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■いまお使いのメール サービス、こんなことで悩んでいませんか?

ボックス容量の悩み

メールボックスのサイズが

小さい! 定期的に PC にデー

タを落とさないと、すぐに

いっぱいになってメールを

受信できなくなる。PC へ

のメール退避作業が頻繁に

発生してたいへんだし、取

引先からのメールが受け取

れなくなれば業務にも支障

が生じてしまう...

1

既読/未読がわからない悩み

外出先や自宅からメールを見るために、無料

のクラウド メールにメールを転送。でもメー

ル システムどうしが連携しているわけではな

いので、転送先で開いたメールは元のメール

ボックスでは未読のまま。どのデバイスで開

いたメールも、リアルタイムで既読/未読がわ

かるといいのに...

4

スパム/迷惑メールの悩み

毎朝出社するたび迷惑メールを削除。業務に関

係ない無駄な作業に、時間を取られるのは勘弁

してほしい...

2

サービスレベルの悩み

いま使っているプロバイダのメール システム

に、最近障害が増えている気がする。障害発生

時にはメールのやり取りができなくて、とても

不便...

5

社外アクセスの悩み

POP メールは PC にメールをダウンロードして

読むしくみなので、他の PC やスマホでは読む

ことができない! 他のデバイスでも同じように

メールが読めれば、社内だけではなく社外でも

使い易くなって、仕事がはかどるのに...

3

データ保護とコンプライアンス

対策の悩み

最近取引先から、コンプライアンスに関する問

い合わせを受けることが増えてきた。コンプラ

イアンス対応のためには社員のメールのアーカ

イブを取る必要があるらしいけど、そのための

工数や作業時間が負担になりそう…もちろん

データ保護のためのバックアップも必要。ユー

ザーの PC にメールをダウンロードする現在の

方法では、対応が難しい...

6

Next

▼

その悩み、

「POP メール」

のせいかも

しれません...



■POP メールって何? どこが問題なの?

POP メールの仕組み

ホスティング事業者が提供するメール サービスの多く

は、POP と IMAP という 2 つの方式をサポートして

います。

POP →メール サーバーに届いたメールを、PC のメー

ル アプリケーションが 「取りに行く (ダウンロード

する) 」方式。先に普及したということもあり、現在

でも多くのユーザーが POP を使用しています。

IMAP →メール サーバー上のメールをクライアントか

ら 「見に行く」 方式。サーバー上にメールを残して

おけば、複数の端末 (PC、タブレット、スマホ ) で

メール内容を確認できます。

POP メールの問題点

POP はメールのダウンロードを前提としているため、

複数の端末では利用できません。1 つのメールボック

スは、1 台の端末で利用する必要があります。1 人で

複数の端末を利用する現代人にとって、もはや時代遅

れの方式だと言えます。

ホスティング事業者のメール サービスの多くは、POP 

を前提に設計されています。メールボックスのサイズ

も決して大きくはありません。

小さなメールボックスでは、 IMAP 方式の利用が困難

です。特に最近のように大容量の添付ファイルがやり

とりされるようになると、すぐにメールボックスが

いっぱいになってしまいます。

Next

▼

その悩み、

Office 365 が

解決します! 



■Office 365 って何? どんなことができるの?

Office 365 とは
Office 365 は、Word、Excel、PowerPoint などの

Office アプリケーションとクラウド グループ

ウェアをセットにした、サービス型の Office で

す。Office アプリケーションを従来通り PC にイ

ンストールして使えることはもちろん、

Exchange Online によるメール・スケジュール・

連絡先管理、SharePoint Online による情報・ド

キュメント共有、Lync Online によるオンライン

会議も可能です。また大容量 1 TB のオンライン

ストレージも標準提供。社内ソーシャルを実現

する Yammer もご利用いただけます。

メールの生産性と安全性を高める

Exchange Online
社内はもちろんのこと、外出先や自宅など、いつでもどこでも

メールが見られる環境を実現できます。メールボックスのサイ

ズは 50 GB、送受信可能なメール サイズも最大 25 MB なので、

大容量ファイルを添付したメールも気軽に扱えます。またメー

ル機能だけではなく、スケジュール管理や連絡帳も装備。企業

向けのセキュリティ対策やスパム対策も万全です。

Next

▼

悩みは

どう解決

できるの ?



