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Cloud」の 2つの製品がパッケージされた製品です。
1ライセンスで登録可能な端末は、AOSBOX Cool はWindows PC 1 台、AOS Cloud は Android/iOS 端末 3台
です。

ご利用開始までの流れ
以下の手順で登録してください。　※❷と❸は順番が逆でも大丈夫です。

1 AOSユーザーサイトの登録
　　1. ユーザー登録
　　2. ライセンスキー登録

2 AOS Cloud の登録
　　1. アプリのインストール
　　　・ Android アプリと

iOS アプリがあります。
　　2. アプリの新規ユーザー登録

3 AOSBOX Cool の登録
　　1. Webアプリにログイン

のリプアswodniW  .2　　
ダウンロードとインストール

にリプアswodniW  .3　　
ログイン
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AOS ユーザーサイト
ユーザー登録とライセンスキー登録を行います。ライセンスキーの種類により登録方法が異なります。

AOSユーザー登録

Webブラウザで以下のURLにアクセスしてください。  
https://alms.aostech.co.jp/user/

ユーザー登録画面が表示されます。

ライセンスキー登録

ライセンスキー登録画面が表示されます。
 ご注意  ご登録の「ライセンスメールアドレス」はAOS Cloud アプリでの新規登録とAOSBOX Cool アプリのログ
インに使用しますので、必ずメモをお取りください。※初期値として ID（メールアドレス）が表示されますので変更なさ

らなくても構いません。

以上でユーザー登録とライセンスキー登録は完了です。

❶
各項目に入力し、「確認する」
をタップします。

❷
入力した値に誤りがないか確
認し「登録する」をタップし
ます。

❶
、し力入に目項各 「確認する」

をタップします。

❷
入力した値に誤りがないか確
認し「登録する」をタップし
ます。



複数ライセンスキーをお持ちの方

 「ライセンス追加」をタップし、
ライセンスキー登録画面から
追加登録可能です。
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iOS 版

インストール

起動と新規登録

❶
「AOS Cloud」アイコンをタッ
プし、アプリを起動します。

❷
AOS Cloudからの通知の許可
を求める画面が表示されます
ので、「許可」をタップします。

AOS Cloud

❶
端末のホーム画面から「App 
Store」アプリを起動し、「検
索」をタップします。
検索欄に「aos cloud」と入力
し、検索します。
※「aoscloud」でも検索できます。

❷
「入手」をタップします。

❸
「インストール」をタップし、
アプリをインストールします。
※AppleID による認証が必要

です。

❹
「開く」をタップし、アプリを
起動します。



初期設定とバックアップ

❶
各種データへのアクセス許可を求める画面が
表示されますので、「OK」をタップします。

❸
「新規登録」をタップします。

❹
AOSユーザーサイトにて、
ライセンスメールアドレスと
して登録したメールアドレス
と任意のパスワードを入力し
「新規登録」   。すましプッタを
 ご注意  誤ったメールアドレ
スで登録された場合、ご契約
の容量を表示しません。正し
いメールアドレスで再度ご登
録ください。

❷
バックアップしたいデータに
チェックを入れ、「保存」を
タップします。

❸
自動バックアップを行う場合
は「有効」を、手動でバック
アップを行う場合は「キャン
セル」をタップします。
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復元

