
日付 ／ 修正 有 ・ 無 ご署名お客様用

CTC用 日付 署名／

GENERAL CATALOG002

セキュアSAMBA1000910商品番号

製品概要
セキュアSAMBAは法人向けクラウドファイルサーバーです。アクセス経路はソフトウェア（Windows，Mac）、ウェブブラ
ウザ、スマートデバイス（Android，iOS）に対応しています。社内のファイル共有を始め、取引先や海外など外部とのデー
タ共有にも最適です。

法人向けクラウドファイルサーバー

メールに添付できない

大容量ファイルの受渡

に。

外出先・移動先でも許

可されたファイルにい

つでもアクセス。

最小 20GBから利用で

きる。

プロジェクトや取引先、

海外とのデータ共有で。

いつものエクスプロー

ラ操作でアップロード、

検索、修正も簡単に。

マルチデバイス対応。

どの端末からもアクセ

ス可能。

社内ファイルサーバーへ、
いつでもアクセス出来るようにならないかCASE.01

メールに添付できない大容量のデータを
安全に送付できないかCASE.02

商品番号

製品概要

効果選ばれる理由

販売価格

製品特徴

法人向けクラウドファイルサーバー

セキュア SAMBAは法人向けクラウドファイルサーバーです。
アクセス経路はソフトウェア（Windows,Mac）、ウェブブラウザ、スマー
トデバイス（Android,iOS）に対応しています。
社内のファイル共有を始め、取引先や海外など外部とのデータ共有にも
最適です。

Windows のエクスプローラ同様のドラック&ドロップ操作でファイル
共有が可能。感覚的に利用出来るため、ユーザーも管理者も、導入後の
ストレスが最小限。

インターネットに繋がっていれば、社外からでもデータの閲覧や編
集、ダウンロードが可能です。ノート PCやスマートフォンから必
要なときに、必要なデータへアクセス出来ます。

ダウンロード専用のURLを作成する機能で、アカウントを持ってい
ないユーザーへのセキュアなデータ送付が可能です。
セキュア SAMBAから直接のメール送信する方法と、URLを発行し
お客様へ共有する方法の 2つの利用法があります。

20GB

販売価格

メールに添付できない
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外出先・移動先でも許
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きる。

プロジェクトや取引先、

海外とのデータ共有で。

いつものエクスプロー

ラ操作でアップロード、

検索、修正も簡単に。

マルチデバイス対応。

どの端末からもアクセ

ス可能。

社内ファイルサーバーへ、
いつでもアクセス出来るようにならないかCASE.01

メールに添付できない大容量のデータを
安全に送付できないかCASE.02

商品番号

製品概要

効果選ばれる理由

販売価格

製品特徴

法人向けクラウドファイルサーバー

セキュア SAMBAは法人向けクラウドファイルサーバーです。
アクセス経路はソフトウェア（Windows,Mac）、ウェブブラウザ、スマー
トデバイス（Android,iOS）に対応しています。
社内のファイル共有を始め、取引先や海外など外部とのデータ共有にも
最適です。

Windows のエクスプローラ同様のドラック&ドロップ操作でファイル
共有が可能。感覚的に利用出来るため、ユーザーも管理者も、導入後の
ストレスが最小限。

インターネットに繋がっていれば、社外からでもデータの閲覧や編
集、ダウンロードが可能です。ノート PCやスマートフォンから必
要なときに、必要なデータへアクセス出来ます。

ダウンロード専用のURLを作成する機能で、アカウントを持ってい
ないユーザーへのセキュアなデータ送付が可能です。
セキュア SAMBAから直接のメール送信する方法と、URLを発行し
お客様へ共有する方法の 2つの利用法があります。

20GB

選ばれる理由

特 徴
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セキュア SAMBAは法人向けクラウドファイルサーバーです。
アクセス経路はソフトウェア（Windows,Mac）、ウェブブラウザ、スマー
トデバイス（Android,iOS）に対応しています。
社内のファイル共有を始め、取引先や海外など外部とのデータ共有にも
最適です。

Windows のエクスプローラ同様のドラック&ドロップ操作でファイル
共有が可能。感覚的に利用出来るため、ユーザーも管理者も、導入後の
ストレスが最小限。

インターネットに繋がっていれば、社外からでもデータの閲覧や編
集、ダウンロードが可能です。ノート PCやスマートフォンから必
要なときに、必要なデータへアクセス出来ます。

ダウンロード専用のURLを作成する機能で、アカウントを持ってい
ないユーザーへのセキュアなデータ送付が可能です。
セキュア SAMBAから直接のメール送信する方法と、URLを発行し
お客様へ共有する方法の 2つの利用法があります。
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社内のファイル共有を始め、取引先や海外など外部とのデータ共有にも
最適です。
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インターネットに繋がっていれば、社外からでもデータの閲覧や編
集、ダウンロードが可能です。ノート PCやスマートフォンから必
要なときに、必要なデータへアクセス出来ます。

ダウンロード専用のURLを作成する機能で、アカウントを持ってい
ないユーザーへのセキュアなデータ送付が可能です。
セキュア SAMBAから直接のメール送信する方法と、URLを発行し
お客様へ共有する方法の 2つの利用法があります。
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セキュア SAMBAは法人向けクラウドファイルサーバーです。
アクセス経路はソフトウェア（Windows,Mac）、ウェブブラウザ、スマー
トデバイス（Android,iOS）に対応しています。
社内のファイル共有を始め、取引先や海外など外部とのデータ共有にも
最適です。

