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どこでもキャビネットのプランと料金

どこでもキャビネットが選ばれる理由

たよれーるコンタクトセンター フリーダイヤルのテレホンサポートでお客様のご利用を支援

ご契約メニュー

共通機能
※1： 証明書には日本RA社の「NRA-PKI証明書」を採用しています。

50GB 100GB セキュア版1TB
小人数での
利用に最適

社内外のユーザーで
ファイル共有

大企業向け
大型ストレージ

多要素認証で
セキュリティ強化

低コスト 高セキュリティ

お客様の目線に立った対応で問題解決、業務効率化を支援
します。お客様の業務を円滑に進めるための情報発信の中
心的役割を果たし、お客様満足度向上を目指します。

他社のオンラインストレー
ジにはない「名刺管理機能」
も搭載。スマホと連携し、共
有した名刺情報から電話、
メール、地図参照、ファイル
送受信が可能です。

利用可能な場所や端末を限
定して、より安全な利用環境
の実現が可能です。
また国際認証を取得してい
る国内データセンターで運
用しています。

1GBあたりの月額料金が
50円～の低価格を実現！
初期費用も無料で、手軽に
導入できます。導入後、容量
が不足しても、100GB単位
での追加に対応しています。

名刺管理機能
ブラウザでの手軽な利用
はもちろん、最大2GBまで
の大容量ファイルをドラッ
グ&ドロップで簡単に移動
できるなど、直感的なファ
イル共有が可能です。

大容量でも
直感的な操作

WindowsとiOSのアプリ、
MacやAndroidでもブラ
ウザ利用よるマルチデバイ
ス対応で、出先からでもダ
ブレットやスマホから最新
データを共有可能です。

マルチデバイス どこでもキャビネット
法人向けオンラインストレージ

ご利用になる人数や、ストレージの容量に応じて選べる4つのプランがあります。

■排他的ファイル編集機能　■10日間のファイルバージョン履歴管理　■14日間のゴミ箱機能　■暗号化通信
■Windows版アプリ　■iOS版アプリ　■ブラウザ対応　■ユーザー/グループアカウントの管理　■アクセス権管理
■パスワードの管理　■1年間のアクセスログ管理　■IPアドレス制限　など

まずは14日間 無料体験 お客様に安心してお使いいただくために、14日間の無料体験を実施中!!

簡単操作でファイル共有 マルチデバイス対応

・・・・・・・・・・・・・・・・・・32万件
・・・・・・約10万件
・・・・・・・約500名

契約数
月間サポート件数
サポートスタッフ

世界最大のサポートサービス業
界の国際機関であるHDI（Help 
Desk Institute）の組織認定を
2003年にアジア圏で初めて取
得しました。

親切・丁寧・正確・迅速・最後まで

ファイル共有 ファイル送受信 名刺管理

営業時間／9：00～17：30（土・日・祝日を除く）
東京本社 〒102ｰ8573 東京都千代田区飯田橋2ｰ18ｰ4
札幌・仙台・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡

インサイドビジネスセンター 0120（579）215

2GB

ユーザー数
ディスク容量
初期費用
月額費用

ユーザー追加 オプション
ディスク追加 オプション
端末認証 オプション※1

10
50GB

  3,000円（税別）
ー
ー

50
100GB

  5,000円（税別）

1,000
1TB

  50,000円（税別）

20,000円（税別）

200
200GB

  10,000円（税別）

標準提供

10ユーザ／500円（税別）
100GB／5,000円（税別）

無料

ー



オンラインストレージのメリット

ファイルの送信

どこでもキャビネットなら かんたんファイル送受信!

どこでもキャビネットなら 複合機と連携で活用が拡がる!

個人情報を安全に運用管理
複合機と連携した名刺管理機能

名刺管理

FAXの紙がなくなる!
社外からFAX確認もできて働き方改革に!