■Exchange Online をご活用いただくことで、POP や IMAP メールの悩みは、すべて解決します!

ボックス容量の悩みを解決!

メールボックス サイズは 50 GB! 添付ファ

イル付きのメールをどんどん保存しても、

そう簡単にはいっぱいになりません。また

送受信可能なメールの最大容量も 25 MBな

ので、大容量の添付ファイルも気軽にやり

取りできます。

1 スパムや迷惑メールの悩みを解決!

企業向けソリューションを提供し続けている

マイクロソフトのノウハウを活かした、高度

なフィルタリング機能を装備。スパムや迷惑

メールを自動的に遮断します。

2 社外アクセスの悩みを解決!

どのデバイスからもインターネット経由で

アクセスできるため、いつでもどこからで

もメールボックスを利用できます。フリー

メールへの転送も不要になり、これまで以

上に高いセキュリティを確保できます。

3

既読/未読がわからない悩みを解決!

Exchange Online はクラウド メールなので、

社内はもちろん外出先や自宅でも、あらゆ

るデバイスから 1 つのメールボックスにア

クセスできます。そのため外出先や自宅か

ら開いたメールも、社内で見た時には既読

メールとして表示されます。既読/未読がわ

からずに混乱するということがありません。

4 サービスレベルの悩みを解決!

企業向けソリューションを提供し続けてき

たマイクロソフトのノウハウを活かし、可

用性の高いサービスを実現しています。 た

とえば 2013 年第 4 四半期における全世界

の稼働率は 99.98%。最低でも 99.9% の稼働

率を保証しており、それに達しない場合の

返金制度もご用意しています。

5 データ保護とコンプライアンス

対策の悩みを解決!

Office 365 はお客様のデータを日本国内にある

データ センターで冗長化し、複数のサーバー

で保持しています。またオプションのアーカ

イブ機能を利用すれば、コンプライアンスに

対応したメール アーカイブも可能。アーカイ

ブに対する検索も行えます。

6

Next

▼

他には

どんな機能が

利用できる ?



■Office 365 には Exchange Online 以外にも、豊富な機能があります!

情報の保管・共有・発信を容易にする SharePoint Online

Office 365 には Exchange Online の他に、 SharePoint Online や Lync Online、Yammer などのクラウド

グループウェアが含まれています。これらを連携して活用すれば、業務生産性はさらに高まります。

また新しいスタイルのコミュニケーションによって、働き方の変革も可能になります。

社内のドキュメント保管・情報共有を、効

率よく行えます。ファイルのアップロー

ド・ダウンロードはドラッグ ＆ ドロップ

で OK。PC 上の Office アプリケーション

からの直接アップロードや、他の人に通知

するための招待メール配信も簡単です。強

力な検索機能も備えているので、ファイル

を探す時間も大幅に短縮。チーム サイト

による情報共有、アンケート機能による情

報収集、社外向けの公開用 Web サイトの

構築も可能です。

だれでも気軽にやりとりできる Yammer

Facebook のようなソーシャル ネット

ワーク サービス (SNS) を、社内で利用で

きます。一般的な SNS と同じような使い

勝手なので、使い方も簡単。投稿に添付

するファイルの容量は無制限なので、

メールよりも多くの情報を伝達可能。だ

れもが気軽に参加できるコミュニケー

ション ツールを活用することで、社内の

風通しをさらによくすることができます。

リアルタイム コミュニケーションを加速する Lync Online

相手の顔や資料を画面に映しながらの高画質のオンライン会議

を、どこからでも招集・参加できます。ホワイトボードでの共

同作業や、会議内容の記録も可能です。この他にも、インスタ

ント メッセージによるテキスト チャットや、相手の在籍状況

を確認できるプレゼンス機能も装備。離れた場所にいる人との

コミュニケーションを、いつでも簡単に行えるようになります。

Next

▼

Office も

クラウド化

できるって

聞いたけど .. .



■これを機に、Office のクラウド化も検討してみませんか?

