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月額で使う 
Office
Office 月額版

たよれーる Office 365たよれーる Office 365



Office 365 とは？		最新版のOfficeに３つのグループウェアが合体した、クラウドサービスです。

マイクロソフトの「Office 365」と大塚商会の「たよれーる」サービス&サポートを融合した、
クラウドサービスが初めてのお客様にも安心のサービスです。

50GB/1ユーザー
大容量メールボックス

他のユーザーとの
スケジュール共有も

ラクラク

PC・スマートフォン・	
タブレットでも

メール・スケジュール
を確認できる

施設予約
会議招集
機能

在席確認 4GBの大容量ファイル	
も送れるチャット

ウェブ会議 PC・スマートフォン・	
タブレット
使用可

社内・部署別
ポータル作成

1TB	＋	500MB/1人
大容量共有

掲示板機能 バージョンも
管理できる

ドキュメント管理

PC・スマートフォン・	
タブレット

専用アプリあり

社内外から
同じファイルを
閲覧・編集可能

〉〉

〉〉

〉〉

〉〉

最新Officeを
利用可能

最大15台/１ユーザー
まで利用可能

Office 月額版
月額料金で最新版のOfficeを
利用できます

Skype for 
Business Online

Exchange
Online

SharePoint 
Online

メールと予定表がいつでも	
どこでも利用可能

ポータル機能をクラウドに集約、
社内外から情報共有可能

チャットやウェブ会議で、円滑な
コミュニケーションを図ります

Office 365 たよれーる サービス&サポート+ 安心おまかせの
クラウドサービス

「たよれーる	Office	365」とは？
大塚商会の

※	PC5台、スマートフォン5台、	
タブレット5台

※100GBのプランもあります
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クラウドサービス「たよれーる Office 365」を導入すれば、働き方が変わります。

を導入すると…Office 365 とは？		最新版のOfficeに３つのグループウェアが合体した、クラウドサービスです。

サポート切れ・
購入コスト
心配なし！

どこでも使えるから
メールの対応が
スピーディーに

会社、自宅、
モバイル、

それぞれのPCから
変わらぬ環境で
作業できる

外からでも
他のユーザーの
予定を確認、

会議室予約もできる

大容量1TBの
オンライン
ストレージ

メール転送や
添付ファイルに
使用制限を
設定可能

電話やメールより
手軽な

コミュニケーション

他拠点や
別フロアの

メンバーの在席が
一目で分かる！

遠隔地でも
社内でも
参加できる
ウェブ会議

チーム単位の
ポータルで
最新情報共有

アクセス権設定で
安全・適切な
情報共有

大塚商会オリジナル
テンプレートで
すぐに使用開始！

〉〉

〉〉

〉〉

〉〉

作業効率/生産性が
格段にUP！

ビジネスの貴重な
機会を逃さない！

情報共有力UPで
チームワークと

ビジネスが加速！

コミュニケーション 
ロスを防ぐ !

マルチデバイス対応
PC・スマートフォン・
タブレット
（Maｃ、iPhone、iPad含）

最大15台/１ユーザー
PC	 …………………5台
スマートフォン	 ……5台
タブレット	 …………5台

シチュエーションの 
制限なし
いつでも、どこでも
どこからでも

安心電話サポート
実績ある大塚商会の
電話サポート

 詳細説明は 〉〉 p.6

 詳細説明は 〉〉 p.6

 詳細説明は 〉〉 p.7

 詳細説明は 〉〉 p.7

たよれーる
Office 365

ここが変わります！	
「たよれーる	Office	３６５」導入で、
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たよれーる
Office 365 なら…

