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01：オンラインストレージとは？
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オンラインストレージとは、サーバー上にファイルをアップロードし
て管理・共有できるサービスです。インターネットにつながったデバ
イスがあれば、外付けハードディスクドライブ（HDD）のような感覚
で利用できます。

気軽に利用できるサービスですが、セキュリティ面や料金体系など、
法人が利用する際に確認すべき点は多くあります。

AppleのiCloudやYahoo!のYahoo!ボックスなど個人利用を想定したも
のもありますが、ビジネスではセキュリティ面を担保するために法人
向けに特化したものを利用するケースが一般的です。

他に、有料のオンラインストレージの一部には買い切り型のものもあ
りますが、月額（年額）料金を支払って利用するサブスクリプション
型のサービスが大多数を占めています。

また、業務の効率化のためには自社にとって最適なサービスを見つけ
たいものです。当社のオンライストレージ「セキュアSAMBA」は使い
やすさと高セキュリティを両立し、初心者にも気軽に利用できます。

今回は、オンラインストレージを導入する6つのメリット、最適なオ
ンラインストレージを選ぶ際の5つのポイントと、セキュアSAMBAを
含む20種類のオンラインストレージサービスを紹介します。

はじめに 〜オンラインストレージとは〜

写真や音声、動画などをやりとりする際、
オンラインストレージを利用する機会が増えてきました。



© Chatwork Storage Technologies

01：オンラインストレージとは？
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　　ファイルの一括管理ができる！
ファイルをさまざまな場所に保存すると、どこに何があるか分からな
くなり、探す時間が取られるなどのデメリットが発生します。オンラ
インストレージは大量のファイルを一括管理できますので、文書管理
の煩わしさが軽減されます。

　　ファイルを自動でバックアップしてくれる！
ハードウェアの故障、パソコンの紛失などでローカルに保存したデー
タは失われます。このリスクを防ぐ手段の一つがオンラインストレー
ジです。ファイルを自動でバックアップする機能を利用し、故障や紛
失の対策が可能です。

　　ファイルの共有・共同編集ができる！
オンラインストレージ上にアップロードしたファイルは、複数人で共
有や編集ができます。リモートワークや働き方改革を進めるうえで大
いに役立ちます。

　　どこからでもアクセスできる！
オンラインストレージにアップされたファイルは、インターネットに
接続されているパソコンや、iPhoneを始めとするスマートフォン（ス
マホ）、タブレットがあればどこからでもアクセスできます。編集内
容も同期されますので、会社でアップロードしたファイルを自宅で編
集することも可能です。

　　低コストで導入できる！
オンラインストレージの中には無料で利用できるものや、有料でもプ
ランによっては低価格で導入できるものが多くあります。

　　サーバーの管理が不要！
オンプレミスや社内でファイルサーバーを構築している場合、
管理者はサーバーの管理をしなければなりません。その点
オンラインストレージはクラウドなのでサーバーの
管理はベンダーにお任せ。ビルの停電やBCP対策に
悩む心配が無くなります。
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サービスを導入する「6つのメリット」
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　　データ容量と料金
現存するデータだけでなく、今後増えていく分を含めて無理なく保存
できるデータ容量が求められます。保存容量だけでなく、アップロー
ド・ダウンロードの1回あたりの最大容量も確認するようにすること
をおすすめします。そうすることで、利用する際にストレスを感じず
に済みます。
料金に関しては、導入は無料でできるがランニングコストがかかる、
大容量のファイルを保存するためには有料プランの利用が必要など、
さまざまな料金体系があります。しかし、サービスを価格で比較し、
安いという理由で選ぶと使いにくくなる可能性もありますので、利便
性を重視しながら無理なく利用を継続できるものを選びましょう。

　　セキュリティ
セキュリティ対策も見逃せない比較ポイントの一つです。理由は、第
三者（外部）からの攻撃や情報漏えいなどがあると、事故損害、法的
制裁に繋がるからです。ですので、セキュリティの安全性が高いサー
ビスを選ぶことがおすすめです。具体的には、データの暗号化や利用
者認証などの機能があるか否かを比較しましょう。

　　利用可能人数
法人のオンラインストレージはプランによって、利用可能人数が決め
られています。
そのため、安いから契約したけど1人しか使えなかった/人数が増えて
利用できなくなった、、なんてことになりかねません。
ですので、現在の会社や部署の人数だけでなく、今後の増員を考慮し
た上でプランを比較しましょう。

　　サポート体制
サポート体制を設けている企業が多いですが、その内容は電話・
メール・問い合わせフォームなどさまざまです。
手厚いサポート体制を望んでいるなどの場合は、電話対応可能
なサービスを選ぶことをおすすめします。
また、海外企業のサービスだと日本語でのサポートが提供
されていないケースもありますので、注意してください。
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2022年最新のオンラインストレージ「20サービス」の情報をまとめました。

02：オンラインストレージ「20サービス」大胆比較！

サービス 容量・料金 セキュリティ 利用可能
人数 サポート体制 特徴 ページNo.