かんたんペーパーレス

複合機なら大量の名刺をスピーディにスキャン。直接どこでもキャ
ビネット上に保存できます。名刺データは社内で共有でき、名刺を
持ち歩かなくてもモバイル端末から名刺データをいつでもどこで
も検索して呼び出したり、住所を地図で表示することができます。

複合機でスキャンした紙文書はもちろん、受信したFAX文書も印刷
することなく、どこでもキャビネットへ自動でリネームし振り分け保
存します。電子化した文書は、フォルダーを指定して保存。文書管理
も簡単になり、業務の効率化につながります。

ファイルの受信

「どこでもキャビネット」は、IDを持たない第三者ともファイルの送受信が可能です。暗号化さ
れた通信と、最新のセキュリティ・災害対策が施されたファイルサーバーにデータを保存しま
すので、漏えい・改ざんのリスクが少なく、安心してデータの受け渡しができます。

IDを持たない第三者と安全に大容量ファイルを送受信
お取引先様とのファイルのやり取りや、本社と店舗間でのファイル共有も可能

ファイル
共有

ファイル
送受信

名刺管理

どこでも
キャビネット

IDがない第三者
とのやりとり

名刺情報を
一元管理社内・社外で共有

いつでも、どこでも利用OK

社内にストレージを置かずに
どこからでも安全にアクセス

保存先がクラウドだから

メンバー間でファイルを共有できる

マルチデバイスで外出先でもデータ活用

社内・社外との安全な情報共有

堅牢なデータセンター運用で安全

大容量メール（添付の大きなメール）の削減

容量を気にせずデータを送受信できる

どこでもキャビネット

どこでも
キャビネット

スキャン

受信

名刺をスキャン

OCRで
文字データ
へ変換

登録※

名刺データ

どこでもキャビネットなら 強固なセキュリティで安心!

ID/パスワードの認証に加え
証明書による端末認証※でセキュリティを強化

利用端末を限定することで機密情報の漏えいや不正なアクセスを防止

利用端末ごとに証明書をインストールすることで、端末を限定さ
せて利用することができます。例えば、会社支給のPCやスマホか
らはアクセスできますが、自宅PCやプライベートスマホ、ネットカ
フェからはアクセスできなくすることで、機密情報の漏えいを防
止できます。また、万が一端末を紛失しても、対象の端末からアク
セスをできなくすることで、不正なアクセスを防止できます。

身元の確かな人以外
アクセスできない環境を構築

社内以外からのアクセスを不可にしてセキュリティ強化

IPアドレスを制限されたユーザーは指定IP
アドレス以外からはログインできないため、
万が一アカウント情報が流出した際でも
データの安全性が保たれます。

ファイル登録時に
ウイルスチェックを実施

ウイルスチェック

万が一、登録するファイルがウイルスに
感染していた場合、アラートを表示して
登録手続きをストップし感染の拡大を
食い止めます。

国際認証を取得している
国内データセンターで運用

国内データセンター利用

どこでもキャビネットのオンラインストレージは、大塚商会が運
営する国内のデータセンターを利用しています。高品質できめ
細かいサービスでお客様の大切なデータを保管します。

パスワード設定 有効期限設定

最大2GB 上長承認

送信履歴の確認 通知メール

※スキャンしたデータ、受信したFAXを複合機側から直接「どこでもキャビネット」に登録する場合、紙文書のスキャンにはQuickスキャン、FAXはEasyファクスが必要となります。

閲覧OK

閲覧OK

どこでも
キャビネット

電子データ
FAX

紙文書

❶アップロード

❸アップロード

❶アップロード依頼 ❷アップロード依頼メール

❷ダウンロード依頼メール

❹ダウンロード依頼メール

❸ダウンロード

❺ダウンロード

ファイル送信者

ファイル送信者ファイル受信者

ファイル受信者

ファイルをダウンロード❸

アップロード
依頼の登録

ダウンロード依頼の
通知メールが自動送信

ファイルを
ダウンロード❶ ファイルを

アップロード❸アップロード依頼の
通知メールが自動送信❷ ❹ ❺

名刺情報
を利用

IDのない
第三者
でもOK

名刺情報
を利用

IDのない
第三者
でもOK

どこでもキャビネット

※端末認証はセキュア版もしくは1Tコース+端末認証オプション付でご契約いただいたお客様のみご利用いただけます。

※スキャンした名刺データを複合機側から直接「どこでもキャビネット」に登録する場合、Quickスキャンが必要となります。

許可された端末

悪意ある第三者

社員の私物スマホ・PC

どこでも
キャビネット

管理者
Aさん
Bさん
Cさん

役員
営業
総務

震度7にも耐えられる
建物構造と防災対策

24時間365日の監視
強固なセキュリティ

大容量・高速インターネット
バックボーンに直結

冗長化に対応した
電源・空調システム

指定IPアドレス

2GB

PDF
PDF

PDF
閲覧OK

閲覧OK

ダウンロード依頼の通知メールが送信❷送信ファイルをアップロード❶

これで安心これで安心これで安心これで安心

ここが便利ここが便利ここが便利ここが便利

ここが便利ここが便利ここが便利ここが便利