Microsoft Office 365 たよれーる Office 365

導
　
入

Office	月額版

基本サービスの提供

Office操作サポート付き

Exchange	Online 独自ドメインサービスの
提供

SharePoint	Online 大塚商会オリジナル
無料テンプレート

Skype	for
Business	Online

カメラ、マイク、
スピーカーなどを提供

支
払
い

請求書の発行 Office	365の請求書を発行 他の請求とまとめて
請求書を発行

サ
ポ
ー
ト

導入支援サービス なし 導入支援おまかせメニュー

HP制作 なし ウェブサービスオプション

専用サイト なし 会員専用サイト

マニュアル ウェブでお客様自身で検索 会員専用サイトで
分かりやすく提供

クラウドサービスは
本当に安全なの？

たよれーるだと
何が良いの？

導入のメリット	

「たよれーる	Office	365」が選ばれる理由

使い慣れたOfficeのアプリケーションで、やりたいことはクラウドにひとまとめ。
管理・災害対策も万全です。
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自社サーバーは不要！すぐにご利用いただけます。

月額料金制のため、初期費用を抑えて導入いただけます。

お客様専用ウェブサイトで、ユーザー数の増減申し込みも簡単です。
最短20分で追加完了！

Office	365のサービスは、日本国内のデータセンターから提供されます。
日本国内にデータ保管が必須のお客様にも、導入をご検討いただけるようになりました。

〉〉 p.6

〉〉 p.14

〉〉 p.7

〉〉 p.14

〉〉 p.7

〉〉 p.13

〉〉 p.13

〉〉 p.13



　 Business Enterprise
Business 

Essentials
Business 
Premium プランE1 プランE3 プランE5

Office	月額板 ●	Officeアプリ ● ● ●

Exchange	Online

●	50GBメールボックス　●	スケジュール共有
●	アンチウイルス/スパム ● ● ● ● ●

●	大容量アーカイブ　●	メール監査 ● ●

SharePoint	Online
●	ファイル・情報共有ポータル ● ● ● ● ●

●	Excel	/	Visio	Serviceの利用 ● ●

Skype	for	Business	
Online

●	在席確認/チャット　●	ファイル転送
●	ウェブ会議　●	資料/デスクトップ共有

● ● ● ● ●

OneDrive	for	Business ●	1TBのオンラインストレージ※1

Office	Online ●	ブラウザーでのOffice閲覧・簡易編集 ● ● ● ● ●

Yammer	Enterprise ●	企業内ソーシャルネットワーク

Azure	Rights	Management ●	メール・ファイルの機密情報保護 ● ●

Power	BI ●	データの可視化・分析 ●

その他 ●	Active	Directory連携 ● ● ● ● ●

電話サポート ● ● ● ● ●

代表的な組み合わせ

お得なセットプラン
Office 365の各製品を組み合わせた、お得なプラン。
必要な機能や会社の規模に合わせて、最適なプランを選択できます。

Businessとは？	…… 1～300名までのお手軽プラン
Enterpriseとは？	… 1名～無制限の、充実した機能やセキュリティまでカバーしたプラン

EnterpriseBusiness

Business
〈	1～300名まで	〉

Enterprise
〈	人数無制限	〉

高度な分析ツールとセキュリティ

情報漏えい対策・コンプライアンス対策

最新版Officeを月額で※1

メール・ポータル・ウェブ会議

クラウドストレージとブラウザーでのOffice編集
Essentials

Premium

   E5※2

E1E1Essentials

E3
Premium
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※1	E3、E5、SharePoint	Onlineプラン2の場合、6ユーザー以上の契約で容量無制限の領域を提供します（デフォルト値は5TB/1ユーザー）
※2	100GB／１ユーザーの大容量メールボックス

※1	Office月額版は、BusinessはBusiness用を、EnterpriseはProPlusを提供します。BusinessとEnterpriseには、一部ご利用いただける機能に違いがあり、EnterpriseからBusinessへのプラン変更は
マイクロソフトによりサポートされていません

※2	E5では、一部で利用できない機能があります

※2 ※2



Exchange	Online
メールと予定表が、いつでもどこでも利用可能！

Office	月額版
最新版のOfficeを月額で利用できるサービスです！

・	最新のOfficeを利用できます
・	PC5台、スマートフォン5台、タブレット5台の最大15台で利用
可能

・	PC・スマートフォン・タブレット専用のOfficeアプリケーション
を提供

・	電話操作サポート付き
	 ※操作サポートは、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Accessが対象です

