
Data shipped 
back to Client

Media processing

Ontrack Project Manager 
provides regular milestone updates.

Our experts are available to help solve unique 
backup formats or damaged media

Extract data  Bespoke tool 
development  Transformation  Quality 
check  Backup onto new media  
Package for delivery

Some clients request 
Ontrack to host or 
archive their data

Client’s challenge

Large quantity of tapes in various 
formats, multiple locations

Technology refresh (tape to disc)

International customer support

24/7/365

FREE initial consultation 
conference call

Proof of concept - Due to the 
complexities of some of our 
customer’s environments, a 
“proof of concept” stage can be 
included

Ontrack experts 
on this call:

Ontrack Project Manager

Ontrack Engineers

If required:

Ontrack Security Consultants

Ontrack Legal Consultants

Objective of call:

Understand the situation 
and requirements

Share options available

Have all the information needed 
to create a retainer proposal

Client contacts
Ontrack

This can happen immediately or scheduled at a convenient time 
for the client.

Project Manager
drafts and delivers a 
proposal and retainer 
to the Client

Ontrack can assist with the 
logistics of getting your 
media to us for processing.

If required, secure 
transportation can be 
arranged.

Legacy Tape
Services

Retire tape to save on storage space 
and software fees

Achieve fast ROI on new technology

Follow compliance requirements

Predictable budgeted cost for 
unplanned tape restores

https://www.ontrack.com/en-gb

Fast track storage selling by solving legacy tape issues
Ontrack provides clients with �xed annual pricing for tape restores and a predictable service level.
Select a retainer for a pre-determined number of tapes and remove all software maintenance cost. Move to a predictable budget for unplanned tape restores.

お客様に提供されたリストア
データをテストして、
サインオフする

カタログのプロセスを実行
専用環境の立ち上げ

カタログの取り込み

リストアのテストとカタログ検証

テープ・リストアのご依頼 ▶ オントラックがカタロ
グを検索する ▶ テープセットを特定する ▶ 
セキュア・ストレージからテープを回収する ▶ 
特定のデータを抽出する ▶ データをFTPもし
くは暗号化された外付けHDDで返却する▶ 
ストレージ元までテープを返送する

お客様の課題
大量のテープがさまざまなフォーマッ
トで複数の場所にある

新しいテクノロジーを導入する必要性
がある

法的またコンプライアンス準拠用に、 
レガシーデータをアクセス可能な状態
にする義務

国際的なカスタマーサポート
24時間/7日/365日

ご要望により電話会議も可能

概念実証(Proof of Concept): 

お客様の環境が複雑な場合は
「概念実証」段階を取り入れて、
コンセプトを確認できます。

オントラックの
専門家による対応：
オントラックのプロジェクトマネー
ジャー
オントラックの技術者

必要に応じ：
セキュリティコンサルタント
オントラックのリーガルコンサルタント

電話の趣旨：
状況や必要事項を把握する
提案書を作成するための
必要すべての情報収集

オントラックに
お問い合わせ

プロジェクトマネージャー
によるドラフトと
提案書のご提示。

オントラックにテープ媒体、
またはバックアップカタログ
のご送付。

必要に応じ、特別に安全
な輸送方法を提供
いたします。

アーカイブテープ
とカタログ管理

古いバックアップシステムを処分する
ハードウェア/ソフトウェアサポート/
ライセンス料を節約
計画外のテープリストア用に予測可能な
予算設定

https://www.ontrack.com/ja-jp

オントラックのテープ管理サービスでレガシーデータを有効活用
オントラックでは、お客様のレガシーテープカタログをホスティングし、ご要望に応じ、必要データをリストアすることができます。
オントラックの30年にわたる技術と独自ツールで古いバックアップシステム処分に関する悩みを解決します。

お客様によって、 オントラック
がデータをホストまたはアー
カイブすることを望むます


