
 
 

 
平成 26 年 3 月 31 日 

 
 

「フレッツ・あずけ～る」の新プランの提供について 
～あわせて従来の有料プランへの機能追加、及び新規お申し込み時のキャンペーンを実施～ 

 
 
■ NTT 東日本はオンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ～る」の新ラインナップとして、

従来プランよりセキュリティを強化し、スケジューラー等の法人向け機能を具備した有料プラ

ン「フレッツ・あずけ～る PRO プラン」（以下、PRO プラン）を、平成 26 年 6 月 24 日より提供

開始いたします。 
 

■ あわせて、PRO プランに具備する法人向け機能については、同日より従来の有料プランにも

提供いたします。 
 

■ また、PRO プランを含む有料プランを新規にお申し込みいただいた方を対象とした、「月額利

用料 1 ヶ月（初月無料期間含め最大 2 ヶ月）無料キャンペーン」を実施いたします。 
 
 
 
1． PRO プランの概要 

PRO プランはフレッツ光ご契約者様を対象に、お持ちの写真や動画などのデータをインターネ

ット経由でオンラインストレージに格納し、共有・閲覧を可能とするサービス「フレッツ・あずけ～

る」の新たなラインナップとして、従来のプランと比べてよりセキュリティを強化し、スケジューラ

ー等の法人向け機能を具備した有料プランです。 
 

 （1）主な特徴 
   ①従来プランに比べてよりセキュリティを強化 
    ■回線認証による契約回線以外からの不正アクセス防止 

データを格納する従来のオンラインストレージ領域に加えて、よりセキュリティの高いセ

キュリティバックアップ領域を併せてご利用いただけます。セキュリティバックアップ領域

は回線認証によりご契約のフレッツ光からのみアクセスが可能なため、契約回線以外

からの不正アクセスを防止し、大切なデータをより安全に保管することができます。 
 

    ■端末認証キーによるログイン時の更なるセキュリティ強化 
モバイル端末等からアクセスする際に、認証項目を増やすことでログイン時のセキュリ

ティを強化します。ご契約のフレッツ光から端末認証キーを払い出し、ID・PASS に加え

て端末認証キーも一致した場合のみ端末からのログインが可能となります。 
 

  ■遠隔アクセスロックによる紛失時のリスク回避 
端末認証済みのモバイル端末を紛失した場合でも、管理者画面から設定することによ

りお客様ご自身で該当の端末認証キーからのアクセスを停止することができます。 
 

②法人向け機能を提供 
現在提供中の「フレッツ・あずけ～る」の機能※1（アライアンス連携機能※2 除く）に加え、以

下の機能を追加いたします。 
 
 



＜追加機能※3 一覧＞ 
名称 機能概要 

スケジューラー機能 
同一契約者内にてスケジュールの共有・管理ができ、外出先にてス

マートフォン等からもスケジュールの登録・確認が可能 

掲示板機能 
同一契約者内の管理者・利用者による掲示板の作成・閲覧・コメント

投稿が可能 

契約者間高速転送機能 
異なる契約者間において、大容量ファイルをインターネットを介さず、

「フレッツ・あずけ～る」のサーバ内でセキュアに高速転送が可能 

コンテスト機能 フレッツ・あずけ～る全契約者に対して、コンテストの実施が可能 

※1 機能一覧は別紙 2 参照 
※2 「アナログデータのデジタル化代行」・「オンライン印刷」等のアライアンス企業との連携機能 
※3 従来の有料プランでもお使いいただけるようになります。 

 
 

（2）利用料金 
 10GB から２TB の間で７段階の容量と料金を設定しています。 

                         

提供プラン 月額利用料 
（税抜） 

利用可能容量 特典（無料）※4 

PRO 10GB プラン 500 円 10GB 
+5GB 増量 

15GB 
PRO 25GB プラン 1,200 円 25GB 30GB 
PRO 50GB プラン 2,400 円 50GB 55GB 
PRO 100GB プラン 4,800 円 100GB +10GB 増量 110GB 
PRO 500GB プラン 23,000 円 500GB +50GB 増量 550GB 
PRO 1TB プラン 40,000 円 1TB +100GB 増量 1.1TB 
PRO 2TB プラン 70,000 円 2TB +200GB 増量 2.2TB 