・	個人用オンラインストレージとして、1TB/1ユーザーの容量
を提供
		（OneDrive	for	Business）
	 ※	E3、E5、SharePoint	Online	プラン2

の場合、6ユーザー以上の契約で、容
量無制限の領域を提供します（デフォ
ルト値は5TB/1ユーザー）

■ Office 365 ProPlus

Outlook

Word Excel PowerPoint OneNote Access Publisher

※	ProPlusは、基本機能に加えてPower	BIやAzure	 Information	Protectionなどで提供
される高度な機能を組み合わせてご利用いただけます

プログラムダウンロード画面から
アプリケーションをダウンロード

※Office	365でご利用いただけるのは最新版のOfficeです。ダウングレード権はありません
※	最新のOfficeクライアントをインストールするには、Windows7以上が必要です
※	Office	365	BusinessにSkype	for	Businessのアプリケーションは提供されません

■ Office 365 Business

Outlookでメールやスケジュール
を共有
※Outlookは別途購入が必要です

Outlook	Web	App（ウェブメール）で外出
先からもブラウザーからメール利用可能

Word Excel PowerPoint OneNote Publisher OutlookAccess

おもな機能 利用可能アプリケーション

 〉〉オプション
	 	 Exchange	Online	Archiving
	 	 ・	Exchange	Online用大容量アーカイブ　〉〉 p.10

 〉〉オプション
	 	 SPCmail	誤送信防止オプション
	 	 ・	メール誤送信対策　〉〉 p.12

 〉〉オプション
	 	 シマンテックメールセキュリティ
	 	 ・	高性能アンチウイルス/スパム対策　〉〉 p.12

 〉〉オプション
	 	 Azure	Information	Protection	
	 	 ・	情報漏えい対策　〉〉 p.10

■ プラン１
・	50GB/1ユーザーの大容量メールボックス
・	ウェブメールで外出先でもメールチェック
・	スマートフォン連携で、メールやスケジュールを同期
・	個人/グループのスケジュール管理
・	アンチウイルス/スパム機能も標準搭載
・	管理者が条件を設定して、利用者のメール操作を制限！	
（	MDM、共有メールボックス、配布グループ、グローバルアド
レス帳）

おもな機能

■ プラン2 （プラン1の機能に加えて）
・	大容量アーカイブ
・	インプレース保持機能によるメール監査が可能
・	100GB／１ユーザーの大容量メールボックス

さらに安心機能 !

1TB
/1ユーザー

  50GB~
/1ユーザー

15台
/1ユーザー
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「たよれーる	Office	365」の基本サービス
セットも単体もサービスを自由に組み合わせ



Skype	for	Business	Online
在席確認とチャットで簡単連絡！ウェブ会議でコミュニケーションが飛躍的に早くなる！

SharePoint	Online
文書ファイル・掲示板・お知らせなど、仕事に必要な情報を効率よく共有！

大塚商会オリジナルテンプレー
トで、社内サイトをすぐに展開

在席状況が一目で分かり、簡易チャットも手軽に送信可能。Outlookとも連動し、
メールチェックをしながら在席確認ができます（Exchange	Onlineが必要）

複数人表示でのウェブ会議 相手の顔を見ながら、デスクトップ
画面を共有

■ プラン2 （プラン1の機能に加えて）
・	高度な検索やデータ損失防止機能
・	わざわざファイルを開かなくても、ExcelやVisioのプレビュー
表示が可能

サービスを自由に組み合わせてご利用いただける「Office 365」。
お客様のやりたいことをかなえて、ビジネスやチームワークを加速させる、
毎日のオフィスワークに欠かせないサービスです！

■ プラン１
・	部署別や製品別など、目的に応じたポータルサイトを作成可能
・	掲示板で効率的に社内の情報共有
・	バージョン管理もできるドキュメント管理
・	集計や分析も簡単なアンケートフォーム
・	共有領域とは別に、個人用オンラインストレージとして、1TB
/1ユーザーを提供（OneDrive	for	Business）

・	作成したポータルにアクセスできる権限の設定が可能
・	全文検索や複数のポータルをまたいでの検索も可能

おもな機能 さらに充実機能 !