Windows のエクスプローラ同様のドラック&ドロップ操作でファイル
共有が可能。感覚的に利用出来るため、ユーザーも管理者も、導入後の
ストレスが最小限。

インターネットに繋がっていれば、社外からでもデータの閲覧や編
集、ダウンロードが可能です。ノート PCやスマートフォンから必
要なときに、必要なデータへアクセス出来ます。

ダウンロード専用のURLを作成する機能で、アカウントを持ってい
ないユーザーへのセキュアなデータ送付が可能です。
セキュア SAMBAから直接のメール送信する方法と、URLを発行し
お客様へ共有する方法の 2つの利用法があります。

20GB

インターネットに繋がっていれば、社外からでもデータの閲
覧や編集、ダウンロードが可能です。ノートPCやスマートフォ
ンから必要なときに、必要なデータへアクセス出来ます。

ダウンロード専用のURLを作成する機能で、アカウン
トを持っていないユーザーへのセキュアなデータ送付
が可能です。セキュアSAMBAから直接のメール送信
する方法と、URLを発行しお客様へ共有する方法の2
つの利用法があります。

Windowsのエクスプローラ同様のドラック&ドロップ操作
でファイル共有が可能。感覚的に利用出来るため、ユー
ザーも管理者も、導入後のストレスが最小限。

CTC用 （以下同）日付 署名／

お問合せ、お見積りは LINEでお問合せ652007.netWebでのお問合せ、お見積りは専門スタッフが複数商品のご提案も行います
受付時間9:00～17:30（土・日・祝日定休）

入力フォームで
簡単お問合せ

詳しくは
P000へ

LINE

お問合せ

ダミー

SI ／総合サービス

情
報
系

Web

CRM ／ SFA

管理系

業務系

ロボット・AI

画像認識

情報系

業務特殊ソフト

その他　

セキュリティ

002

2 月 8日

部門 目的
　

さらに詳しく

ワークフロー

データ管理・分析・サービス

ドキュメント（文書）管理

グループウェア

メール配信・管理

SNS

通信インフラ 
（IP電話、テレビ電話、IP-PBX）

電子マニュアル

e-ラーニング

システム開発ツール

システム運用

IoT

クラウド

IaaS/PaaS

インタ－ネット回線

ホスティング

アクセスポイント

アドオンソリューション

その他

サーバー/ストレージ

業績向上 情報共有化・情報力強化管理部門 情報システム

1000910商品番号 セキュアSAMBA

CTC用 （以下同）日付 署名／

お問合せ、お見積りは .netWebでのお問合せ、お見積りは専門スタッフが複数商品のご提案も行います
受付時間9:00～17:30（土・日・祝日定休）

入力フォームで
簡単お問合せ

総合サービス／ SI

情
報
系

CRM ／ SFA

管理系

業務系

ロボット・AI

画像認識

情報系

業務特殊ソフト

その他　

Web

セキュリティ

805

さらに詳しく

ワークフロー

グループウェア

ドキュメント（文書）管理

メール配信・管理

SNS

データ管理・分析・サービス

通信インフラ 
（IP電話、テレビ電話、IP-PBX）

電子マニュアル

e-ラーニング

システム開発ツール

システム運用

IoT

クラウド

インタ－ネット回線

アクセスポイント

アドオンソリューション

キャッシュレス決済/電子決済

その他

サーバー/ストレージ

■ インバウンド対応｜Windoｗs７サポート終了対応

日付 ／ 修正 有 ・ 無 ご署名お客様用

CTC用 日付 署名／

GENERAL CATALOG002

製品概要
クラウド型ファイルサーバー「ファイル執事」なら、社内ファイルサーバーと同じ操作感で使えます。外出先などどこから
でも接続できて、ファイル復元機能も標準装備。設定から運用まで安心しておまかせできる"いたれりつくせり"のクラウ
ド型ファイルサーバーです。

特　徴

法人向け “いたれりつくせり”クラウド型ファイルサーバー

ファイル執事1001184商品番号

・リモートアクセスVPNにて接続する場合に必要です。
・SV1（1vCPU、1GBメモリ）、ルートディスク8GB
・別途、GMOクラウドALTUS Isolateシリーズの仮想サーバーリソース料金がかかります。
・アクセスユーザー名称はPC XXXとなります。（XXXは001からの連番になります）
・リモートアクセスVPNでアクセスを行うクライアント端末には、別途EXEファイルの導入が必要です。EXEファイルは弊社より
　ご提供いたします。（導入手順書あり）
・リモートアクセスVPNでアクセスを行うクライアント端末を追加する場合、別途申請が必要です。（有償）

6.リモートアクセスVPN用仮想サーバー（20ユーザー登録を含む）

@GMOcloud_JPTwitter www.facebook.com/GMOCLOUD.JPFacebook

fileserver.gmocloud.com 0120-312-614GMOクラウド 検索検索 平日10～18時

D161004E300

＊通話料無料電話URL

大阪支社東日本のお客さま 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワー B23階
東京本社
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー10階 