 
※4 フレッツ光メンバーズクラブ、リモートサポートサービス、オフィスまるごとサポート（ＩＴサポート） 

のいずれかをご契約いただいている場合 
 

（3）提供開始日 
  平成 26 年 6 月 24 日 
 
 
２．月額利用料 1 ヶ月（初月無料期間含め最大 2 ヶ月）無料キャンペーンについて 
 

（1）キャンペーン概要 
 

   有料プランを新規にお申し込みいただき、平成 27 年 3 月 31 日までにサービスをご利用開

始されたお客様を対象に月額利用料 1 ヶ月（初月無料期間含め最大２ヶ月）無料キャンペー

ンを実施いたします。 
 
（2）キャンペーン期間 

 

従来の有料プラン：平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日 
 ※ＰＲＯプランについては、提供開始日～平成 26 年 9 月 30 日 

 
（3）無料対象期間 

「フレッツ・あずけ～る」が開通した月を含む最大 2 ヶ月間 
  ※月途中や月末に開通、あるいは月初めに解約した場合（1 日でも利用があった場合）でも 1 ヶ月 

として換算いたします。 
 



 
３．お問い合わせ先 
   フレッツ･あずけ～るお問い合わせセンタ 

    0120-580600 

 
 

 
 
【別紙 1】 「フレッツ・あずけ～る PRO プラン」概要 
【別紙 2】 機能一覧 
【別紙 3】 追加機能の概要 
【別紙 4】 従来のプランと「フレッツ・あずけ～る PRO プラン」の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別紙１】 「フレッツ･あずけ～るＰＲＯプラン」概要
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【別紙２】 機能一覧