A 1TB
99ドル/月

データを暗号化して
保存 無制限 サポートセンター

あり
サンフランシスコに本社を
置く。17の言語に対応 11P

B
1GB〜1TB
15,000円〜
200,000円/月
別途初期費用あり

暗号化・不正アクセ
ス対策あり。ログの
取得・保存も可能

1,000人〜
10,000人
まで

メールサポートあり
（月10件まで
無料）

日本の会社が提供するサー
ビス 12P

C
10GB〜上限なし
無料〜4,200円/月
（1ユーザーあたり）

7段階の細かな権
限設定、ホスト侵
入検知システム、
内部モニタリング
機能、脆弱性ス
キャン機能

3人〜
無制限

サポートコミュニ
ティ、トレーニング
動画あり

アメリカの会社が提供。
容量・人数が無制限、セ
キュリティの高さが評判

13P

D
500GB〜30TB
30,000円〜
300,000円/月

二段階認証や利用者
制限、ログ監視機能
を備える

無制限 ヘルプドキュメント
（FAQ形式）あり

日本の会社が提供するサー
ビス 14P

E
2GB〜2TB
無料〜2,000円/月
（1ユーザーあたり）

二段階認証あり、 
アカウントセキュリ
ティのためのデバイ
スやサードパー
ティーアプリの監視
可能

1人〜6人

ヘルプセンター
（ドキュメント形
式）、コミュニティ
あり

オンラインストレージの
先駆者的存在 15P

F
5TB〜無制限
1,250円〜
2,400円/月

管理コンソールと監
査ログ、256 ビッ
トの AES 暗号化と 
SSL/TLS 暗号化、
きめ細やかな共有権
限設定など

3人〜
無制限

メール、ライブ
チャット、電話に
よるサポートあり

Eのサービスを法人利用向け
にアップグレード 16P

G 30GBー無制限
900円ー要問い合わせ

通信経路及びデータ
の暗号化、権限設定
可能、シングルサイ
ンオン標準対応、全
てのログを記録

10人〜要問
い合わせ 要問い合わせ

日本の会社が提供するサー
ビス。大企業を中心とした
導入実績あり

17P

H
1TB〜18TB
49,800円〜
1,400,000円
別途初期費用あり

ウイルス対策、SSL
通信、社内外のアク
セス監視、データセ
ンター体制

100名〜
無制限

ドキュメント
サポート
（FAQ形式）あり

日本の会社が提供するサー
ビス。法人向けプランはセ
キュリティ環境が充実

18P

I
100GB〜無制限
500円〜4000/月
（1ユーザーあたり）

ファイルの冗長性を
確保、閲覧権限やIP
制限など。PDFに透
かしを入れることも
可能

10人〜
無制限

ドキュメント
サポート
（FAQ形式）あり

日本の会社が提供するサー
ビス。法人向けに特化した
オンラインストレージ

19P

J 30G~5TB
ファイルの公開設定
可能、データセン
ターでのデータ保管

無制限
ドキュメント
サポート
（FAQ形式）あり

アメリカの会社が提供する
サービス 20P

「20サービス」比較一覧（1/2）
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02：オンラインストレージ「20サービス」大胆比較！

サービス 容量・料金 セキュリティ 利用可能
人数 サポート体制 特徴 ページNo.