●契約はGMOクラウド株式会社が一括して行います。 ●東日本は新潟県・長野県・愛知県より東の地域、西日本は富山県・岐阜県・三重県より西の地域となります。 ●記載されている内容は2016年9月現在のものです。 ●サービス、ご利用料金、キャンペーンなどの最新情報はウェブサイトをご覧ください。
●記載されているサービス内容などは予告なく変更される場合があります。　●記載されている商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。　●GMOクラウド株式会社は東京証券取引所市場第一部（証券コード3788）に上場しています。

西日本のお客さま

https://fileserver.gmocloud.com/Webサイト

ファイル執事
“いたれりつくせり”クラウド型ファイルサーバー

クラウド型ファイルサーバー「ファイル執事」なら、社内ファイルサーバーと同じ操作感で使えます。
外出先などどこからでも接続できて、ファイル復元機能も標準装備。

設定から運用まで安心しておまかせできる"いたれりつくせり"のクラウド型ファイルサーバーです。

法人向け

仕様詳細

サーバーリソースの初期構築作業を行います。

1.初期構築作業

・SV2（1vCPU、2GBメモリ）、ルートディスク8GB、データディスク（1GB～最大2TBまで選択可能）
※ボリュームシャドウコピー機能をご利用の場合、データディスク上にシャドウコピー用のスペースを確保する必要があります。
　別途、GMOクラウドALTUS Isolateシリーズの仮想サーバーリソース料金がかかります。
※上記の各リソーススペックは変更することが可能です。変更をご希望される場合は、別途サーバーリソース変更申請が必要です
　（有償）。

2.ファイルサーバー

・VRS（仮想ルーターの仕様を複製）
・別途、GMOクラウドALTUS Isolateシリーズの仮想ルーター料金がかかります。
・ファイアーウォール機能（標準提供）
※上記の各リソーススペックは変更することが可能です。変更をご希望される場合は、別途サーバーリソース変更申請が必要です
　（有償）。
※転送量は1,582GBまで無料でご利用いただけます。超過分は1GBあたり10円／月（税抜）の従量課金となります。

3.仮想ルーター

・お客さま端末とのリモートアクセスVPN（推奨）接続
・拠点間VPN（オプション）による接続

4.お客さまサイトとの接続方式

5.サーバーへのアクセス方法

・TOPフォルダを1種類作成します。（ボリュームシャドウコピー対応フォルダまたは未対応フォルダいずれか1つをご選択いただ
　けます。）
・TOPフォルダの追加、削除はお客さまで行えません。（オプションにて対応）
・TOPフォルダ配下はお客さまで自由にフォルダを作成することが可能です。

7.フォルダ構成

・共有プロトコルはSMB1.0及びSMB2.0に対応します。
・匿名接続、ワークグループ接続の場合はSMB1.0です。
・Active Directory連携の場合はSMB2.0です。
・環境依存文字のファイル名使用は不可。
 ロングファイルネーム（最大255文字）のファイル名使用は不可。

8.Windows互換ファイルサーバー機能（SMB/CIFS)

必須

必須

必須

ファイルサーバーへ接続する際に、ユーザー名／パスワードの設定が行えないようなシステムとの連携時に使用されることを
想定した方法です。
ユーザーの利用ではワークグループ又はActive Directory連携のご利用を推奨いたします。

匿名ユーザーアクセス

Active Directoryサーバーが、お客さま側にある場合／クラウド環境にある場合の両方に対応いたします。
お客さまActive Directory環境のAdministratorアカウントの情報開示が必要です。
接続方式は、拠点間VPN（オプション）のみ対応とします。

Active Directoryアクセス

Active Directoryのご利用が無い場合に使用します。
ワークグループアクセス

注意事項

●本サービスはGMOクラウドALTUS Isolateシリーズのオプションサービスです。（GMOクラウドALTUS Isolateシリーズ NASパッケージオプション）●GMOクラウドALTUS Isolateシリーズのハイパーバイザーに万が一障害が発生した場合、本サービスを構成する仮想
サーバーは別の正常なハイパーバイザーに自動的にマイグレーションされます。マイグレーションの場合、ファイルサーバーは再起動されます。そのため5分～10分程度接続できない状態と操作中のファイルが保存できていない状態になります。●データディスクは最大2TBまでと
なります。2TB以上ご要望の場合は、お問い合わせください。●リモートアクセスVPNは手動でコネクションをはります。そのためクライアントVPNのみ利用している場合、端末起動時に「ネットワークドライブに再接続できませんでした」というメッセージが表示される場合があります。
●有償のリソース変更設定作業にて、データディスクの容量変更を承ります。この場合、半日程度のサーバーの停止を伴います。※対応時間：平日9：00 ～19：00（年末年始、夏期休暇、弊社指定の休日を除く）●ファイルサーバー構築には1～2週間程度必要になります。

