自社ドメインのメール/Web環境構築～
運用・セキュリティ対策は、
まるごとおまかせください。

法人様向けホスティングサービス

お客様のネットワーク活用のご要望に、
リコーはトータルにお応えしています。
ネットワーク
導入・構築

オフィス内
活用

モバイル
活用

独自ドメイン
取得

独自ドメインの
メール/Webホスティング

メール & Web
サービス

ワンストップ

ネットワーク

安心サポートを
ワンパッケージ

データセンター

ヘルプデスク

安心してビジネスにご活用いただける、
高品質基盤によるメール/Webホスティングをご提供します。
リコーの
「メール&Webサービス」
は、
メール/Webともに稼働率99.99%以上＊の、
国内データセンターの高品質基盤によるサービスです。
また、
メールとWebでデータセンター・サービス基盤を分けてご提供し、
万一障害などが発生しても
相互に影響がない高い可用性を実現。
充実のセキュリティ機能と合わせ、
安心してビジネスにご活用いただけます。
＊2017年実績

セキュア

■迷惑メール/ウィルス対策、
標準搭載
■人為的ミスによる添付ファイル誤送信、
防止対策＊
●個人情報漏えい
（1,388件）
の原因トップ
（34.9%）
は、
「メールの誤送信」
を主とする
ヒューマンエラー：2013年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書
～個人情報漏えい編～
（日本ネットワークセキュリティ協会：2015年1月発表）