K

ID単位コース：10GB、
300円/月（100円/1GBで
容量追加可能）
容量単位コース：10GB〜
1TB、76,780円〜
660,000円 （容量単位
コースでは最大2TBまで追
加利用可能）

データの暗号化、ウ
イルスチェック機能
/IPアドレス制限機
能、セッションタイ
ムアウト機能、ログ
・統計情報機能、ア
カウントロック機能
など

最大
5,000人

ドキュメント
サポート
（FAQ形式）、
動画あり

企業から自治体、病院
など幅広い業種に導入
実績あり

21P

L
400GB〜16TB
642円〜3,859円/月
ビジネス向けプランは5
ユーロ/月（1人あたり）

暗号化されたファイ
ルでの共有が可能、
二段階認証、アンチ
ランサムウェアなど

無制限（ビ
ジネス向け
プランは最
小3人から
利用可能）

ドキュメント
サポート
（FAQ形式）

ニュージーランドを拠
点とする会社が提供。
無料版でも50GBを利用
可能だが、法人向けで
は1TB単位での利用量
のみの支払いが可能

22P

M
80GB～10TB
4,800円～600,000円/月
（5種類の有料プラン）

二段階認証、IPアド
レス制限、アカウン
トロックなど

8〜1,000人
ドキュメント
サポート
（FAQ形式）

文書の保存・共有に特
化した日本製サービス 23P

N
容量無制限
540円〜1,360円/月（1
ユーザーあたり）

高度なセキュリティ
を整備

5人から〜
無制限 サポートページあり N社の他製品から共有

ファイルを追加可能 24P

O 要問い合わせ

権限月共有の多様な
設定可能、ファイル
の暗号化、監査ログ
の確認可能など

無制限 メール、電話

現在使用中のサーバー
やファイルシステムに
連携させ使用するオン
ラインストレージ

25P

P
1GB〜1TB
12,000円/月〜から個別見
積もり

他段階防御ネット
ワーク、緊急ロック
機能、アカウント
ロック機能など

1人〜
10,000人

管理者専用の
サポート窓口あり

日本の会社が提供する
サービス。優れた管理
機能と高いセキュリ
ティが魅力

26P

Q
5GB〜2TB
要問い合わせ
（別途初期費用）

第三者による脆弱性
の定期診断を実施 無制限 メール・TELによる

サポート

総務省による
「ASP・SaaS安全・信
頼性に係る情報開示認
定制度」に認定された
実績あり

27P

R 100GB〜1TB
750円〜55ドル/月

TLSを暗号化形式に
てファイルを保存、
リモートワイプ機能

1人〜9人
（10人以上
で使用する
場合はカス
タムプラ
ン）

ドキュメント
サポート
（FAQ形式）

アメリカの複数の
メディアで使いやすさ
を評価されている
サービス

28P

S 10GB〜10TB
無料〜44,000円/年

基準をクリアした国
内データサーバーへ
データを転送し保存

無制限
ドキュメント
サポート
（FAQ形式）

無料アカウントでも
10GBの容量が利用
できる

29P

セキュア
SAMBA

5GB～無制限
無料～要問合せ
有料プランは8種類

暗号化、アクセス制
限の設定、グローバ
ルIPアドレスによる
制限など

3人～無制
限 電話、メール

操作性・サポート体制
・料金プラン・専門性
に優れ、中小企業を中
心導入実績あり

30P

「20サービス」比較一覧（2/2）
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サービスA

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスAは、サンフランシスコに本社を置く会社が提供する

オンラインストレージサービスです。

日本語を含めた17言語に対応しています。パソコンからだけでなく、

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からもアクセスで

き、時間や場所にとらわれずに利用できます。

また、マルチウェイ同期機能を使えば、ファイルの転送やバックアッ

プの手間が省け、効率的に作業を進められるでしょう。

1TBの大容量ストレージを提供しており、20GBの大きいファイルも簡

単にアップロードできるのも魅力の1つです。

容量・料金：

1TB　99ドル/年

※2ヶ月の無料トライアルあり

セキュリティ：データを暗号化して保存

利用可能人数：無制限

サポート体制：サポートセンターあり

サービスの基本情報
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サービスB

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスBは、日本の会社が法人向けに提供しているオンライン
ストレージサービスです。

Webブラウザで最大2GBまでの大容量ファイルのやりとりが簡単に行
えるため、メールの容量制限による送信エラーがなくなり、業務効率
の向上につながるでしょう。

また「不正アクセスの検知・遮断」「IPアドレスによるログイン制
限」「ウイルスチェック」「ファイルの暗号化」など、さまざまなセ
キュリティ機能が搭載されているため、情報漏洩の心配なく安心して
利用できます。

「ファイル送受信」機能を使えば、受信する宛先を固定してファイル
を送信することも可能です。
上長承認機能も使えるので、誤送信や情報漏洩の防止に役立ちます。
さらに、共有フォルダーごとに会社や担当者別にアクセスを制限する
ことができるもの便利です。

