
マルチデバイス ヘルプデスククラウド アウトソーシング

中小企業向けクラウド型データバックアップサービス

クラウドサービス for 簡単バックアップ   表面（価格有り）

「クラウド」だから、簡単・安心・低コスト

※記載の内容は予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。
※詳しい内容・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。 ※Microsoft、Windows、Windows ServerおよびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録
商標または商標です。 ※AndroidおよびGoogle Chromeは、Google Inc. の商標です。※IntelおよびPentiumは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ※Firefoxは、
Mozilla Foundationの登録商標です。 ※Safariは、Apple Inc.の商標です。 ※iOSは、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されています。 ※フリーダイヤルおよびフリー
ダイヤルロゴは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。※その他、記載の会社名および製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。 

≪注意事項≫
※ご契約容量を超えてのバックアップはできません。※選択したファイル・フォルダーをバックアップいたします。パソコン・サーバー内のすべてのファイルをバックアップするサービスではありません。※スナップショット、
VSS（ボリュームシャドーコピーサービス）によるバックアップを必要とするシステムやイメージバックアップ、レプリケーションによるシステムバックアップを行なうサービスではありません。※サービスの利用に必要なインター
ネット接続環境および通信機器は、本サービスには含まれておりませんので、お客様にてご用意いただきますようお願いいたします。※監視・通知サービスは、お客様個別の監視サービスとは異なります。

■サービス内容

おすすめのバックアップセットで一般的な文書、画像などのファイルを自動選択。
パソコン・サーバーの稼働状況により、最適なタイミングでバックアップを実行。

バックアップ状況・リストア状況の把握。

設定・操作に関するお問い合わせに、電話やリモートサポートで対応。

サービスの稼働状況を監視し、不具合発生時にメールで通知。

カスタマーエンジニアが訪問し、お客様環境でクライアントツールを導入設定。

サービス名 主なサービス内容

堅牢なデータセンターにパソコン・サーバーの重要データをオンラインでバックアップ。
データはSSL通信で送信され、暗号化の上、保管。

クラウド型バックアップサービス

クライアントツール

専用Webサイト

ヘルプデスク

監視・通知

オンサイト導入（オプション）

＜変更メニュー＞

7,500円

7,500円

クラウドサービス for 簡単バックアップ 容量追加料金＊4

クラウドサービス for 簡単バックアップ 容量削除料金＊4

メニュー 料 金

（消費税別）

<基本メニュー>

12,000円

2,400円

1,900円

クラウドサービス for 簡単バックアップ 初期料金＊1

クラウドサービス for 簡単バックアップ 10GB使用料 （10～250GB）＊1＊2

クラウドサービス for 簡単バックアップ 10GB使用料 （260～1,000GB）＊3

メニュー 料 金

（消費税別）

＜オプション＞

8,000円

6,000円

12,000円

回

回

契約

契約

契約

訪問・人

台

台

初期

初期

初期

月額

月額

初期

初期

初期

クラウドサービス for 簡単バックアップ 訪問基本料金＊5

クラウドサービス for 簡単バックアップ 初期設定PC

クラウドサービス for 簡単バックアップ 初期設定サーバー

メニュー 料 金

単 位

単 位

単 位

支 払

支 払

支 払

（消費税別）

＊1 本商品を新規にお申し込みになる場合、必要となります。＊2 お申
し込み数量は最小1、最大25となります。12ヶ月未満での解約の場合、
解約金が発生します。＊3 バックアップ容量を250GB以上ご利用の場
合に、お申し込みが可能です。お申し込み数量は最小1、最大75となり
ます。＊4 ご契約容量の増減を行なう場合、必要となります。＊5 初期設
定PCおよび初期設定サーバーをお申し込みの場合、必要となります。

■ ご利用環境

Microsoft® Windows® 7 （SP1） / Microsoft® Windows® 8および8.1 / Microsoft® Windows® 10