・XSV（1vCPUメモリ、512MB）、ルートディスク20GB、データディスク（1GB～最大1TBまで選択可能）
※別途、GMOクラウドALTUS（アルタス） Isolateシリーズの仮想サーバーリソース料金がかかります。
※アクセスログの容量は1アカウントあたり1日約2MBとなります。ご利用されるアカウントと保存日数から余裕のもったディ
　スク容量でのご利用をお勧めいたします。
※データディスクの容量は変更することが可能です。変更をご希望される場合は、別途サーバーリソース変更申請が必要です
　（有償）。
・アクセスログサーバーへはリモートアクセスVPNまたは、オプションでの拠点間VPNで接続しブラウザからアクセスログ
 サーバーへアクセスします。
・アクセスログは日時で蓄積され当日分のログを翌朝3時頃に配信します。
・閲覧できる項目は、日時・接続ユーザー名・VPN接続時のIPアドレス・ファイル操作（閲覧、作成、削除、変更）になります。
・ログファイルの文字コードはUTF-8、ファイルはテキスト形式で保存されます。

10.アクセスログサーバー

11.ヘルプデスク対応

電話およびメールにてお受けいたします。メールの受付は24時間対応しております。

12.監視サービス

以下の項目を監視し、メールにてお客さまにアラート通知を行います。

13.データセンター

ロードアベレージ値が5を超えた場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
CPU負荷(ロードアベレージ)の値（監視間隔60秒）

03-6415-7087 
平日10:00 ～18:00（無料）

■料金・ご契約後の各種お手続きのお問い合わせ

03-6415-7088 
平日9:00 ～19:00（無料）

https://fileserver.gmocloud.com/support/
上記URLに記載しているフォームからお問い合わせください。

■技術的なお問い合わせ

■メールでのお問い合わせ

※本サービスはGMOクラウド ALTUSのオプションサービスであるためお問い合わせ先はGMOクラウド ALTUSのヘルプ
　デスクとなります。
※ 「ファイル執事」サービスをご利用の旨をお伝えいただくと、スムーズにお問い合わせいただけます。

空き領域が20%以下になった場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
ディスクスペースの空き領域（監視間隔60秒）

利用可能メモリが20MB以下になった場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
利用可能なメモリサイズの値（監視間隔60秒）

システムUPタイム値が減少した場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
再起動の監視（監視間隔10分）

利用量が50%を超えた場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
swapファイルの利用量（監視間隔60秒）

監視エージェントが5分以上無応答になった場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
死活の監視(エージェントping) （監視間隔60秒）

受電方法は、特別高圧受電（最寄りの変電所より本線／予備線の2系統受電）を採用。空調、防災設備、そして自家発電設備
と無停電電源装置を完備し、万が一の災害や停電時の不安を払拭します。

ファシリティー仕様

液状化発生のリスクが少なく、また津波に対しても影響を受けにくいなど、地域危険度の最高評価である「AAA」を取得した
立地に新耐震基準適合（震度6程度の地震でも、建物が倒壊しないで中にいる人の安全を確保する基準）の堅牢な施設を建
設しています。

立地・建物仕様

24時間365日の有人受付や非接触ICカードによる厳格な入退管理を徹底しています。また、施設自体も同じく、24時間365
日の有人監視を行っています。

セキュリティー仕様

以下の項目を監視し、メールにてお客さまにアラート通知を行います。

GMOクラウド株式会社

・データディスク内に保存されたお客さまのデータを、ボリュームシャドウコピー機能により、自動的にデータディスク内に
　保存する機能です。
・ボリュームシャドウコピーでコピーが行われる範囲はデータディスクのみとなり、ルートディスク内は行われません。
・データの復元は、フォルダ及びファイル単位で行えます。
・ボリュームシャドウコピーされたデータはデータディスク内に保存されます。
・ご契約HDD容量＝データ容量＋ボリュームシャドウコピー保存領域となります。
・ボリュームシャドウコピーは、毎日、7:00と12:00の２回実施され、保存期間は30日です。
・ボリュームシャドウコピーは、前回保存分からの差分記録方式となります。
・ボリュームシャドウコピーの利用有無については初期設定にて行います。
・ボリュームシャドウコピーからのデータの復元は、お客さまにて簡単に行えます。（簡易マニュアルをご用意しています）

９.ボリュームシャドウコピー（VSS）機能

・リモートアクセスVPNにて接続する場合に必要です。
・SV1（1vCPU、1GBメモリ）、ルートディスク8GB
・別途、GMOクラウドALTUS Isolateシリーズの仮想サーバーリソース料金がかかります。
・アクセスユーザー名称はPC XXXとなります。（XXXは001からの連番になります）
・リモートアクセスVPNでアクセスを行うクライアント端末には、別途EXEファイルの導入が必要です。EXEファイルは弊社より
　ご提供いたします。（導入手順書あり）
・リモートアクセスVPNでアクセスを行うクライアント端末を追加する場合、別途申請が必要です。（有償）

6.リモートアクセスVPN用仮想サーバー（20ユーザー登録を含む）

@GMOcloud_JPTwitter www.facebook.com/GMOCLOUD.JPFacebook

fileserver.gmocloud.com 0120-312-614GMOクラウド 検索検索 平日10～18時

D161004E300

＊通話料無料電話URL

大阪支社東日本のお客さま 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワー B23階
東京本社
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー10階 

●契約はGMOクラウド株式会社が一括して行います。 ●東日本は新潟県・長野県・愛知県より東の地域、西日本は富山県・岐阜県・三重県より西の地域となります。 ●記載されている内容は2016年9月現在のものです。 ●サービス、ご利用料金、キャンペーンなどの最新情報はウェブサイトをご覧ください。
●記載されているサービス内容などは予告なく変更される場合があります。　●記載されている商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。　●GMOクラウド株式会社は東京証券取引所市場第一部（証券コード3788）に上場しています。