容量・料金：
1GB　15,000円/月
2GB　26,000円/月
10GB　65,000円/月
100GB　95,000円/月
500GB　150,000円/月
1TB　　200,000円/月
（別途初期設定費用 20,000円
Webで申込みの場合、初期設定費用は無料）
※サービス開始月は無料

サービスの基本情報

セキュリティ：
暗号化・不正アクセス対策あ
り。ログの取得・保存も可能
利用可能人数：
1,000人〜10,000人まで
サポート体制：メールサポート
あり（月10件まで無料。月10件
を超える場合は、オプションで
1件追加につき5,000円）※サー
ビス開始月および翌月のメール
サポートは無制限



© Chatwork Storage Technologies 13

サービスC

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスCは、アメリカの会社が提供しているサービスです。

アップロードされたファイルは「アクセス権限」や「強力なユーザー

認証」などのセキュリティ機能によって守られているため、安心して

利用できます。

また、有料のBusinessプランはストレージ容量に上限がなく、利用可

能人数が無制限である点も魅力です。

サービスの基本情報

容量・料金：※年払いで月額料金にディスカウントあり
・個人またはチーム
Individual　10GB　無料
Personal Pro　100GB　1,200円/月
Business Starter　100GB　522.50円/月（1ユーザーあたり）
※最大ユーザー数10名
・Businessプラン
Business　上限なし　1,800円/月（1ユーザーあたり）
Business Plus　上限なし　3,000円/月（1ユーザーあたり）
Enterprise　上限なし　4,200円/月（1ユーザーあたり）
Enterprise Plus　 上限なし　料金は要相談
セキュリティ：7段階の細かな権限設定、ホスト侵入検知システ
ム、内部モニタリング機能、脆弱性スキャン機能　
利用可能人数：3人〜無制限
サポート体制：サポートコミュニティ、トレーニング動画あり

★無料で使えるオンラインストレージ。
容量・人数無制限で利用でき、直感的に操作できるの
で、初心者にも使いやすいです。　
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サービスD

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスDは、日本の会社が提供する法人向けのオンラインスト
レージサービスです。

初期費用はかからず、利用可能人数は無制限で利用できるため、費用
を抑えて導入できます。
アップロードされたファイルは、「ウイルスチェック」「通信の暗号
化」「保管時のデータ暗号化」などのセキュリティ対策が行われま
す。「デバイス認証」「IPアドレス制限」などのアクセス制御にも対
応しており、セキュリティ体制が整っているサービスです。

また、「ユーザーID管理」や「ストレージ管理」など、ファイル共有
管理者の業務負担を軽減する管理者機能も魅力的です。

サービスの基本情報

容量・料金：

スタンダード　500GB　30,000円/月

アドバンスド　1TB　50,000円/月

ビジネス　3TB　90,000円/月

プレミアム　10TB　180,000円/月

エンタープライズ　30TB　300,000円/月

※30日間の無料トライアルあり

セキュリティ：二段階認証や利用者制限、ログ監視機能を備える

利用可能人数：無制限

サポート体制：ヘルプドキュメント（FAQ形式）あり
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サービスE

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスEは、オンラインストレージの先駆者的な存在であり、
世界で6億人以上のユーザーと50万以上のチームが利用して
います。

ZoomやSlack、Google Cloudなどのツールとの連携も可能です。
ツールと連携することで、コンテンツを一か所にまとめて共有できる
ようになり、チームでの作業効率が高まるでしょう。
パソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル端末からもアク
セスできるのも便利です。

サービスの基本情報

容量・料金：
・個人用
Basic　2GB　無料（1ユーザー）
Plus　2TB　1,200円/月（1ユーザー）
Family　2TB　2,000円/月（最大ユーザー数6人）
・ビジネス用
Professional　3TB　2,000円/月（1ユーザー）
Professional + eSign　3TB　2,900円/月（1ユーザー）
※ビジネス用は30日間の無料トライアルあり
セキュリティ：二段階認証あり、 アカウントセキュリティのための
デバイスやサードパーティーアプリの監視可能
利用可能人数：1人〜6人
サポート体制：ヘルプセンター（ドキュメント形式）、コミュニティあり

★無料で使えるオンラインストレージ。
他サービスとの連携体制が充実。ファイル同期・バック
アップシステムに優れ、効率的な業務をサポートします。
2GBまでファイルを保存でき、さまざまなデバイスからア
クセス可能です。また、アカウントを持っていない人にも
ファイルを共有できる利便性の高さが魅力です。
スマホやタブレット用のアプリケーションがあり、ネット
回線がつながっていれば自動で同期されます。