そもそも Office と Office 365 との違いは?
大きく 2 つあります。1 つめは、Office 365 に含まれる Office アプリ

ケーションがクラウド版であること。とはいっても基本的には従来通り、

PC にインストールして使用することが可能。これに加えて問題修正や

最新機能の追加などがインターネット経由で自動的に配信されるなど、

クラウド版ならではのメリットも備えており、「バージョン管理」や

「セキュリティ パッチ」を当てるといった管理負荷を削減できます。

もう 1つは大容量のストレージや大容量のクラウド メールなどのグルー

プウェア機能が、セットになって提供されている点※。Office とグルー

プウェア機能を組み合わせて使うことで、生産性をさらに高めることが

できます。

Office 365 には、Word や Excel、PowerPoint などをクラウド化した機能も含まれています。クラウド化といっても、

「Web でしか編集できない」ということではなく、PC にインストールしてこれまでと同様に利用できます。さらに、

クラウド時代に最適な特徴も兼ねそなえているのが Office 365 の Office アプリケーションです。クラウド版 Office なら、

従来の Office に比べて利便性が高まり、生産性もさらにアップします。

これまでの Office Office 365

初期コストの悩みを解決!

Office 365 は初期コストを最低限に抑えること

ができ、月額料金で利用できます。そのため手

軽に導入でき、経費処理も簡単になります。ま

たインストールが簡単で、バージョンアップも

自動なので、管理負担も軽減できます。支払い

は年額払いも選択できます。

ライセンス管理の悩みを解決 !

ライセンス情報はクラウド側に保存。管理者

は Web 上の管理センターで、この情報を一

括管理できます。

マルチデバイスの悩みを解決 !

Office 365 のライセンスは、デバイス単位では

なくユーザー単位で提供されます。1 ライセン

スで使えるデバイス数は最大 15 台。Windows 

PC、MacOS、iPad、iPhone、Android、さらに

自宅の PC で使っても、1 ライセンス分のコス

トで OK です。

常に最新版 Office へアップデート

Office アプリケーションの最新バージョンが、

クラウドから自動配信されます。最新機能を

いち早く使うことができ、バージョンのばら

つきも生じません。

※セットではなく Office アプリケーションのみや単体サービスでの

販売もございます。 Next

▼

導入は

難しくない ?



■Office 365/Exchange Online の利用開始はこんなに簡単です!

まずはユーザー分の Office 365 ラ

イセンスをご契約いただき、管理

者が管理センターにサインインし

ます。

Step

1

管理センターのウィザードに従っ

て、自社ドメインを Office 365 に

追加します。

Step

2 

ドメイン ネーム サービスにアクセスし、ドメイン登録の内容を変更します。

これによって社外からのメールを Office 365 に届くようにします。詳しく

は貴社の IT パートナーにお問い合わせください。

Step

3

Office 365 の管理センターでドメイ

ンを確認します。Step

4 

Office 365 管理センターで、受信

メッセージングを有効にします。Step

5 

これで Exchange Online の準備が完了しました。

Next

▼

メールボックス

の移行は

どうすればいい?



