
 
 

平成 25 年 2 月 26 日 
 

オフィスや家族・個人の大切なデータをお預けいただける 
「フレッツ・あずけ～る」の提供について 

 
 
■ ＮＴＴ東日本はオフィスやご家庭のフレッツ光ご契約者様向けに、多機能オンラインストレージ

サービス「フレッツ・あずけ～る」（以下、本サービス）を、平成 25 年 7 月を目処に提供いたし

ます。 
 

■ 本サービスは、お客様の写真・動画・各種文書等のデータを安心してお預けいただけるだけ

でなく、スマートフォン・タブレット等のモバイル端末でもご利用いただけることから、屋内外の

ＷｉＦｉ等を経由したデータの共有・閲覧といった多様なお客様ニーズにもお応えします。 
 

■ フレッツ光ご契約者様を対象に 5GB（または 10GB※1）まで無料でご利用いただけます。また、

有料メニュー（10GB～1000GB）についても月額 105 円（税込）からご利用可能です。 
 
 

※1 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 
 
 

1．「フレッツ・あずけ～る」の概要 
 

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です。 
 

なお、本サービスに関する活用業務の実施について、本日総務大臣に届け出ております。 
 
（１）サービススペック 

容量について 
・フレッツ光ご契約者様へ 5GB を無料で提供 
・有料メニューについては、10GB～1000GB の間で 5 段階の容量と料金を設定 

 

＜特典＞  
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の場合、特典として、ご利用のメニューに応じて、5GB、10GB、

100GB いずれかの容量を無料で追加増量します。 
 

＜メニュー別料金一覧表＞                            （価格は税込） 
提供メニュー 提供価格 利用可能容量 特典（無料）※2 

5GB メニュー 月額 0 円 5GB 10GB 
10GB メニュー 月額 105 円 10GB 15GB 
25GB メニュー 月額 210 円 25GB 30GB 
50GB メニュー 月額 315 円 50GB 

+5GB 増量 

55GB 
100GB メニュー 月額 525 円 100GB +10GB 増量 110GB 
1000GB メニュー 月額 5250 円 1000GB +100GB 増量 1100GB 

 
※2 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 

 
 



（２）本サービスの特徴 
 

一般的なオンラインストレージサービスと比べても多機能、リーズナブルな価格で提供すること

で、オフィスやご家庭でも幅広くご利用いただけることが最大の特徴です。 
 

① オンラインストレージ上でのデータ保存 
・オフィスやご家庭のパソコン、スマートフォン等のモバイル端末にお持ちの、写真・動画・各

種文書※3 などのデータをお預けいただけます。また、複数サーバへの分散化などにも配慮

したサービス品質を実現しています。 
 
② 多彩な機能を提供 

・オフィスやご家庭における多様な利用シーンでご活用いただける、多彩な機能を提供いたし

ます。 
・プリンタメーカー、オンライン印刷事業者、写真等アナログデータのデジタル化代行事業者

など、アライアンス企業と連携し※4、お預かりしたデータを様々に利活用いただける機能を

提供いたします。 
 
＜機能一覧＞                        ★印はアライアンス企業と連携した機能 
 

分類 機能名称 機能概要 

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

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 

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 最大３世代までバックアップできる機能 

基本 
機能 

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 

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 

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 

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 

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  （対応している機種のみ対象） 

簡単 
・ 

便利 

光ポータブル連携機能 
光ポータブルの microＳＤカードに保存された写真・動

画・各種文書等のデータを、本サービス上へ自動バック

アップする機能 

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 
シェア 
する 

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 
シェア 
する 

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 

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 

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 

楽しむ 

★オリジナルグッズ発注機能

本サービス上に預かっている写真等のデータを、マグカ

ップやＴシャツ等に印刷したオリジナルグッズの作成発

注ができるサービスとの連携 （別途料金が発生） 

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 

★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） 
サポート 

する 

★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） 

 
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)をご契

約いただくことで、本サービスの基本機能やデータの復元等、多様な機能のご利用

をサポートすることも可能となります。 
 

＊ リモートサポートサービスの詳細   

http://www.flets.com/osa/remote/ 

＊ オフィスまるごとサポート（ＩＴサポート）の詳細   

http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/marugoto/ 
 

    ※3 写真・動画・書類は対応している拡張子データのみ利用いただけます。 
     ※4 各種アライアンス先との連携サービスは現在検討中のため、詳細については平成 25 年 5 月頃に別途お知らせいた 

します。 

 
 
（３）本サービスの主な利用シーン 
 

① オフィスでの利用 
・自社や取引先の重要データを自動的にバックアップし、データ破損などの万一の際 

も最大３世代まで復元 
・図面データ等の大容量データ※5 も一度に複数の共有先へ簡単シェア 
・保存した営業・販売データや見積書・提案書を、訪問先でスマートフォンやタブレット端末

を通して、端末にダウンロードすることなくサーバ上にて閲覧・利用可能 
・複数の利用者 ID を営業担当者毎や店舗毎などに作成可能※6 であり、多様なオフィス業

務に合わせた利用可能 



・商品等 PR 画像を用意して、店頭などに設置したタブレットで表示し、自動更新フォトフ 
レームのように利用可能 

・取り扱い説明書や社内マニュアルなどをデジタルデータ化して、ペーパーレス促進と 
劣化防止にお役立ち 

・営業担当者毎や店舗毎の利用容量などをグラフ化して管理・マネジメント 
 

② ご家庭での利用 
・ スマートフォン等で撮影したお子様の運動会写真や動画を本サービス上にバックアップし、

家族間や友人・知人と共有。また、ＳＮＳへ投稿可能 
・ 家族旅行の思い出を写真加工やスライドショーで再現し、友人・知人に共有 
・ スマートフォン・タブレット端末から、声のメッセージを保存し共有 
・ お子様の写真を随時本サービスにてお預かりし、離れて暮らすご家族のテレビやタブ 

レット端末に表示して閲覧 
 

＊利用シーンの詳細については【別紙 2-1（オフィス向け）】【別紙 2-2（家族・個人向け）】

を参照願います。 
 
    ※5 送付できる容量に制限がございます。また大容量データをアップロード・ダウンロードする場合、データ転送に時間を要す

場合があります。 
    ※6 利用者 ID を作成できるのは管理者 ID のみです。また、利用者 ID のパスワードは利用者のみ変更可能です。 
       利用者 ID 間でのフォルダ・ファイル閲覧や編集はできない（利用者 ID・パスワードのみでしかログイン不可能）ため、プラ

イバシーが確立できます。 
   
 

（４）提供予定時期 
 

  平成 25 年 7 月 
 

※平成 25 年 6 月より事前受付開始予定 
※詳細な提供日、および事前受付日が確定しましたら、別途お知らせいたします。 

 

 
2．今後の展開について 

 

ＮＴＴ東日本は、「フレッツ・あずけ～る」を便利にご利用いただけるよう、今後もアライアンス企

業との連携を拡大していくとともに、更なる機能拡充を図ってまいります。 
 
 
【別紙 1】 「フレッツ・あずけ～る」サービス概要 
【別紙 2-1】 「フレッツ・あずけ～る」利用シーン（オフィス向け） 
【別紙 2-2】 「フレッツ・あずけ～る」利用シーン（家族・個人向け） 
 
 
 
 
 



【別紙１】「フレッツ・あずけ～る」の概要



【別紙２－１】「フレッツ・あずけ～る」利用シーン（オフィス向け）



【別紙２－２】「フレッツ・あずけ～る」利用シーン（家族・個人向け）
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