© Chatwork Storage Technologies 16

サービスF

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスFは、サービスEを法人利用向けにアップグレードした

サービスです。

サービスEの機能に加えて、チーム管理ツール機能が利用できるよう

になり、アクセス制限やデータの一括管理、アクティブティの追跡な

どのビジネスで必要な機能が利用できます。

さらに、サービスEでのファイルの復元は30日以内ですが、サービスF

では180日以内のバージョンであれば復元できるので、誤ってファイ

ルを削除してしまった場合なども安心です。

サービスの基本情報

容量・料金：

Standard　5TB　1,250円/月（1ユーザーあたり）

Advanced　無制限　2,000円/月（1ユーザーあたり）

Enterprise　無制限　料金は要問い合わせ

セキュリティ：管理コンソールと監査ログ、256 ビットの 

AES 暗号化と SSL/TLS 暗号化、きめ細やかな共有権限設定など

利用可能人数：3人〜無制限

サポート体制：メール、ライブチャット、電話によるサポートあり
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サービスG

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスGは、日本製のオンラインストレージです。大企業を中
心とした2,500社以上に導入実績があります。

社内のファイルサーバーと同じような感覚で利用できる「（サービス
G） Drive」と、さまざまなデバイスからWebブラウザにログインし
て直感的に利用できる「（サービスG） Web UI」の２つのインタ
フェースが用意されています。

「（サービスG） Drive」は、パソコン上で既存の共有フォルダを扱
う感覚でオンラインストレージを利用できるため、新たに操作方法を
覚える必要がなく使いやすいでしょう。一方の「（サービスG） Web 
UI」は、場所にとらわれずスマートフォンなどのモバイル端末や自宅
のパソコンからも利用できます。ユーザーの使い勝手に合わせてイン
ターフェイスの使い分けができる点が便利です。

サービスの基本情報

容量・料金：
Entry　30GB　900円／月（ユーザーあたり）
Unlimited-1　  1TB   50,000円
Unlimited-3　  3TB   90,000円
Unlimited-10　10TB   180,000円
Unlimited-30　30TB   300,000円
Enterprise   必要量を購入　問い合わせ（10ID～）
セキュリティ：通信経路及びデータの暗号化、権限設定可能、
シングルサインオン標準対応、全てのログを記録
利用可能人数：10人〜要問い合わせ
サポート体制：メール・オンラインマニュアルのサポートあり



© Chatwork Storage Technologies 18

サービスH

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスHは、日本の会社が提供するオンラインストレージサー

ビスです。

会員登録をしなくても利用できますが、会員登録をすれば「ダウン

ロード開始通知」や「ダウンロード追跡」などのビジネスに便利な機

能が利用できるメリットがあります。

法人向けプランはセキュリティ環境が充実しているため、ビジネス

シーンでも安心して活用できます。

サービスの基本情報

容量・料金：

プラン1　9TB　89,800/月（別途初期費用100,000円）

プラン2　9TB　950,000/年（別途初期費用100,000円）

プラン3　9TB　925,800/年（初期費用なし）

プラン4　18TB　1,400,000円/年（初期費用 150,000円）

プラン5　1TB　49,800円/月（別途初期費用 50,000円）

セキュリティ：ウイルス対策、SSL通信、社内外のアクセス監視、

データセンター体制

利用可能人数：0〜無制限

サポート体制：ドキュメントサポート（FAQ形式）あり

★無料で使えるオンラインストレージ。
セキュリティが高く、リスクマネジメントを重視する
企業向け。シンプルに使える点も魅力です。
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サービスI

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスIは、法人向けに特化した日本製オンラインストレージ

です。

高度なセキュリティのもと、テレワークや海外拠点で働く社員との

ファイル共有や共同編集を可能とし、業務の効率化をサポートしてい

ます。テレワークを導入している企業やグローバル展開をしている企

業におすすめです。

サービスの基本情報

容量・料金：

Team　10GB×契約ユーザー数　500円/月（1ユーザーあたり）

Business　200 GB×契約ユーザー数　1,500円/月

（1ユーザーあたり）

Enterprise　無制限　4,000円/月（1ユーザーあたり）

セキュリティ：PDFセキュリティ機能、閲覧権限やIP制限など。

PDFに透かしを挿入可能。シングルサインオン。

利用可能人数：10人〜無制限

サポート体制：サポートサイト、メールサポートあり
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サービスJ

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスJは、アメリカの会社が提供するオンラインストレージ
サービスです。