Microsoft® Windows Server® 2008およびR2 / Microsoft® Windows Server® 2012およびR2

iOS 9.0以降 / Android™ 4.0以降＊3

対応OSが快適に動作すること（推奨値：1GHｚ Intel® Pentium® 4以上＊4）

対応OSが快適に動作すること（推奨値：512MB以上＊4）

1GB以上の空き容量＊4

ブロードバンド回線（ADSL/CATV/FTTHなど）、上り128kbps

Internet Explorer® 最新2バージョン / Google Chrome™ 最新バージョン / 
Firefox™ 最新バージョン / Safari 最新バージョン

CPU

メモリー

ハードディスク

回線

パソコン＊2

サーバー＊2

スマートデバイス
対応OS＊1

＊1 OSやWebブラウザーは開発元にてOSサポートが終了された場合、本サービスでもサポート対象外となります。 ＊2 各OSは全てのエディションおよび32/64bit版に対応しています。但し、Windows® RTは除きます。
＊3 スマートデバイスからは閲覧・ダウンロードのみとなり、データバックアップは行なえません。 ＊4 スマートデバイスは除きます。

ご契約容量により、2つの価格帯を設定。
1企業10GB単位で必要な容量をお申し込みいただけます。

＜ご契約容量＞

■料金一覧

ご契約容量 1,000GB250GB

250GBまで
10GBあたり
2,400円/月

250GB超
10GBあたり
1,900円/月

パソコン・サーバーごとの
個別契約不要

地震・津波・火災などに強い

●お問い合わせ・ご用命は・・・

このカタログの記載内容は、2018年9月現在のものです。このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

Webブラウザー

1407PH-1809＜34221139＞13/P

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555



さらに

クラウド型だから、
機器の購入・管理コスト不要で

手軽にバックアップ環境を構築。

機器追加不要！
オンサイト導入サポートとヘルプデスクで、

管理者の手間を削減。
専用Webサイトで、バックアップ状況を把握。

管理負担軽減！

(     ) (     ) (     )今までは

手動バックアップで
手間がかかる。

1 今までは

パソコン・サーバー1台ごとの
契約が必要で、

バックアップ費用がかかる。

3

パソコン・サーバーの稼働状況により、
最適なタイミングで
バックアップ実行。

自動バックアップ！
これからは1

複数のパソコン・サーバーで容量を
シェアでき、無駄がなく効率的。

バックアップ容量を
シェア！

これからは3

クラウドサービス for 簡単バックアップ   中面

簡単 安心 低コスト

お客様

データバックアップを個人任せにしない！
ビジネス資産を守るためのカギです。
大切なビジネス資産となるパソコン・サーバーのデータバックアップはどうされていますか?
ルール化していても個人任せになり、確実にできていないケースが多いのではないでしょうか。
リコーの「クラウドサービス for 簡単バックアップ」は、
日々生まれ変更されるビジネスのデータを、最適な設定で自動バックアップ。
クラウドへの安全な保管を手軽・低コストでご提供し、快適・安心なオフィスワークを実現します。

今までは

バックアップが個人任せで、
取得状況が

把握できていない。

2

専用Webサイトで
バックアップ取得状況を集中管理。

バックアップ取得状況が
一目瞭然！

これからは2

手軽に始められる、
安心・安全なクラウド型サービスです。

問い合わせにお応え

障害情報のWebサイト掲載や
メールによるお知らせ

ソフトウェア導入の代行

リコー
ヘルプデスク

監視センター

オンサイト導入＊

＊オプション

わずらわしいデータバックアップを、簡単・安心・低コストでご利用いただけます。

ビジネスで一般的に利用されるファイルを、リコーが
おすすめする「バックアップセット」で自動設定します。

バックアップ内容を決めずに始められる
リコーのおすすめ条件設定をご用意。

容量契約だから、データセンターのスペースを効率よく利用できます。台数に制限もなく、
リーズナブルな定額料金です。

バックアップ容量を
会社全体でシェア。

バックアップデータは海外のデータセンターにて暗号化した上で複数サーバーに分散保管
されるため、万一の火災や津波などの災害時にも安心です。また、過去90日間にバックアッ
プしたデータは容量無制限で保管されるため、パソコン・サーバーで誤ってファイルを削除
してしまった場合も安心です。