■ プラン１
・	一目で分かる在席確認
・	メールより手軽に送れるインスタントメッセージ
・	最大4GBまでのファイルを送信可能
・	内蔵カメラやウェブカメラを用いて1対1でのビデオチャット
・	スマートフォンやタブレットでも利用可能

おもな機能

■ プラン2	（プラン1の機能に加えて）
・	3人以上のウェブ会議
・	PowerPointやデスクトップ画面、プログラムを表示して資料
を共有

・	マルチ画面表示
・	レコーディング機能で会議を記録
・	ブロードキャスト（最大1万ユーザー参加可能）

さらに充実機能 !

1TB
+ 500MB
/1ユーザー

〉〉オプション
	 	 追加ストレージ　

・	1GB単位で容量追加

〉〉オプション
サービス
・	Exchange	Onlineと組み合わせて受信メールで在席確認
・		SharePoint	Onlineと組み合わせて共有ファイル作成者の
在席確認

「たよれーるOffice365」の基本サ サービス
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・	10GB/1ユーザー利用可能
・	各種システムやデータベース、ウェブ、SNSな
ど、どこにある、どんな形式のデータでも取り
込める

・	Office	 365グループを活用したコラボレー
ションが可能

・	自然言語を入力するだけで、見たいチャートや
グラフ作成可能

・	マルチデバイス対応

・	5台/1ユーザーまで利用可能
・	テーマに合わせたテンプレートを使って、すばや
く図表を完成

・	最新のVisio	Proを利用可能
・	多くのテンプレートが用意されているため、簡
単に作図できる

・	Excelなどのデータとリンクさせると、元の
データを更新した際に、図に反映させることが
できる

Power	Map
地理的な情報を３Dで可視化。
新たな気づきにつながるととも
に、ダイナミックなプレゼンテー
ションを行うことができます

組織図

［	表示例	］

充実機能をプラスする

ビッグデータを可視化・分析

Power	BI	Pro

クオリティの高い図を簡単に作成

Visio	Pro	for	Office	365

各種システム、ウェブ、SNSなどから、さまざまなデータを手軽に取り込んで可視化・共有できる、
クラウドベースのビジネス分析サービスです。

本格的な設計図やネットワーク図、フローチャートやオフィスのレイアウト図などを、
簡単きれいに作図するためのアプリケーションです。

おもな機能

おもな機能

データ可視化ツール／作図ツール／プロジェクト管理／企業向けSNS

レポート作成のための複数のテンプ
レートが用意されています

［	デスクトップ	］
作成したレポートの共有、リアルタ
イムのデータ更新などが可能です

［	ダッシュボード	］

・ネットワーク図
・サーバーのラック図
・オフィスのレイアウト図
・住宅設計

［	テンプレート例	］

図表作成ウィザード

10GB
/1ユーザー

5台
/1ユーザー
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効率UP

効率UP



・	5台/1ユーザーまで利用可能
・	ガントチャートを利用して、計画の策定・進行を
統合的に管理

・	スケジュールや人員、予算の状況を把握するこ
とが可能

・	最新のProject	Proを利用可能
・	多くのテンプレートが用意されているため、簡
単に管理表を作成できる

・	ファイルや画像のアップロードや共有
・	モバイル端末からアクセス可能
・	グループ（公開/非公開）作成とコミュニケー
ション

・	社内外を問わないコミュニティを作り、SNSを
実現

・	SSL暗号化通信、退職者情報の削除などのセ
キュリティ機能

［	表示例	］

［	表示例	］

事業立ち上げの計画

充実機能をプラスする

プロジェクト管理

Project	Online	Proffessional

企業内での情報共有コミュニケーションツール

Yammer	Enterprise

プロジェクトの進捗や予算の把握、管理を支援するアプリケーションです。
全体像をメンバーで共有し、よりよい共同作業を実現します。

コミュニケーションの壁を取り除き、
チームの作業効率を高めるためのツールです。

おもな機能

おもな機能

・プロジェクトの進行管理
・リソースの割り当て
・コスト効率

［	テンプレート例	］

「データの分析をしたい」「社員同士のコミュニケーションを活発にし