西日本のお客さま

https://fileserver.gmocloud.com/Webサイト

ファイル執事
“いたれりつくせり”クラウド型ファイルサーバー

クラウド型ファイルサーバー「ファイル執事」なら、社内ファイルサーバーと同じ操作感で使えます。
外出先などどこからでも接続できて、ファイル復元機能も標準装備。

設定から運用まで安心しておまかせできる"いたれりつくせり"のクラウド型ファイルサーバーです。

法人向け

仕様詳細

サーバーリソースの初期構築作業を行います。

1.初期構築作業

・SV2（1vCPU、2GBメモリ）、ルートディスク8GB、データディスク（1GB～最大2TBまで選択可能）
※ボリュームシャドウコピー機能をご利用の場合、データディスク上にシャドウコピー用のスペースを確保する必要があります。
　別途、GMOクラウドALTUS Isolateシリーズの仮想サーバーリソース料金がかかります。
※上記の各リソーススペックは変更することが可能です。変更をご希望される場合は、別途サーバーリソース変更申請が必要です
　（有償）。

2.ファイルサーバー

・VRS（仮想ルーターの仕様を複製）
・別途、GMOクラウドALTUS Isolateシリーズの仮想ルーター料金がかかります。
・ファイアーウォール機能（標準提供）
※上記の各リソーススペックは変更することが可能です。変更をご希望される場合は、別途サーバーリソース変更申請が必要です
　（有償）。
※転送量は1,582GBまで無料でご利用いただけます。超過分は1GBあたり10円／月（税抜）の従量課金となります。

3.仮想ルーター

・お客さま端末とのリモートアクセスVPN（推奨）接続
・拠点間VPN（オプション）による接続

4.お客さまサイトとの接続方式

5.サーバーへのアクセス方法

・TOPフォルダを1種類作成します。（ボリュームシャドウコピー対応フォルダまたは未対応フォルダいずれか1つをご選択いただ
　けます。）
・TOPフォルダの追加、削除はお客さまで行えません。（オプションにて対応）
・TOPフォルダ配下はお客さまで自由にフォルダを作成することが可能です。

7.フォルダ構成

・共有プロトコルはSMB1.0及びSMB2.0に対応します。
・匿名接続、ワークグループ接続の場合はSMB1.0です。
・Active Directory連携の場合はSMB2.0です。
・環境依存文字のファイル名使用は不可。
 ロングファイルネーム（最大255文字）のファイル名使用は不可。

8.Windows互換ファイルサーバー機能（SMB/CIFS)

必須

必須

必須

ファイルサーバーへ接続する際に、ユーザー名／パスワードの設定が行えないようなシステムとの連携時に使用されることを
想定した方法です。
ユーザーの利用ではワークグループ又はActive Directory連携のご利用を推奨いたします。

匿名ユーザーアクセス

Active Directoryサーバーが、お客さま側にある場合／クラウド環境にある場合の両方に対応いたします。
お客さまActive Directory環境のAdministratorアカウントの情報開示が必要です。
接続方式は、拠点間VPN（オプション）のみ対応とします。

Active Directoryアクセス

Active Directoryのご利用が無い場合に使用します。
ワークグループアクセス

注意事項

●本サービスはGMOクラウドALTUS Isolateシリーズのオプションサービスです。（GMOクラウドALTUS Isolateシリーズ NASパッケージオプション）●GMOクラウドALTUS Isolateシリーズのハイパーバイザーに万が一障害が発生した場合、本サービスを構成する仮想
サーバーは別の正常なハイパーバイザーに自動的にマイグレーションされます。マイグレーションの場合、ファイルサーバーは再起動されます。そのため5分～10分程度接続できない状態と操作中のファイルが保存できていない状態になります。●データディスクは最大2TBまでと
なります。2TB以上ご要望の場合は、お問い合わせください。●リモートアクセスVPNは手動でコネクションをはります。そのためクライアントVPNのみ利用している場合、端末起動時に「ネットワークドライブに再接続できませんでした」というメッセージが表示される場合があります。
●有償のリソース変更設定作業にて、データディスクの容量変更を承ります。この場合、半日程度のサーバーの停止を伴います。※対応時間：平日9：00 ～19：00（年末年始、夏期休暇、弊社指定の休日を除く）●ファイルサーバー構築には1～2週間程度必要になります。

・XSV（1vCPUメモリ、512MB）、ルートディスク20GB、データディスク（1GB～最大1TBまで選択可能）
※別途、GMOクラウドALTUS（アルタス） Isolateシリーズの仮想サーバーリソース料金がかかります。
※アクセスログの容量は1アカウントあたり1日約2MBとなります。ご利用されるアカウントと保存日数から余裕のもったディ
　スク容量でのご利用をお勧めいたします。
※データディスクの容量は変更することが可能です。変更をご希望される場合は、別途サーバーリソース変更申請が必要です
　（有償）。
・アクセスログサーバーへはリモートアクセスVPNまたは、オプションでの拠点間VPNで接続しブラウザからアクセスログ
 サーバーへアクセスします。
・アクセスログは日時で蓄積され当日分のログを翌朝3時頃に配信します。
・閲覧できる項目は、日時・接続ユーザー名・VPN接続時のIPアドレス・ファイル操作（閲覧、作成、削除、変更）になります。
・ログファイルの文字コードはUTF-8、ファイルはテキスト形式で保存されます。