メールホスティング

便 利

■スマートフォンで、
どこでもWebメール
■転送メールの時間帯指定で、
必要な時のみ転送可能

セキュア

■Webコンテンツを暗号化してアップロード
■SSL認証により、
Webサイトの安全性をアピール＊
Webホスティング

便 利
Webコンテンツ
管理システム

■定評のあるCMSツール

で直感的操作

■予期せぬアクセス増大時も、
Webサイトを安定稼働＊
＊オプションサービスによるご提供となります。

■手間のかかるメール/Web環境の

構築～管理・運用をまかせて、
ビジネス活用に注力

安心サポート

お客様のステージに応じた、
最適なネットワーク活用をお手伝い。
モバイル活用

メール/Webホスティング
独自ドメイン取得

●独自ドメインのビジネス活用

●外出先・現場事務所や、
万一の災害時でも

インターネット活用

ス
ービ
ンサ
イ
メ
かせド
おま

オフィス内活用

●業務効率化 ●情報共有

導入・構築

●ご要望に合わせ最適な

ネットワーク環境を選択

NET

Beg

in

S
ック
BBパ

elec

t

リコーのネットワークサポート&サービス

セキュア・便利なメール環境でビジネスを強化！
ご提供機能

メールホスティング10

SMTP over TLS
POP over SSL

アカウント10 個
容量

サーバー上にメールを保存したまま、
メールを確認できます。

メール転送

ユーザーが受信したメールを、
自動的に他のメールアドレスに転送できます。
転送時にメールを残す、
残さないの選択が可能です。

メールエイリアス

10GB

高機能な迷惑メール/ウィルスメールフィルターにより、
セキュアな
メール環境を安心して活用できます。
またスマートフォン対応の

サーバーとのメール送受信時に通信を暗号化します。

Webメール
（IMAP）

ユーザーのメールアドレスに対して、
受信専用の別名
（エイリアス）
を設定できます。
※エイリアスはアカウント数にカウントされません。

メーリングリスト

メーリングリストを運用できます。

ウィルスフィルター

送受信するメールにウィルスが発見された場合、
ウィルスを削除して宛先に送信し、
同時に検知メールを送信します。

迷惑メール
フィルター

ドメインおよびユーザー単位で、
ホワイト/ブラックリストの管理を設定できます。
迷惑メールと判定されたものは、
件名に[****SPAM****]と付与します。

Webメール機能により、
アクティブなビジネスワークを実現します。
● 添付ファイル自動暗号化
社員のうっかりミスな
どによるメール誤 送

オプション

● 追加容量/追加アカウント

添付ファイルを付けた
メールを送信

お客様

2

1
解凍パスワード
送付（自動）

信時の、添付ファイル

3

による情報漏えいを

ZIP

解凍パスワードを
送信（手動）

防止する機能です。

メール送付先

必要に応じて、メールサー

添付ファイルを

バー容量を10GB、メール

パスワード付き

アカウントを10個単位で追

ZIP化して、

加いただけます。

メールを送信

4

セキュア・便利なWeb環境でビジネスを拡大！
ご提供機能

Webホスティング10

CGI機能
アクセス制限
（保護ディレクトリ）

お客様作成の独自CGI のご利用が可能です。
パスワード認証によるアクセス制限を簡単に導入できます。

アクセス解析

アクセスログの高度な解析が可能です。

アクセスログ参照

ログマネージャーの利用で、
アクセス解析の元データとなる
Web サーバーのログファイルを直接参照できます。

カスタムエラー

Web サーバーが返す
“Error 404”
などのエラーメッセージをカスタマイズし、
任意のHTML ファイルを表示できます。

ファイルマネージャー

ドメイン管理画面上で、
Webコンテンツファイルを暗号化して、
安全に
アップロードできます。

での様々な有効活用が可能となります。

バックアップ

Webコンテンツのバックアップが取得できます。

●直感的な操作で定評のあるWeb構築・管理ツールをご利用いただけます。

データベース

phpMyAdminにより、
MySQLⓇを利用できます。

容量

10GB

Webサーバー管理ツール

Plesk

高品質なWeb基盤上で自社Webサイトを公開できます。
ビジネス

オプション

● クイック認証SSL運用代行

● アクセス集中対策

● 追加容量

Webサイトの暗号化通信を実現し、
信

CDN＊により、Webサイトの高負荷を検知し、
アクセス集中によ

Webサーバーの容量が

頼性を確保するためのSSLサーバー証

るパフォーマンス低下を回避します。様々なビジネス用途での

不足したら、10GB単位で

明書をご提供します。
ブラウザに証明情

ホームページ活用や外部要因による応答遅延を防ぎ、安定した

追加いただけます。

報を表示し、
信頼できるホームページを

ホームページを運営できます。

アピールしてビジネス活用できます。

＊Contents Delivery Network：ネットワーク上の複数のサーバーにコンテンツを配置し、
ユーザーの位置に最適なサーバーから配信することでスムーズなWebサービスを実現。

リコーのサポート&サービスで安心活用！
環境構築

ホスティング環境を構築
し、
ドメインご利用のため

運用・監視

24時間365日、セキュ
リティ・脆弱性対策の

ヘルプデスク

設 定・操 作の疑 問に電
話・メールでスピーディー

のDNS設定を行ないま

環境運用と稼働監視を

にお応えします。画面共

す。
手間をかけずに、
メー

実施します。ビジネス

有などのリモートサポー

ル/Web環境のご利用が

活用におけるお客様の

トもご提供し、
スムーズな

可能になります。

安心をご支援します。

活用をサポートします。

■メールホスティング10 ご提供サービス概要
メニュー

サービス内容

環境構築

メールホスティング環境を構築し、DNSレコードを設定。
メールアカウントを利用するためのホスティング環境をご提供。
・容量：10GB ※最大1,000GBまで拡張可能（オプション）・アカウント：10個 ※最大1,000個まで拡張可能（オプション）
・管理ツール：独自ツール
・ウィルスチェック機能
・迷惑メールフィルター機能
・Webメール機能（スマートフォン対応）
など

メールサービス
基本メニュー

メールホスティング10

メールホスティングの環境運用（セキュリティ・脆弱性対策）、稼動監視。
メールホスティングの設定・操作に関するお問い合わせに、電話またはメール、必要に応じてリモート
（画面共有など）
で対応。
※各オプションも含む。

ヘルプデスク

提供時間
追加容量10GB
メールオプション

8:30-18:00 月-金（祝日・指定日を除く）※メールは24時間365日受け付け、時間外は翌営業日以降の対応

メールホスティングへ容量を10GB追加。

追加アカウント10

アカウントを10個追加。

添付ファイル自動暗号化

メール送信時に添付ファイルをすべて自動で暗号化（パスワード付ZIPファイル）
して送信。
解除用パスワードは送信者宛にメールで自動発行。※自動暗号化は全アカウントに適用され、機能をON/OFFすることができます。