堅牢なデータセンターで
暗号化して分散保管。

エージェントソフトウェアの導入を、リコーがオンサイトで実施します。また操作・設定の疑問
にはフリーダイヤルでお応え。画面を共有してご説明するリモートサポートもご提供します。

オンサイト導入サービスと
ヘルプデスクにより、
データの安心活用をご支援。

バックアップセット例

■デスクトップ　 ■インターネットお気に入り 　■メール
■一般的なMicrosoft® Officeファイル 　■マイドキュメント
■文書ファイル 　■画像ファイル 　■音楽ファイル 　■ビデオファイル

専用Webサイトで、全社員のバックアップ・リストア状況を一覧し把握できます。専用Webサイトで状況把握。

低コスト低コスト

簡 単簡 単

安 心安 心

社 外

自社内ローカルディスクへも
バックアップ可能

対象ファイルを自動選択

クラウド最適なタイミングで
自動バックアップ

複数の
パソコン・サーバーで

容量をシェア

スマートデバイスから
閲覧・ダウンロード可能

社内・社外問わず
バックアップ、リストア

専用Webサイトで
状況把握

社 内

別のパソコン
（サーバー）に
リストア可能

SSL暗号化転送
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支 払

支 払

（消費税別）

＊1 本商品を新規にお申し込みになる場合、必要となります。＊2 お申
し込み数量は最小1、最大25となります。12ヶ月未満での解約の場合、
解約金が発生します。＊3 バックアップ容量を250GB以上ご利用の場
合に、お申し込みが可能です。お申し込み数量は最小1、最大75となり
ます。＊4 ご契約容量の増減を行なう場合、必要となります。＊5 初期設
定PCおよび初期設定サーバーをお申し込みの場合、必要となります。

■ ご利用環境

Microsoft® Windows® 7 （SP1） / Microsoft® Windows® 8および8.1 / Microsoft® Windows® 10

Microsoft® Windows Server® 2008およびR2 / Microsoft® Windows Server® 2012およびR2

iOS 9.0以降 / Android™ 4.0以降＊3

対応OSが快適に動作すること（推奨値：1GHｚ Intel® Pentium® 4以上＊4）

対応OSが快適に動作すること（推奨値：512MB以上＊4）

1GB以上の空き容量＊4

ブロードバンド回線（ADSL/CATV/FTTHなど）、上り128kbps

Internet Explorer® 最新2バージョン / Google Chrome™ 最新バージョン / 
Firefox™ 最新バージョン / Safari 最新バージョン

CPU

メモリー

ハードディスク

回線

パソコン＊2

サーバー＊2

スマートデバイス
対応OS＊1

＊1 OSやWebブラウザーは開発元にてOSサポートが終了された場合、本サービスでもサポート対象外となります。 ＊2 各OSは全てのエディションおよび32/64bit版に対応しています。但し、Windows® RTは除きます。
＊3 スマートデバイスからは閲覧・ダウンロードのみとなり、データバックアップは行なえません。 ＊4 スマートデバイスは除きます。

ご契約容量により、2つの価格帯を設定。
1企業10GB単位で必要な容量をお申し込みいただけます。

＜ご契約容量＞

■料金一覧

ご契約容量 1,000GB250GB

250GBまで
10GBあたり
2,400円/月

250GB超
10GBあたり
1,900円/月

パソコン・サーバーごとの
個別契約不要

地震・津波・火災などに強い

●お問い合わせ・ご用命は・・・

このカタログの記載内容は、2018年9月現在のものです。このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

Webブラウザー

1407PH-1809＜34221139＞13/P

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555