たい」。そんな業務の悩みを解決する充実機能を組み合わせれば、さらに

「たよれーる Office 365」の活用の幅が広がります！！

5台
/1ユーザー

※セットプランでのみ提供
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コミュニケーション



	

メールによるデータの漏えい防止
Exchange Online 	と組み合わせて

・	情報は特定の人とのみ共有したい
Exchange	Onlineと組み合わせると、メールや添付ファイルに対
して使用制御をかけることができます。

ポータルサイトの情報漏えい防止
SharePoint Online 	と組み合わせて

・	共有ファイルのフォーマット変更・編集内容の改ざんを防止したい
SharePoint	Onlineと組み合わせると、機密情報を保管するライ
ブラリを作成することができ、ポータル上のライブラリごとに使用
制御をかけることができます。

連携ソリューション

・	メールを保管する実質無制限の領域を提供※

・	メールデータの詳細な保持ポリシー
・	監査のための統合的な情報検索機能

・	権限のないユーザーの参照を禁止
・	編集による変更を禁止
・	複製（転送）の禁止
・	プリントアウトを禁止
・	期限を超過した参照の禁止
・	プログラムからのアクセスを禁止

情報漏えいを未然に防ぐ

Azure	Information	Protection
Office文書やメールに使用権限を設定することで、機密情報を保護します。
メールやファイルサーバーを介したとしても、設定した権限は保持されます。

おもな機能

〉〉	Exchange	Online		➡ p.6 〉〉	SharePoint	Online		➡ p.7

セキュリティをプラスする

ファイル作成者 ファイル閲覧者

権限のない
ユーザーの
参照

編集による
変更

複製（転送）

プリント
アウト

期限を超過
した参照

プログラム
からの
アクセス

Rights Managementによる制御

禁止事項

メール USBメモリー

ファイルサーバー

コンプライアンス対応アーカイブ機能

Exchange	Online	Archiving
大容量のアーカイブと、メール監査機能を付加するためのオプションサービス。
ご利用のメールをオンライン上で長期保存できます。

おもな機能

・		Exchange	Online	プラン１	 ・	Business	Essentials
・		Exchange	Online	Kiosk	 ・	Business	Premium
・	プランE1
※	本サービスは単体でのご契約はできません

組み合わせ可能なサービス

※アーカイブの目的で、ジャーナリング、トランスポートルールまたは自動転送ルールを使用して、	
Exchange	Online	Archivingにメッセージをコピーすることは許可されていません。利用内容
によっては、無制限アーカイブのご利用がマイクロソフトにより拒否される場合があります。

※	Azure	Information	Protectionを適用できるファイルはOfficeファイルのみです。
※	Azure	Information	Protectionにて制御を設定するには、以下のエディションのOffice
が必要です。
・Office	365	ProPlus
・ボリュームライセンス版のOffice	Professional	Plus

※	Azure	Information	Protectionにて制御されたファイルを閲覧するには、以下のエディ
ションのOfficeが必要です。
・単体メニューのOffice	365	ProPlusまたはプラン	E3に含まれるOffice	365	ProPlus
・ボリュームライセンス版のOffice	Standard、Professional	Plus
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情報漏えい対策／メールアーカイブ／デバイスの一元管理

セキュリティ

セキュリティ



・	インターネット越しに管理可能
・	社内デバイスの管理にも利用可能
・	場所を問わず、遠隔サポートが可能

・	さまざまなデバイスを統合的に管理
・	利用者とデバイスの関連付け
・	サーバー不要の迅速展開

セキュリティをプラスする
「クラウドサービスは本当に安全なの？」「生産性は維持したまま、
セキュリティを強化したい」。情報管理に関する不安を解決する
さまざまな管理ツールで、セキュリティを強化します！