❶
ホーム画面の「復元」をタップ
します。

❷
登録済み端末のリストが表示
されます。復元したいデータ
をバックアップした端末を
タップします。

❹
位置情報の利用を許可する
場合は「常に許可」をタップし
ます。
※AOS Cloud は自動バック

アップを行う為に位置情報を利

用します。

❺
初期設定が完了し、ホーム画
面が表示されます。「今すぐ
バックアップ」をタップする
と、データのバックアップを
開始します。

❸
復元したいデータのカテゴリ
にチェックを入れ、「復元」を
タップします。
※カテゴリ単位ではなく、ファ

イル単位で復元することも可能

です。

❹
確認画面が表示されますので
「続行」をタップします。



ビューア

バックアップした写真と動画データの閲覧を行う機能です。

❶
ホーム画面の「クラウド ギャ
ラリー」をタップします。

❸
サムネイルをタップすると、
拡大表示します。

❺
復元が成功した画面が表示さ
れたら「OK」をタップします。
復元完了です。

❷
バックアップ済みデータのサ
ムネイルが表示されます。
※「写真」と「ビデオ」アイコンに

て表示の切り替えが可能です。
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Android 版

インストール

起動と新規登録

❶
「AOS Cloud」アイ
コンをタップし、ア
プリを起動します。

❶
端末のホーム画面から「Play
ストア」アプリを起動し、
検索欄に「aos cloud」と入力
し、検索します。
※「aoscloud」でも検索できます。

❷
「インストール」をタップし、
アプリをインストールします。

❸
「開く」をタップし、アプリを
起動します。

❷
「新規登録」をタップします。

❸
AOSユーザーサイトにて、ライセンスメールア
ドレスとして登録したメールアドレスと任意のパ
スワードを入力し「新規登録」をタップします。

 ご注意  
誤ったメールアド
レスで登録された
場合、ご契約の容
量を表示しませ
ん。正しいメール
アドレスで再度ご
登録ください。



初期設定とバックアップ

❶
権限の許可を求める画面
が表示されますので、
「続行」をタップします。

❷
各種データへのアクセス許可を求める画面が表示されますので、「許可」をタップし
ます。

❸
バックアップしたいデータに
チェックを入れ、右下の「保
存アイコン」をタップします。

❹
初期設定完了画面が表示され
たら「OK」をタップします。

❺
バックアップ対象データの
チェックが行われます。
※数分かかることがあります。

その後「今すぐバックアップ」を

タップします。
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復元

❶
ホーム画面の「復元」をタップ
します。

❷
登録済み端末のリストが表示
されます。復元したいデータ
をバックアップした端末を
タップします。

❸
復元したいデータのカテゴリ
にチェックを入れ、「復元」を
タップします。
※カテゴリ単位ではなく、ファ

イル単位で復元することも可能

です。

❹
確認画面が表示されますので
「OK」をタップします。

❺
モバイル回線利用時の確認画
面が表示されます。「続行」を
タップします。

❻
復元が成功した画面が表示さ
れたら「OK」をタップします。
復元完了です。



ビューア（AOS Album）
従来のアプリの「クラウドギャラリー」機能が「AOS Album」として独立したアプリになりました。バックアップした
画像や動画のデータの閲覧は「AOS Album」アプリにて可能です。

インストール

❶
AOS Cloudの「アルバム」タ
ブをタップして「AOS Album
をインストール」をタップし、
「Play ストア」を起動します。

❷
「インストール」をタップし、
アプリをインストールします。

❸
「開く」をタップし、アプリを
起動します。

❹
「AOS Albumを開く」を
タップし、アプリを開きます。

❺
ドウラク「」ターデ内末端「

データ」タブにて表示の切り
替えが可能です。
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AOS Cloud 2 台目、3台目の登録
２台目以降のログイン時はメッセージが表示されます。

AOS Cloud 4 台目の登録

 

AOS Cloud Web管理画面

 ログイン

URL　https://aosboxandroid.aosbox.com/Account/Login
WebブラウザでURLにアクセスしてください。

❶
古い端末でのバックアップを
停止し、新しい端末にバック
アップデータを引き継ぐ場合
は「はい」をタップします。

古い端末でのバックアップを
継続したまま、新しい端末を
追加する場合は「いいえ」を
タップします。

❷
確認画面が表示されますの
で、「続行」をタップします。

1ライセンスに登録可能な端末は３台です。登録可能な端末数の上限に達す
るとメッセージが表示されログインできません。以下の情報をご用意いただ
き、巻末に記載のあるAOSデータ株式会社のサポートセンターまで
ご連絡ください。

・ご利用中の ID（メールアドレス）

・ライセンスキー

・ログイン不可にする端末の種類（iPhone 6 Plus など具体的な端末名称）

❶
AOS Cloudアプリと同一のメールアドレスとパスワー
ドを入力し、「ログイン」をタップ／クリックします。

❷
バックアップ済みのデータの閲覧・ダウンロードが可
能です。



本体

プログラムファイルのダウンロード　※パソコンでアクセスして下さい。

AOSBOX Cool

❶ 

❷ 

メールアドレスとライセンスキーと名前と任意のパスワードを
入力して、ユーザー登録をしてください。

❸ 
ホーム画面が表示されます。右上の「AOSBOX Cool をダウ
ンロード」をクリックします。
※「AOSBOXSetup.exe」というファイルがダウンロードされます。

