさにした上で、「EaseUS パーティションマスター」に搭載

しているクローン機能を利用して全ての工程がかんたんに行えます。	

	

■データの抹消機能搭載 

「EaseUS パーティションマスター」には、

データ抹消機能も搭載されています。パーティ

ション領域ごとにデータ抹消が行えるため（抹

消設定 1回～10 回設定可能：抹消能力の高い

旧 NSA 方式を採用）、パーティション分割をし

てシステム領域とデータ領域を分けておくよう

にしておけば、パーティションの狙い撃ちで機

密性の高いデータを HDD 上から完全に抹消する

こともできます。もちろんハードディスク全体

を完全に抹消することもできます。	

 

 

 



■動作環境（Professional） 

●OS：Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 SP1、Windows 7（32 ビット＆64 ビット）、Windows Vista（32 ビット＆64

ビット）、Windows XP Home 及び Professional（32 ビット ＆ 64 ビット） 

●ファイルシステム：EXT3、EXT2、NTFS、FAT32、FAT16、FAT12 

●CPU：ｘ86 系 500 MHz 以上 

●RAM：512MB 以上 

●ディスク空き容量：100MB 以上 

●その他：マウス、キーボード、カラーモニターが備えた標準 PC 

●対応言語：日本語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、ポーランド語 

 

■動作環境（Server） 

●OS：Windows 10、Windows Server 2012 R2、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012、Windows Home Sever、Windows 7 

SP1 & Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2008 Standard、Enterprise と Datacenter（32 & 64 bit）、Windows Web 

Server 2008、Windows 7（32 & 64 bit）、Windows Vista（32 & 64 bit）、Windows Server 2003 Standard と Enterprise（32 & 64 bit）、

Windows Small Business Server 2003、Windows XP Home 及び Windows XP Professional（32 & 64 bit） 

●ファイルシステム：EXT3、EXT2、NTFS、FAT32、FAT16、FAT12 

●CPU：ｘ86 系 500 MHz 以上 
●RAM：512MB 以上 
●ディスク空き容量：100MB 以上 
●その他：マウス、キーボード、カラーモニターが備えた標準 PC 
●対応言語：日本語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、ポーランド語 
●インターネット接続環境（ユーザー登録・サポートで必要となります） 
 

■対応デバイスの種類 

Parallel ATA（IDE）HDD、Serial ATA(SATA)HDD、External SATA（eSATA）HDD、SCSI HDD、SCSI/IDE 及び SATA RAID コント

ローラの全てのレベル、RAID 構成（ハードウェア RAID）、IEEE 1394 （FireWire）HDD、USB 1.0/2.0/3.0 HDD、MBR 及び GPT ハー

ドディスクなどの大容量 HDD（EaseUS パーティションマスターは最大 16TB までの HDD に対応し、32 個までのディスクもサポート

できます。）、フラッシュドライブ、メモリーカード、メモリースティックなどのリムーバブルデバイス 

 

 

 

末筆ではございますが、皆様方のご高配賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

株式会社イーフロンティア 

マネージングディレクター  西山裕則 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
記載されている製品名・会社名・サービス名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。 

＜掲載用連絡先＞  
株式会社イーフロンティア 
http://www.e-frontier.co.jp/ 

＜プレスからのお問い合わせ＞  
株式会社イーフロンティア 
〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目3-20 いちご四谷四丁目ビル6階 
お問い合わせ：pr@e-frontier.co.jp 
 