Office 365 および Exchange Online の設定をします。

管理者はまず Office 365 ポータルを利用して、

Office 365 上で会社のドメイン設定とそれに紐づく

ユーザー設定を完了しておいてください。その後、

Exchange 管理センター (EAC) や Exchange 管理シェ

ル (PowerShell) を使用し、Exchange Online の準備、

設定を行います。

Step

1

受信済みデータのバックアップを行います。

Outlook ではメールや連絡先などのデータを「PST 

ファイル」に保存できます。受信済みメール デー

タを「PST ファイル」に保存しておけば、新しい環

境下でも Outlook で受信済みメールを参照できま

す。詳細は以下の URL をご参照ください。

http://aka.ms/mailsp

Step

2 

メール システムの移行中の設定も行います。メールボックスの移行、切り替えが完了する

までは、既存のメールボックスに届くメールを Exchange  Online のメールボックスにリダ

イレクト (転送) する設定をしておきましょう。これによって移行期間中のメールも

Exchange Online で受け取ることができ、業務の継続が可能になります。

Step

3

クライアント側 (メーラー) の設定を行います。

Outlook の電子メール アカウントのセットアップ

ウィザード内で利用者のメール アドレスやパス

ワードを入力し、Exchange Online と接続させます。

詳細は以下の URL をご参照ください。

http://aka.ms/ol2013

※接続完了後、Step 2 でバックアップした「PST 

ファイル」を復元してください。

※実際のウィザードの内容は、Outlook のバージョ

ンによって若干異なります。

Step

4 

最後に管理者が、Office 365 電子メール組織をポイントするように組

織の MX レコードを更新します。これで電子メール メッセージが、

ユーザーの Exchange Online メールボックスに直接配信されるように

なります。問題がないことを確認した上で プロバイダー メールの使

用を終了すれば、移行完了です。

Step

5 

■既存環境からの移行方法としては、以下のシナリオが考えられます。
ここではプロバイダー (ISP) メールと Outlook を使用した既存環境から、Exchange Online へと一括移行する方法を紹介します。

※メール移行のポイントは、(1) Office 365 と Exchange Online の設定、(2) クライ

アント側 (メーラー) の設定、(3) 受信済みデータの移行、(4) メール システム移中

の設定の 4 つを実行することにあります。

※移行方法は、現在ご使用になっているメール サービスおよびクライアント側の

メーラーによって異なります。お客様の環境における最適な移行方法は、パート

ナー様にご相談ください。

Next

▼

Exchange Online 

に移行すれば、

こんな便利な

使い方も可能!

http://aka.ms/mailsp
http://aka.ms/ol2013


■Exchange Online ならではの便利な機能! これらを使いこなせば業務効率がさらに向上します。

大容量メールボックス

1 ユーザーあたり 50 GB。また 1 回の送受信も 25 MB 

まで可能と大容量。そのため、大きめのファイルが添

付されたメールでも、送受信と格納がどんどんできま

す。定期的に古いメールを削除するといった作業も不

要になり、本来の業務に集中できます。

タスクリストや予定表との連携

受信メールの右側にある「旗マーク」を右クリックし

て期日を設定すれば、そのままタスク リストや予定

表に反映されます。たとえば「会議招集メール」の内

容を、そのまま予定化できるわけです。

グループメンバーの予定も

一覧表示

予定表で確認できるのは、自分の予定

だけではありません。グループ メン

バーの予定も一覧表示で確認可能。関

係者のスケジュール状況を見て、会議

を設定するといったことも、短時間で

行えます。

タブレットやスマホでも、メールの既読/

未読が一目瞭然

外出先や自宅でもタブレットやスマホを使って、社内

と同じようにメールのやり取りができます。受信した

メールの既読/未読をどのデバイスでも一貫して確認

できるのはもちろんのこと、こちらから送信したメー

ルが相手に開かれたかどうかも一目瞭然。「メールを

送ったけれど読まれていないのでは」といった不安も

解消できます。

Next

▼

国内でも

どんどん

増えている

導入事例!



■すでに Office 365 で成功している会社様も!
たとえば...

株式会社シーケービー 様 File No. 01

 企業規模: 50 人～ 99 人

 業種: 輸入および販売

 導入サービス: Office 365 (Exchange Online, SharePoint Online)

スマホ導入だけでは解決しなかったメールに関する悩みを

Exchange Online で解決!

導入メリット

 いつでもどこからでもメールを閲覧、送信できるようになり、業務効率が向上

 メールボックスの容量不足によりメールを送受信できなくなる不安から解放

ユーザー コメント

異なる端末ごとに同じメールを見たり削除しなくて済むようになったことで、以前とは比べものにならな

いほど業務効率が上がりました。以前の POP メールの環境には、もう戻ることができませんね。

株式会社シーケービー

機械営業部 部長代理

早坂 勝博 氏

詳しくはこちら↓↓

http://aka.ms/sc-ckb

株式会社ブレス 様 File No. 02

 企業規模: 1 人～ 49 人

 業種: 住宅メーカー

 導入サービス: Office 365 (Exchange Online, SharePoint Online)

どこでもやりとりできるメール環境と、ファイルがいつでも

取り出せる環境で効率が上がった!