■Webホスティング10 ご提供サービス概要
メニュー

基本メニュー

サービス内容

環境構築

Webホスティング環境を構築し、DNSレコードを設定。

Webサービス

Webサイトを公開するためのホスティング環境をご提供。
・提供容量：10GB ※最大100GBまで拡張可能（オプション） ・管理ツール：Plesk
Webホスティングの環境運用（セキュリティ・脆弱性対策）、稼動監視。

Webホスティング10

Webホスティングの設定・操作に関するお問い合わせに、電話またはメール、必要に応じてリモート
（画面共有など）
で対応。
※各オプションも含む。

ヘルプデスク

提供時間

Webオプション

8:30-18:00 月-金（祝日・指定日を除く）※メールは24時間365日受け付け、時間外は翌営業日以降の対応

追加容量10GB

Webホスティング容量を10GB追加。

アクセス集中対策

Webサイトへのアクセス集中による応答遅延、応答不能状態を回避するためのアクセス集中対策（CDN:Contents Delivery Network）機能を
ご提供。

クイック認証SSL運用代行

Webサイトの暗号化通信や信頼性を表すために必要となる、SSLサーバー証明書（JPRSサーバー証明書）
の取得から設定まで、
ワンストップでご提供。

●メール&Webサービスのご利用には、
リコーが管理するドメイン
（おまかせドメインサービスまたは他商品で取得されたドメイン）
が必要となります。●アクセス集中対策とクイック認証SSL運用代行は、同時にご利用いただけません。
●メールホスティング・Webホスティングの動作環境については、販売担当者にご確認ください。

■メール&Webサービス 料金一覧
〈メールホスティング〉

（消費税別） 〈Webホスティング〉

メニュー

基本メニュー

メール&Webサービス メールホスティング10

支払

単位

標準料金

初期
月額

契約
契約

2,500円
1,200円

※最低ご利用期間は、
サービス開始翌月1日を起算として12ヶ月となります。

（消費税別）

メニュー

基本メニュー

支払

単位

標準料金

初期
月額

契約
契約

2,500円
1,000円

支払

単位

標準料金

メール&Webサービス Webオプション
追加容量10GB ＊1

月額

契約

1,500円

メール&Webサービス Webオプション
アクセス集中対策

月額

契約

2,000円

月額

契約

4,000円

初期

回

2,000円

メール&Webサービス Webホスティング10

※最低ご利用期間は、
サービス開始翌月1日を起算として12ヶ月となります。
（消費税別）

メニュー

メールオプション

支払

単位

標準料金

メール&Webサービス メールオプション
追加容量10GB ＊1

月額

契約

2,000円

メール&Webサービス メールオプション
追加アカウント10 ＊1

月額

契約

800円

（消費税別）

メニュー

Webオプション

メール&Webサービス メールオプション
添付ファイル自動暗号化

月額

契約

1,500円

メール&Webサービス Webオプション
クイック認証SSL運用代行

メール&Webサービス メールオプション
設定料金 ＊2

初期

回

2,000円

メール&Webサービス Webオプション
設定料金 ＊2

※基本メニューと同時お申し込み、
またはご利用の場合に追加でお申し込みが可能です。
＊1 複数お申し込みが可能です。
お申し込み数量の上限は99となります。
＊2 基本メニューをご利用の際にメールオプションを追加でお申し込みの場合、本メニューのお申し込みが必要となります。
基本メニューと同時にメールオプションをお申し込みの場合は不要です。

※基本メニューと同時お申し込み、
またはご利用の場合に追加でお申し込みが可能です。
＊1 複数お申し込みが可能です。
お申し込み数量の上限は9となります。
＊2 基本メニューをご利用の際にWebオプションを追加でお申し込みの場合、本メニューのお申し込みが必要となります。
基本メニューと同時にWebオプションをお申し込みの場合は不要です。

※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。 ※MySQLは、
MySQL ABの登録商標です ※ジオトラストは、
米国GeoTrust, Inc. または関連会社の米国またはその他の国における商標または登録商標です。 ※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。 ※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。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

http://www.ricoh.co.jp/solution/

このカタログの記載内容は、2018年9月現在のものです。
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