5台
/1ユーザー

システムを一元管理できるクラウドサービス

Microsoft	Intune

セキュリティ／コンプライアンスセンター	

PCの更新プログラム・ソフトウェア管理や、Exchangeと連携した社内のリソース監視など、
さまざまな機能がクラウドで利用できます。

サービス別や機能別だったOffice 365のセキュリ
ティ・コンプライアンス機能をまとめて管理しやすく
します。デバイス管理や監査レポート、アーカイブ管
理などが可能です。

・	5台/1ユーザーまで利用可能
・	モバイルデバイスの紛失時にも安心なリモートロック/リ
モートワイプ

・	Exchange	Onlineのメールに添付されたファイルをダウン
ロード禁止にするなど、情報漏えい対策

・	PCの更新プログラム管理&アンチウイルス
・	Office	for	iPadアプリ制御

おもな機能

・	OSやソフトウェアの更新プログラムの配信・管理
・	実行プログラムやソフトウェアの配信・管理
・	マルウェアからの保護と検出アラート
・	リモートアシスタント	(遠隔画面操作・遠隔ウイルススキャン)
・	インベントリーとライセンス管理
・	アプリケーションやシステムの監視とアラートによる報告
・	モバイルデバイス管理	［MDM］	(リモートワイプやポリシー
により機能制限)

機能詳細

作業する場所の変化

Microsoft Intune

一元管理

オフィス 自宅 訪問先 移動中

作業するデバイスの多様化

タブレット デスクトップPC ノートPC スマートフォン

Office 365管理ポータルがさらに機能UP！

・	編集・削除などに対する監査機能
・	詳細な利用状況レポートを提供
※ログ保持。エクスポート可能
※テナントにExchange	Onlineのメールボックスが最低一つ必要
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セキュリティ



・	Office	365の標準機能では防げない「標的型攻撃」「不正サ
イトへのリンク付きメール」を防ぐ

・	特許取得済み人工知能エンジン「SKEPTIC」による高性能な
未知のマルウェア対策

・	メール誤送信防止機能
・	メール一時保留機能（保留時間内であれば送信取り消し可）
・	パスワード暗号化機能（添付ファイルのZIP暗号化/メール全
体の暗号化）

・	52種類の豊富なサンプル、既存の申請書の電子化も簡単
・	日本企業に合った柔軟な承認ルート
・	スマートデバイス対応で、外出先からも申請・承認
・	ジョルダンの「乗換案内」を標準提供

安心おまかせサービス

標的型攻撃対策

シマンテックメールセキュリティオプション

メール誤送信対策

SPCmail	誤送信防止オプション

標的型攻撃やなりすましなど、従来のウイルス対策ソフトでは防ぎきれない攻撃への対策ができます。

Office 365などのクラウドサービスと連携できる、誤送信防止オプションです。
メールアドレス単位で申し込み可能です。

ワークフローをオンライン上で共有

eValue	Air	ワークフロー	for	Office	365

日本企業に合った柔軟性の高いワークフローを設定できます。

おもな機能

おもな機能

おもな機能

印印

承認状況をリアルタイム
に把握

印 印 印

部署の統廃合や組織の改編
によって上司や責任者が替
わっても、影響を受けにくい
承認ルート設定が可能

外部メールサーバー

エンドユーザー

スキャン済の
メールのみ受信

特許取得済みの
人工知能エンジン
による高度な検索

お客様ドメイン宛のメール配送先が
シマンテックデータセンターとなる
ようにMXレコードを変更

メールサーバー

シマンテック
クラウド

クラウドサービス
SPC Mail エスティー

・ メール誤送信対策
・ ポリシー制御/
フィルタリング

&ドキュメント管理
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ワークフロー／メールセキュリティ／誤送信防止／導入支援／ドメインサービス／ホームページ作成