無料で利用できるJ社のツールとは異なり、サービスJは独自ドメイン
のビジネス用メールが使用できるなど、ビジネス向けのサービスが利
用できます。

メールやカレンダー、ビデオ会議機能、クラウドストレージなど、
業務で必要となる機能がサービスJに集約されているので、意思決定
の迅速化につながります。また、リアルタイムでの共同編集やファイ
ル共有が可能となり、効率良く業務を進められるでしょう。

サービスの基本情報

容量・料金：
Business Starter　30GB　680円（1ユーザーあたり）
Business Standard　2TB　1,360円/月（1ユーザーあたり）
Business Plus　5TB　2,040円/月（1ユーザーあたり）
Enterprise　無制限　詳細は要問い合わせ
セキュリティ：ファイルの公開設定可能、データセンターでの
データ保管
利用可能人数：無制限
サポート体制：ドキュメントサポート（FAQ形式）あり

★無料で使えるオンラインストレージ。
J社の別サービスを始めとした他サービスとの連携が充
実。スマートフォンからの利用や検索性の高さもポイン
トです。
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サービスK

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスKは、日本の会社が「簡単」「安全」「低価格」のコン
セプトをもとに提供しているオンラインストレージです。

企業から自治体、病院など幅広い業種に導入実績があります。
モバイル端末からのアクセスにも対応しており、外出先でもリアル
タイムでデータの確認や共有が可能です。

料金プランは、企業の規模や利用目的に応じて「ID単位コース」と
「容量単位コース」の2種類から選べます。
初期費用はかからず、1ユーザーあたり10GBを月額330円で利用でき
るのは嬉しいポイントです。低価格で導入できるため、プロジェクト
単位や部門単位でも気軽に利用できます。

サービスの基本情報

容量・料金：
・ID単位コース　
10GB　330円/月（110円/1GBで容量追加可能）
・容量単位コース
10GBプラン　10GB（最大100GBまで容量追加可能）　76,780円
100GBプラン　100GB（最大1TBまで容量追加可能）　198,000円
1TBプラン　1TB（最大2TBまで容量追加可能）　660,000円
※30日間の無料トライアルあり
セキュリティ：データの暗号化、ウイルスチェック機能/IPアドレス
制限機能、セッションタイムアウト機能、ログ・統計情報機能、ア
カウントロック機能など
利用可能人数：最大5,000人
サポート体制：ドキュメントサポート（FAQ形式）、動画あり



© Chatwork Storage Technologies 22

サービスL

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスLは、ニュージーランドを拠点とする会社が提供してい

るクラウドストレージです。

L社は2021年5月時点で2.2億人以上のユーザーに使われている世界的

なクラウドスストレージです。個人向けのプランでは無料で30日間

50GBのストレージが使えるのが特徴です。ビジネスプランで1TB単位

で実際の使用量のみが請求されるため、利用してない容量にお金を払

う必要がない点も魅力です。

サービスの基本情報

容量・料金：
・個人向けプラン
Pro Lite　400GB 　4.99ユーロ/月（現地通貨での見積価格：642円）
Pro I　2TB 　9.99ユーロ/月（現地通貨での見積価格：1,286円）
Pro II　8TB 　19.99ユーロ/月（現地通貨での見積価格：2,572円）
Pro III　16TB 　29.99ユーロ/月（現地通貨での見積価格：3,859円）
※30日間の無料トライアルあり
・法人向けプラン
ビジネス　3TB　5ユーロ/月
（現地通貨での見積価格：643円/月、1ユーザーあたり）
セキュリティ：暗号化されたファイルでの共有が可能、二段階認証、
アンチランサムウェアなど
利用可能人数：無制限（ビジネス向けプランは最小3人から利用可能）
サポート体制：ドキュメントサポート（FAQ形式）

★無料で使えるオンラインストレージ。
容量が大きく、操作がシンプル。WindowsやMac、
Android、iphoneなどあらゆる端末に対応しています。
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サービスM

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスMは、日本の会社が提供している文書の保存・共有に特
化したサービスです。

検索機能が優れており、Word・Excel・PDFなど、Officeファイルの
中の文章も検索できます。欲しい情報を簡単に見つけられるので、業
務効率のアップにつながります。

また、情報を整理する機能が豊富な点もポイントです。
共有したファイルをフォルダで階層化するだけでなく、タグ機能を
活用して整理すれば、情報の分類や検索がしやすくなるでしょう。