Webブラウザで以下のURLにアクセスしてください。  
https://ls.aosbox.com/register_d.php?cp=hkkca
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インストール

❺
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。

❻ 

インストールが開始します。しばらくするとインス
トールが終了します。

❶ 
AOSBOXSetup.exe をダブルクリックします。

❷ 
「AOSBOX Cool セットアップ」ダイアログが表示さ
れます。「次へ (N)」をクリックします。

❸
「ライセンス契約書」が表示されますので、内容をご確
認いただいた上で「同意する (A)」をクリックします。

❹ 

インストール先を指定します。特に変更が無い場合は
そのまま「次へ (N)」をクリックします。
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初期設定とバックアップ

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

❹ 

インストールが完了しました。画面右下の「完了✓」を
クリックします。

❺ 
ホーム画面が表示されます。自動でバックアップを開
始します。

❶ 
ログイン画面が表示されます。AOSユーザーサイト
にて登録したライセンスメールアドレス、パスワード
を入力し、「ログイン」をクリックします。

❷ 

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

アプリ、またはWeb管理画面でバックアップしたデータを復元できます。
※ただし、復元を開始するまでに3～ 5時間の時間を要します。

❶ 
ホーム画面で「復元」をクリックします。

❷ 

復元したいファイルを選択し、「次へ→」をクリックし
ます。※ファイル単位・ディレクトリ単位で選択可能です。

❸ 
データを復元する場所を選択します。別の場所に復元
する場合は「参照」から指定し、画面右下の「次へ→」を
クリックします。

❹ 

復元開始です。
※ダウンロード開始まで3～ 5時間待機します。

❺ 
復元完了です。画面右下の「完了✓」をクリックします。



Viewer iOS 版
バックアップしたデータを iPhone などで閲覧可能です。

インストール

起動とログイン

❶
「AOSBOX Viewer」アイコン
をタップし、アプリを起動し
ます。

❷
AOSBOX Cool 本体と同一
のメールアドレスとパスワー
ドを入力し、「ログイン」を
タップします。

❶
端末のホーム画面から「App 
Store」アプリを起動し、「検
索」をタップします。
検索欄に「aosbox viewer」
と入力し、検索します。

❷
「入手」をタップします。

❸
「インストール」をタップし、
アプリをインストールします。
※AppleID による認証が必要

です。

❹
「開く」をタップし、アプリを
起動します。
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閲覧

❶
閲覧したい端末をタップします。

❷
閲覧したいフォルダーをタッ
プします。

❸
リストからファイルをタップ
するとプレビュー表示します。



Viewer Android 版
バックアップしたデータをAndroid 端末で閲覧可能です。

インストール

起動とログイン

❶
端末のホーム画面から「Play
ストア」アプリを起動します。
検索欄に「aos viewer」と入
力し、検索します。

❷
「インストール」をタップし、
アプリをインストールします。

❸
権限の許可を求める画面が表
示されますので、「同意する」
をタップします。

❹
「開く」をタップし、アプリを
起動します。

❶
「AOSBOX Viewer」アイコンを
タップし、アプリを起動します。

❷
「ログイン」をタップします。

❸
AOSBOX Cool 本体と同一の
メールアドレスとパスワードを
入力し、「ログイン」をタップし
ます。
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閲覧

❶
閲覧したい端末をタップします。

❷
「ファイル」をタップします。

❸
閲覧したいフォルダーをタッ
プします。

❹
リストからファイルをタップ
するとプレビュー表示します。
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Web管理画面
この画面では、使用中のコンピューター、ストレージ
使用量等、AOSBOX Cool を使用するにあたって基
本的な情報を表示しています。

この画面では、バックアップしているファイル・フォ
ルダーの詳細を表示します。また、この画面上でファ
イル・フォルダーのダウンロードを行うことができます。

困ったときは

ご契約に関するお問い合わせ
株式会社セールスパートナー

 0570-783-622
受付時間 10：00～18：00（年末年始を除く）
https://ra-ku2.com/

サービスの利用方法のお問い合わせ
AOSデータ株式会社

 0570-064-764
受付時間 平日10：30～17：00（12：00～13：00を除く）
support_coolplus@aos.com