セキュリティ

セキュリティ

効率UP



・	お客様独自のドメイン名をご利用いただけます
・	基本料金でドメイン名の取得・更新を代行
・	ご利用中のドメイン名も変更せずに移行可能
・	サブドメイン名も利用可能
・	DNSサーバー環境とDNS設定画面を標準提供

・	10GBのディスク容量を利用可能
・	各種ホームページ作成/管理ツール（CMS）をご用意
・	アクセス解析ツール搭載

Exchange Onlineメール移行支援

Active Directory運用支援

Office 365一般利用者向け

SharePoint Onlineサイト管理者向け

SharePoint Onlineサイト設計 Active Directory連携

らくらく Office 365

ADFS環境構築 Office 365初期設定
ADFS・ディレクトリー同期運用支援運用支援メニュー

安心おまかせサービス

ホームページの作成・管理

「たよれーる Office ３６５」の導入をお考えのお客様に

ウェブサービス	

自社ドメインの取得・移行サポート

導入支援・運用代行サービス

ドメインサービス

弊社エンジニアがお客様のご要望をお伺いし、Exchange Online、SharePoint Online、Skype for 
Business Onlineの導入設計、既存システムからの移行設計、導入後の運用設計までをご支援いたします。

「たよれーる Office 365」を自社ドメイン名でご利用いただくためのオプションサービスです。

ホームページを公開・作成するためのサーバーを提供するサービスです。
本格的なホームページを作成できる豊富な機能をご利用いただけます。

サービス内容

サービス内容

DNSサーバー

http://www.△△△△.co.jp

Technology

△△△△株式会社

大塚 太郎
taro@△△△△.co.jp

ウェブサーバー 作成ツール データベース アクセス解析

ウェブサイト作成機能

「たよれーる Office 365」を安心してご利用いただくために、
導入支援からオプションサービスまで、大塚商会では必要な
サービスを全てワンストップでご提供します！

対応ドメイン	：	co.jp/ac.jp/go.jp/ed.jp/or.jp/jp/com/net/org/bis/info/tokyo

おススメオプション！	
SSLサーバー証明書	（SureServer）	：	信頼性が高いサイバートラスト社の「SureServer」で、Webサイトの通信暗号化とサイト運営企業の実在証明を行います。
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導入支援メニュー

運用代行メニュー

トレーニングメニュー

安　心

効率UP

効率UP



【平日】9:00 ～19:00（弊社休業日は除く）　　【土日祝祭】 9:00 ～17:15 （12:00～13:00は除く）
※お問い合わせは実務担当者1名、問い合わせ担当者2名からに限らせていただきます。

電話でのお問い合わせのほかに、ウェブサイトのお問い合わせフォームやメールもご利用いただけます。
※お問い合わせ時間によっては、翌営業日以降の対応となります。

マイクロソフト社のパートナーアワードは、その年の優れたお客様導入事例や販売実績を示した認定パートナー企業に授与され、
日本国内とワールドワイドでの表彰があります。大塚商会は、過去複数年に渡り受賞しております。

安心おまかせサービス

充実のサポート体制

たよれーるコンタクトセンター

Office 365のご利用をしっかりサポート 契約内容の確認や追加お申し込みが簡単に

会員サイト お客様マイページ
会員様だけの便利なサイトをご用意しています。
管理者や利用者向けのマニュアルやQ＆Aなど、
サービスの利用に役立つ情報をご提供しています。

契約内容の確認、サービスの追加、ユーザーの追加
などのお申し込みがウェブサイトからできます。

サービスに関する質問や相談に、専用コールセンターがきめ細かく対応します。

サービス内容

数多くの導入実績が評価され
2016年パートナーアワードにおいて受賞

●お問い合わせ先

※会社名・製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。 ※このカタログの内容は、予告なく変更することがあります。
※このカタログの記載内容は、2017年7月現在のものです。  Copyright©2018 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
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会員サイト／契約マイページ／サポート体制

安　心

安　心

安　心
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