10.アクセスログサーバー

11.ヘルプデスク対応

電話およびメールにてお受けいたします。メールの受付は24時間対応しております。

12.監視サービス

以下の項目を監視し、メールにてお客さまにアラート通知を行います。

13.データセンター

ロードアベレージ値が5を超えた場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
CPU負荷(ロードアベレージ)の値（監視間隔60秒）

03-6415-7087 
平日10:00 ～18:00（無料）

■料金・ご契約後の各種お手続きのお問い合わせ

03-6415-7088 
平日9:00 ～19:00（無料）

https://fileserver.gmocloud.com/support/
上記URLに記載しているフォームからお問い合わせください。

■技術的なお問い合わせ

■メールでのお問い合わせ

※本サービスはGMOクラウド ALTUSのオプションサービスであるためお問い合わせ先はGMOクラウド ALTUSのヘルプ
　デスクとなります。
※ 「ファイル執事」サービスをご利用の旨をお伝えいただくと、スムーズにお問い合わせいただけます。

空き領域が20%以下になった場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
ディスクスペースの空き領域（監視間隔60秒）

利用可能メモリが20MB以下になった場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
利用可能なメモリサイズの値（監視間隔60秒）

システムUPタイム値が減少した場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
再起動の監視（監視間隔10分）

利用量が50%を超えた場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
swapファイルの利用量（監視間隔60秒）

監視エージェントが5分以上無応答になった場合にメールにてお客さまにアラート通知を行います。
死活の監視(エージェントping) （監視間隔60秒）

受電方法は、特別高圧受電（最寄りの変電所より本線／予備線の2系統受電）を採用。空調、防災設備、そして自家発電設備
と無停電電源装置を完備し、万が一の災害や停電時の不安を払拭します。

ファシリティー仕様

液状化発生のリスクが少なく、また津波に対しても影響を受けにくいなど、地域危険度の最高評価である「AAA」を取得した
立地に新耐震基準適合（震度6程度の地震でも、建物が倒壊しないで中にいる人の安全を確保する基準）の堅牢な施設を建
設しています。

立地・建物仕様

24時間365日の有人受付や非接触ICカードによる厳格な入退管理を徹底しています。また、施設自体も同じく、24時間365
日の有人監視を行っています。

セキュリティー仕様

以下の項目を監視し、メールにてお客さまにアラート通知を行います。

GMOクラウド株式会社

・データディスク内に保存されたお客さまのデータを、ボリュームシャドウコピー機能により、自動的にデータディスク内に
　保存する機能です。
・ボリュームシャドウコピーでコピーが行われる範囲はデータディスクのみとなり、ルートディスク内は行われません。
・データの復元は、フォルダ及びファイル単位で行えます。
・ボリュームシャドウコピーされたデータはデータディスク内に保存されます。
・ご契約HDD容量＝データ容量＋ボリュームシャドウコピー保存領域となります。
・ボリュームシャドウコピーは、毎日、7:00と12:00の２回実施され、保存期間は30日です。
・ボリュームシャドウコピーは、前回保存分からの差分記録方式となります。
・ボリュームシャドウコピーの利用有無については初期設定にて行います。
・ボリュームシャドウコピーからのデータの復元は、お客さまにて簡単に行えます。（簡易マニュアルをご用意しています）

９.ボリュームシャドウコピー（VSS）機能

ファイルやフォルダの変更履歴を定期的に記録するボリューム
シャドウコピー（VSS）機能を標準装備しています。重要なファ
イルを誤って削除してしまった場合でも復元させることができる
ので安心です。

ご利用イメージ クラウド型だから、どこからでもセキュアに接続

料金

ファイル執事

選ばれる
理由

クラウド型ファイルサーバー「ファイル執事」が
選ばれる理由

“いたれりつくせり”クラウド型ファイルサーバー

クラウド型だから、営業支店や外出先などどこからでもセキュアに接
続できます。モバイル等の端末からアクセスできる「リモートアクセス
VPN 機能」を標準装備！「拠点間VPN」もオプション対応可能です。
セキュアな通信環境を提供します。

どこからでもセキュアに接続
リモートアクセスVPN が標準装備なのは当社のみ！

ファイル復元機能
安心のボリュームシャドウコピー（VSS）機能つき

クラウド型ファイルサーバー「ファイル執事」なら、社内ファイルサーバーと同じ操作感で使えます。
外出先などどこからでも接続できて、ファイル復元機能も標準装備。
設定から運用まで安心しておまかせできる"いたれりつくせり"のクラウド型ファイルサーバーです。

導入時の面倒な設定は必要ありません。お客さまに代わり初期設定
から、監視・復旧にいたるまで代行いたしますので、煩わしい作業は
一切ありません。また安心の無料サポートを実施しております。

おまかせ設定
導入時設定代行が無料なのは当社のみ！

日ごろ利用している、社内ファイルサーバーを操作する感覚で使えます！
Windowsファイル共有機能のほか、アクセス権限設定やお客さまの
サイトに設置されているActive Directoryサーバーへ参加させること
も可能です。