サービスの基本情報

容量・料金：

プラン8　80GB　4,800円/月

プラン15　150GB　9,000円/月

プラン25　250GB　15,000円/月

プラン50　500GB　30,000円/月

プラン100　1TB　60,0000円/月

※30日間の無料トライアルあり

セキュリティ：二段階認証、IPアドレス制限、アカウントロック、

閲覧履歴管理、接続端末確認・解除が可能など

利用可能人数：8〜1,000人

サポート体制：ドキュメントサポート（FAQ形式）
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サービスN

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスNは、アメリカの会社が提供するクラウドストレージです。

Microsoft officeTeamsやSharepointから簡単に共有ファイルを追加できる
など、他サービスとのスムーズな連携が魅力のサービスです。
モバイル端末からのアクセスにも対応しており、場所を選ばずとこでもモバ
イルアプリでファイルの作成や確認、編集、共有ができます。
プランは一般法人向け、大企業向け、家庭向け、教育機関向けなどバリエー
ションが豊富なのため、自社にあったプランを見つけやすいです。

サービスの基本情報

容量・料金：

・一般法人向けプラン

Plan 1　1TB　540円/月（1ユーザーあたり）

Plan 2　無制限　1,090円/月（1ユーザーあたり）

Plan 3　1TB　540円/月（1ユーザーあたり）※Plan 1とは別プラン

Plan 4　1TB　1,360円/月（1ユーザーあたり）

※Plan1～２はストレージのみ、３～４はN社が提供する

他サービスの利用も含まれております。

※一部プランでは1カ月無料トライアルあり。

セキュリティ：大企業が利用する高度なセキュリティを整備

利用可能人数：5人から〜無制限

サポート体制：サポートページあり

★無料で使えるオンラインストレージ。
複数の他サービスのアプリケーションに対応している
ため、業務の効率化を実現できます。
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サービスO

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスOは、ドイツの会社によって開発されたオープンソース
のオンラインストレージです。

現在使用中のサーバーやファイルシステムに連携して使用すること
で、自社のセキュリティ要件に基づいてオンラインストレージを運用
できます。

インターネット環境さえあれば、Webブラウザから簡単に大容量の
ファイルが共有できます。フォルダごとに同期ができる専用アプリや
モバイル端末専用のアプリも提供されています。

サービスの基本情報

容量・料金：

要問い合わせ

セキュリティ：ファイルアクセス制限機能、ファイルの暗号化、

監査ログの確認可能など

利用可能人数：無制限

サポート体制：メールによるサポート
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サービスP

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスPは、日本の会社が法人向けに提供しているオンライン
ストレージサービスです。

ユーザーごとにセキュリティポリシーを適用でき、不正が発覚した場
合はユーザーのアカウントを停止して過去の操作履歴を確認できるな
ど、セキュリティを保ったままユーザー管理ができる機能が装備され
ています。

また、IPアドレス制限機能やPKIクライアント認証で不正なアクセスを
防止できる点や、セキュリティ対策を数段階に分けて行う多段防御
ネットワークが構築されている点など、高いセキュリティが提供され
ています。

サービスの基本情報

容量・料金：

1GB　12,000円/月（別途初期費用30,000円）

10GB　69,800円/月（別途初期費用30,000円）

100GB　180,000円/月（別途初期費用30,000円）

200GB以上は個別見積もり

※30日間の無料トライアルあり

セキュリティ：

多段防御ネットワーク、緊急ロック機能、アカウントロック機能、パス

ワードポリシー設定、ウイルススキャン機能

利用可能人数：1人〜10,000人

サポート体制：管理者専用のサポート窓口あり
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サービスQ

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスQは日本の会社が提供する法人向けサービスです。

総務省による「ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度」に認
定されており、企業から行政・自治体まで幅広い業種で1,000社以上の
導入実績があります。
利用人数は無制限であり、アカウント数による課金がありません。
そのため、大規模で運用したい場合など、ユーザーが多い企業に良いで
しょう。

また日本語だけでなく、英語、中国語、韓国語にも対応しているので、
グローバルに事業展開している企業にもおすすめです。

サービスの基本情報

容量・料金：
5GB　     27,500円/月  （別途初期費用55,000円）
10GB　   38,500円/月  （別途初期費用55,000円）
50GB　   66,000円/月  （別途初期費用110,000円）
150GB　 82,500円/月  （別途初期費用110,000円）
250GB　 110,000円/月（別途初期費用110,000円）
500GB　 137,500円/月（別途初期費用110,000円）
1TB　      209,000円/月（別途初期費用110,000円）
2TB　      280,500円/月（別途初期費用110,000円）
セキュリティ：第三者による脆弱性の定期診断を実施
利用可能人数：無制限
サポート体制：メール・TELによるサポート
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サービスR