分類 機能名称 機能概要

有
料
プ
ラ
ン
限
定
機
能

スケジューラー機能
同一契約者内にてスケジュール表の共有/管理を行う
機能

掲示板機能
同一契約者内の利用者に対し、一斉に様々なお知ら
せを共有できる機能

契約者間
高速転送機能

契約者間において、データの高速転送を実施する機能

コンテスト機能
全契約者に対し、コンテストを行う機能。結果の集計や
公開も可能

共
通
機
能

バックアップ機能
写真・動画・各種文書等のデータを選んで本サービス
上にバックアップする機能

スマートフォン・
タブレット対応

Android・iOS搭載スマートフォン・タブレット端末に対応

共有機能 指定した相手に写真・動画等のデータを共有する機能

自動更新フォト
フレーム機能

本サービスに保存されている写真をリアルタイムに参照し
て、スマートフォン・タブレット等でスライドショーを表示す
る自動更新のフォトフレーム機能

自動バックアップ機能
（スマートフォン・タブレット）

スマートフォン・タブレットの写真・動画・音楽等データを
自動バックアップする機能

シークレットフォルダ
普段は見えないフォルダを管理者のみ作成可能。一定
の動作によりシークレットモードに移行し、別パスワードの
設定が可能

各種アライアンス企業との
連携機能

各種アライアンス企業と連携するためのアプリケーションイ
ンターフェイスを用意

タグ付け機能
本サービス上にお預かりした写真や動画にタグを付けて
簡単に検索・仕分けができる機能

利用容量お知らせ機能
本サービスの利用容量をインジケータ等でお知らせする
機能

予約共有機能
（タイムカプセル機能）

未来の自分や家族などに年月日を指定して共有でき
る機能

バックアップ機能
写真・動画・各種文書等のデータを選んで本サービス
上にバックアップする機能 ★印はアライアンス企業と連携した機能

（ＰＲＯプランではご利用いただけません）

分類 機能名称 機能概要

共
通
機
能

（オ
フ
ィ
ス
に
お
す
す
め
の
機
能
）

復元機能
自動バックアップしたパソコンのデータを、一括で復元
する機能

自動バックアップ機能
（パソコン）

お客様が指定したパソコンのフォルダのデータを、予め
設定した周期で自動バックアップする機能

複数ID作成・
管理機能

複数の利用者IDを作成・管理する機能

世代管理機能
あずけ～るＰＲＯは最大１０世代まで、有料・無料プ
ランは最大３世代までバックアップできる機能

FAX受信データ自動
保存機能

複合機等で受信したFAXデータを、本サービス上へ
自動的に保存する機能

分類 機能名称 機能概要

共
通
機
能

（
個
人
に
お
す
す
め
の
機
能
）

SNS連携機能
Facebook・Twitterへ写真・動画等のデータを簡単に
投稿する機能

ボイスメッセージ機能
スマートフォンから声を録音して、音声データを本サー
ビス上に保存したり共有できる機能

スライドショー機能
本サービス上の写真をスライドショーで閲覧できる機
能

写真加工機能
写真に対して、吹き出しや絵文字、コメント挿入等の
加工ができる機能

大画面TVでの閲覧
セットトップボックス上のアプリにて、大画面TVで写真
や動画等のデータを閲覧できる機能

携帯電話対応
携帯電話から写真・動画等のデータをメールに添付
して本サービス上に預けることが可能

アナログデータの
デジタル化代行（★）

アナログデータ（写真・アルバム・ビデオ等）をデジタル
化代行するサービスとの連携 （別途料金が発生）

オンライン印刷（★）
本サービス上に預かっている写真等のデータをオンライ
ンで印刷発注できるサービスとの連携（別途料金が
発生）



★コンテスト機能★契約者間高速転送機能

異なる契約者間において、大容量ファイルをインターネットを介さず、「フレッ
ツ・あずけ～る」のサーバ内でセキュアに高速転送が可能

・「フレッツ・あずけ～る」全契約者に対して、コンテストの実施が可能
・新商品のロゴや新メニューを決める際等、お手軽に市場調査を実施

【別紙３】 追加機能の概要

フレッツ・あずけ～るＰＲＯプランを含む有料プランご利用者限定で、オフィスでのご利用用途が高い４つの
機能を提供

同一契約者内にてスケジューラ表の共有・管理ができ、外出先にてスマート
フォン等からスケジュールの登録・確認が可能

★スケジューラー機能 ★掲示板機能

・同一契約者内の管理者・利用者による掲示板の作成・閲覧・コメント投稿が可能
・社内の簡単な連絡や支店や店舗をまたいだ周知に便利

3

管理者B
（⽀店）

管理者A
（本社）

管理者BのログインID、メールアドレスを⼊⼒

あずけ〜る上のファイルを指定し、転送



■月額料金 5GB/ 無料
10GB/  100円（税別）
25GB/   200円（税別）
50GB/   300円（税別）

100GB/ 500円（税別）
1000GB/   5,000円（税別）

■初期費用 不要

■認証方法
・ＩＤ＋ＰＡＳＳでの認証

■月額料金 10GB/ 500円(税別）
25GB/  1,200円（税別）
50GB/   2,400円（税別）

100GB/   4,800円（税別）
500GB/ 23,000円（税別）

1TB/   40,000円（税別）
2TB/   70,000円（税別）

■初期費用 不要

■認証方法
・ご契約しているフレッツ光回線*からの利用の
場合： ＩＤ＋ＰＡＳＳ＋回線認証

＊Bフレッツ、フレッツ光WiFiは対象外

・外出先などで、スマートフォン・タブレット等から
の利用の場合：ＩＤ＋ＰＡＳＳ＋端末認証

Internet

Android端末等

外出先

・インターネット接続回線
（モバイル回線等含む）
からアクセス可能
・ID+PASSで認証

Internet

Android端末等

外出先

○○商事

オフィス・自宅

○○商事

オフィス・自宅

フレッツ網
セキュリティ

バックアップ領域
オンライン

ストレージ領域

ご契約者のフレッツ光回線認証
＋ID＋PASS認証

サーバーから払い出される
端末認証キーが予め登録
されている端末からのみア
クセス可

ご契約者様のフレッツ光
回線*のみアクセス可

ID＋PASS認証

端末認証
＋ID＋PASS認証

【別紙４】 従来のプランと「フレッツ･あずけ～るＰＲＯプラン」の比較

従来のプラン

フレッツ・あずけ〜る
ＰＲＯプラン

＊Bフレッツ、フレッツ光WiFiは対象外