かんたん操作
社内利用時と変わらない使用感 ※1. ストレージ容量を2,000GB以上ご要望の場合は、お問い合わせください。ストレージ容量はGMOクラウドALTUS Isolateシリーズの「データディスク」を指します。

※2.  10ユーザー追加毎に初期費用1,566円（税込）となります。
※3. 表記金額は720時間（30日間）換算です。転送量は1,582GBまで無料でご利用いただけます。超過分は1GBあたり10円／月（税抜）の従量課金となります。

ストレージ容量は1GB単位でお客さまのご要望によりカスタマイズ可能です。

500GBプラン

ストレージ容量 500GB
初期20ユーザー

初期費用 円（税込）

※3

※1

※2

68,040
月額費用 円～（税込）21,860

1000GBプラン

ストレージ容量 1,000GB
初期20ユーザー

初期費用

※1

※3

※2

円（税込）68,040
月額費用 円～（税込）29,960

2000GBプラン

ストレージ容量 2,000GB
初期20ユーザー

初期費用

※1

※3

※2

円（税込）68,040
月額費用 円～（税込）46,160

オフィス

取引先 自宅

営業所

タブレット モバイル

PC

法人向け

全部コミコミで国内最安級！

どこからでもセキュアに接続 ファイル復元機能 おまかせ設定 かんたん設定

ユーザー追加（10ユーザー単位）

バックアップ設定 ※3

拠点間VPN 基本料金 （お客さま環境1拠点含む）

拠点間VPN お客さま環境 拠点追加料金

※1. ファイルが保管されている同一ストレージ内にファイルを自動コピーする機能です。誤操作などでファイルを削除した場合などに簡単にファイルを復元できます。
※2. 電話およびメールにてご提供。料金・ご契約後の各種お手続きのお問い合わせ電話は平日10時～18時、技術的なお問い合わせ電話は平日9時～19時、メールは24時間

受付となります。
※3. 別ストレージにデータバックアップを行います。別途ストレージ追加料金が必要となります。
※4. ユーザーのアクセスログ（ファイル・フォルダの作成、変更、移動、削除）を記録します。アクセスログ専用ストレージをご用意いたします。別途ストレージ追加料金が必要となります。
※5. ログ収集100GBの場合。

オプション料金

初期費用 5,400円（税込）

初期費用 21,600円（税込）

初期費用 21,600円（税込）

初期費用 1,566円（税込）

月額費用 1,080円（税込）

月額費用 16,200円（税込）

月額費用 16,200円（税込）

標準サービス

ファイル執事
クラウド型ファイルサーバー

VPN

VPN VPN

VPN

VPN

アクセスログ ※4

リモートアクセスVPN　／　ボリュームシャドウコピー（VSS）機能 ※1　／　顧客サポート（無料） ※2

初期費用 0円（税込）

初期費用 0円（税込）

初期費用 0円（税込）

初期費用 0円（税込）

月額費用 2,160円（税込）

月額費用 325円（税込）

月額費用 1,620円（税込）

初期費用 1,080円（税込）ログサーバー利用料

ログサーバーリソース

SVI

ルート

データ 100GB ※5

ファイルやフォルダの変更履歴を定期的に記録するボリューム
シャドウコピー（VSS）機能を標準装備しています。重要なファ
イルを誤って削除してしまった場合でも復元させることができる
ので安心です。

ご利用イメージ クラウド型だから、どこからでもセキュアに接続

料金

ファイル執事

選ばれる
理由

クラウド型ファイルサーバー「ファイル執事」が
選ばれる理由

“いたれりつくせり”クラウド型ファイルサーバー

クラウド型だから、営業支店や外出先などどこからでもセキュアに接
続できます。モバイル等の端末からアクセスできる「リモートアクセス
VPN 機能」を標準装備！「拠点間VPN」もオプション対応可能です。
セキュアな通信環境を提供します。

どこからでもセキュアに接続
リモートアクセスVPN が標準装備なのは当社のみ！

ファイル復元機能
安心のボリュームシャドウコピー（VSS）機能つき

クラウド型ファイルサーバー「ファイル執事」なら、社内ファイルサーバーと同じ操作感で使えます。
外出先などどこからでも接続できて、ファイル復元機能も標準装備。
設定から運用まで安心しておまかせできる"いたれりつくせり"のクラウド型ファイルサーバーです。

導入時の面倒な設定は必要ありません。お客さまに代わり初期設定
から、監視・復旧にいたるまで代行いたしますので、煩わしい作業は
一切ありません。また安心の無料サポートを実施しております。

おまかせ設定
導入時設定代行が無料なのは当社のみ！

日ごろ利用している、社内ファイルサーバーを操作する感覚で使えます！
Windowsファイル共有機能のほか、アクセス権限設定やお客さまの
サイトに設置されているActive Directoryサーバーへ参加させること
も可能です。

かんたん操作
社内利用時と変わらない使用感 ※1. ストレージ容量を2,000GB以上ご要望の場合は、お問い合わせください。ストレージ容量はGMOクラウドALTUS Isolateシリーズの「データディスク」を指します。