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスRはアメリカの会社が提供するサービスです。アメリカ

の複数のメディアで使いやすさを評価されています。

すべてのデバイス間で自動的にファイルのバックアップが可能な点が

便利です。

例えば、オフィスではWindowsのパソコンを使い、自宅ではMacのバ

ソコンやモバイル端末を使う場合でも、同期された情報はクラウド経

由で利用するデバイスに適用されるので、いつでもどこでも利用する

ディバイスを問わずに作業ができます。

サービスの基本情報

容量・料金：
・個人用
100GB　750円/月
250GB　1,000円/月
500GB　1,900円/月
・ビジネス
1TB　55ドル/月
カスタムプランあり
※30日間の無料トライアルあり
セキュリティ：
TLSを暗号化形式にてファイルを保存、リモートワイプ機能
利用可能人数：1人〜9人
（10人以上で使用する場合はカスタムプラン）
サポート体制：ドキュメントサポート（FAQ形式）
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サービスS

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

サービスSは、日本の会社が提供する大容量クラウドストレージ

です。

「長期増（ちょうきまし）」サービスを実施しており、有料アカウン

トの利用期間が30日を経過するごとに、10GBずつ容量が自動的で追

加されます。長く利用すれば、最大600GBまで増えるのが特徴です。

無料アカウントでも10GBの容量が利用できます。さらに紹介ボーナ

スを活用すれば、最大1TBまで容量の追加が可能です。

紹介した人は、1人につき2GBのボーナス容量が追加され、紹介を受

けた人は5GBのボーナス容量が追加されるのも嬉しいポイントです。

サービスの基本情報

容量・料金：

10GB　無料

300GB　880円/月

3TB　1,320円/月

10TB　4,400円/月

セキュリティ：基準をクリアした

国内データサーバーへデータを転送し保存

利用可能人数：無制限

サポート体制：ドキュメントサポート（FAQ形式）
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セキュアSAMBA

03：オンラインストレージ「20サービス」の概要

セキュアSAMBAは、Chatworkストレージテクノロジーズ株式
会社が法人向けに提供している日本製オンラインストレージ。

操作性、サポート体制、料金プラン、専門性に優れており、中小企業
を中心に4,000社以上の導入実績があります。
パソコンに専用のアプリを利用すれば、アプリから直接ファイルの編
集や保存が可能です。また、Webブラウザからのアクセスする場合
は、ドラッグ&ドロップで簡単に操作できます。

モバイル端末にも対応しているので、専用のアプリをインストールす
れば、外出先からもモバイル通信で安全かつ迅速にデータの受け取り
が可能です。導入前から申し込み、導入後の運用を専任の担当者がサ
ポートしてくれるので、初心者でも安心して利用できます。

サービスの基本情報

容量・料金：
フリープラン　　　　　 5GB　無料
スモールプラン　　　100GB　15,000円/月
スタンダードプラン　300GB　25,000円/月
ビジネスプラン　　　500GB　35,000円/月
セキュリティ：暗号化、アクセス制限の設定、端末認証、
グローバルIPアドレスによる制限、二段階認証　など
利用可能人数：3人～無制限
サポート体制：電話、メール

★無料で使える、法人向けオンラインストレージ。
使いやすさとセキュリティのバランスに優れ、従業員100人
未満のSaaS型コンテンツ・コラボレーション市場で
3年連続のシェア1位を獲得。また、ドラック＆ドロップで
直観的に操作ができるので、簡単にファイル共有ができま
す。営業担当・カスタマーサクセス担当・サポート担当が
導入前後のサポートを行いますので、ITのリテラシーやセ
キュリティの知識への不安を解消できます。
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社名 Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社
Chatwork Storage Technologies Co., Ltd.

所在地 〒105-0003　東京都港区西新橋1丁目1-1
WeWork 日比谷FORT TOWER

設立日 2021年7月1日

資本金 56百万円

代表取締役 代表取締役社長　岡田 亮一

主要株主 Chatwork株式会社
スターティアレイズ株式会社

資格 届出電気通信事業者

事業内容 クラウドストレージ事業
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本資料についての問い合わせや相談は
以下まで連絡ください。

問い合わせフォーム

セキュアSAMBA製品サイト
https://info.securesamba.com/
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