※2.  10ユーザー追加毎に初期費用1,566円（税込）となります。
※3. 表記金額は720時間（30日間）換算です。転送量は1,582GBまで無料でご利用いただけます。超過分は1GBあたり10円／月（税抜）の従量課金となります。

ストレージ容量は1GB単位でお客さまのご要望によりカスタマイズ可能です。

500GBプラン

ストレージ容量 500GB
初期20ユーザー

初期費用 円（税込）

※3

※1

※2

68,040
月額費用 円～（税込）21,860

1000GBプラン

ストレージ容量 1,000GB
初期20ユーザー

初期費用

※1

※3

※2

円（税込）68,040
月額費用 円～（税込）29,960

2000GBプラン

ストレージ容量 2,000GB
初期20ユーザー

初期費用

※1

※3

※2

円（税込）68,040
月額費用 円～（税込）46,160

オフィス

取引先 自宅

営業所

タブレット モバイル

PC

法人向け

全部コミコミで国内最安級！

どこからでもセキュアに接続 ファイル復元機能 おまかせ設定 かんたん設定

ユーザー追加（10ユーザー単位）

バックアップ設定 ※3

拠点間VPN 基本料金 （お客さま環境1拠点含む）

拠点間VPN お客さま環境 拠点追加料金

※1. ファイルが保管されている同一ストレージ内にファイルを自動コピーする機能です。誤操作などでファイルを削除した場合などに簡単にファイルを復元できます。
※2. 電話およびメールにてご提供。料金・ご契約後の各種お手続きのお問い合わせ電話は平日10時～18時、技術的なお問い合わせ電話は平日9時～19時、メールは24時間

受付となります。
※3. 別ストレージにデータバックアップを行います。別途ストレージ追加料金が必要となります。
※4. ユーザーのアクセスログ（ファイル・フォルダの作成、変更、移動、削除）を記録します。アクセスログ専用ストレージをご用意いたします。別途ストレージ追加料金が必要となります。
※5. ログ収集100GBの場合。

オプション料金

初期費用 5,400円（税込）

初期費用 21,600円（税込）

初期費用 21,600円（税込）

初期費用 1,566円（税込）

月額費用 1,080円（税込）

月額費用 16,200円（税込）

月額費用 16,200円（税込）

標準サービス

ファイル執事
クラウド型ファイルサーバー

VPN

VPN VPN

VPN

VPN

アクセスログ ※4

リモートアクセスVPN　／　ボリュームシャドウコピー（VSS）機能 ※1　／　顧客サポート（無料） ※2

初期費用 0円（税込）

初期費用 0円（税込）

初期費用 0円（税込）

初期費用 0円（税込）

月額費用 2,160円（税込）

月額費用 325円（税込）

月額費用 1,620円（税込）

初期費用 1,080円（税込）ログサーバー利用料

ログサーバーリソース

SVI

ルート

データ 100GB ※5

販売価格

個別見積

CTC用 （以下同）日付 署名／

お問合せ、お見積りは LINEでお問合せ652007.netWebでのお問合せ、お見積りは専門スタッフが複数商品のご提案も行います
受付時間9:00～17:30（土・日・祝日定休）

入力フォームで
簡単お問合せ

詳しくは
P000へ

LINE

お問合せ

ダミー

SI／総合サービス

情
報
系

Web

CRM／SFA

管理系

業務系

ロボット・AI

画像認識

情報系

業務特殊ソフト

その他　

セキュリティ

002

2 月 8日

部門 目的
　

さらに詳しく

ワークフロー

データ管理・分析・サービス

ドキュメント（文書）管理

グループウェア

メール配信・管理

SNS

通信インフラ 
（IP電話、テレビ電話、IP-PBX）

電子マニュアル

e-ラーニング

システム開発ツール

システム運用

IoT

クラウド

IaaS/PaaS

インタ－ネット回線

ホスティング

アクセスポイント

アドオンソリューション

その他

サーバー/ストレージ

業績向上 情報共有化・情報力強化管理部門 情報システム

1001184商品番号 ファイル執事

CTC用 （以下同）日付 署名／

お問合せ、お見積りは .netWebでのお問合せ、お見積りは専門スタッフが複数商品のご提案も行います
受付時間9:00～17:30（土・日・祝日定休）

入力フォームで
簡単お問合せお問合せ、お見積りは .netWebでのお問合せ、お見積りは専門スタッフが複数商品のご提案も行います

受付時間9:00～17:30（土・日・祝日定休）

入力フォームで
簡単お問合せ

総合サービス／ SI

情
報
系

CRM／ SFA

管理系

業務系

ロボット・AI

画像認識

情報系

業務特殊ソフト

その他　

セキュリティ

Web

806

さらに詳しく

ワークフロー

グループウェア

ドキュメント（文書）管理

メール配信・管理

SNS

データ管理・分析・サービス

通信インフラ 
（IP電話、テレビ電話、IP-PBX）

電子マニュアル

e-ラーニング

システム開発ツール

システム運用

IoT

クラウド

インタ－ネット回線

アクセスポイント

アドオンソリューション

キャッシュレス決済/電子決済

その他

サーバー/ストレージ

.net 専門スタッフが複数商品のご提案も行います受付時間9:00～17:30
（土・日・祝日定休）
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.net 専門スタッフが複数商品のご提案も行います受付時間9:00～17:30
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