導入メリット

 いつでもどこからでも電子メールが確認でき、お客様からの問い合わせに迅速に対応できるようになった

 カタログやさまざまな Office 文書を SharePoint Online に登録。外出先からもタブレット端末で参照編集で

きるようになり業務効率が向上した

ユーザー コメント

Office 365 を導入してから外出先からタブレット端末を用いていつでも情報を閲覧できるようになった点

が、とても大きいですね。いつでもどこからでもメールが確認できる上に、メールボックスの容量も

25GB あり、図面や写真など、サイズの大きな添付ファイルをやりとりするには十分な容量です。

株式会社ブレス

代表取締役

相馬 俊樹 氏

詳しくはこちら↓↓

http://aka.ms/sc-bless

Office 365 の導入事例はこちら→http://aka.ms/s-case
◎機能別/業種別/企業規模別に、最適な事例を検索いただくことができます。

Next

▼

まだまだ

聞きたい

ことがある!

http://aka.ms/sc-ckb
http://aka.ms/sc-bless
http://aka.ms/s-case


■お客様の疑問・不安にお応えします!

シンプル メール （POP/IMAP/無料メール）と比べ、Office 365 の方が値段が

高いと聞いたのですが?

シンプル メール (POP/IMAP/無料メール) と Office 365 のメール (Exchange Online) 

を単純に金額で比較することはできません。Exchange Online は、50 GB の大容量

メール ボックスを装備し、スケジュール管理や連絡先管理などさまざまな便利な

機能を搭載、また万全なマルウェア防止およびスパム対策機能を標準で搭載して

いるため、迷惑メールやウィルスの心配も最小限にしていただけます。またクラ

ウド メールであるためいつでもあらゆるデバイスを通じてデータの利用が可能な

ど、シンプル メールにはない機能が多くあります。これらの機能によりお客様は

生産性向上とコストやビジネス リスクの削減を実現することが可能です。

Q.1

A.

既存メールは移行できますか?

ご利用のメーラーによって、移行の可否が異なります。Outlook であれば、比較

的簡単に移行ができます。それ以外のメーラーの場合は、移行が難しいケースが

多いため、まずそれらの既存メール データをすべて移行する必要があるかご検討

いただき、移行する必要がある場合はパートナー様にご相談ください。

Q.4

A.

メーラーは Outlook の利用が必須でしょうか?

いいえ、メーラーはご選択いただけます （Outlook でなくても可能です）。ただ

し、Outlook をご利用いただいたほうが、予定表やアドレス帳の同期ができな

かったり、Lync Online などの別サービスとの連携ができないなど、さまざまな機

能をフル活用いただくことができ、パフォーマンスも高くなります。

Q.2

A.

今のメール アドレスを利用できますか?

独自ドメインであれば、そのまま現在のメール アドレスをご使用いただくことが

可能です。

Q.3

A.

代表メール アドレス １ つを複数人で受信しています。Exchange Onlineでも同

じことができますか?

はい、可能です。Office 365 では、複数のユーザーにまとめてメールを送ったり、

まとめてアクセス権をつけたりするために、全ユーザーが利用できる「グルー

プ」を作成することができます。このグループには、性質の違いによって「配布

グループ」「セキュリティ グループ」「メールが有効なセキュリティ グループ」

の 3 種類があります。

詳しくは右記サイトをご確認ください。 http://aka.ms/sc5group

Q.5

A.

ホームページやドメインなどと同時に契約しているから、解約できない

Q 1 でも記載いたしましたが、シンプル メールと Office 365 のメール （Exchange 

Online） では機能が大きく異なりますので、契約は別れてしまいますが、メール

については便利で安心な Exchange Online をご利用いただくことをお勧めします。

Q.6

A. Next

▼

今すぐ

試したい方は...

http://aka.ms/sc5group


■いますぐ試してみたい! そんなあなたに...

導入前のトライアルも可能です!

いますぐ無料で使えるトライアル版をご用

意しています。以下のサイトにアクセスし

て、ご利用ください。

詳しくは→ http://aka.ms/biztrial

■トライアルのステップ

Step

1

お客様の基本情報を入力

します

Step

2

ユーザーID、ドメインの
作成、パスワードの登録

Step

3

正規ユーザーであること
の確認

Step

4

アカウント作成完了

Step

5

アプリケーションのイン
ストール

Step

6

Step 5 の「ホーム」タブ
から管理センターへ移動
し、各種設定と利用開始

導入前にもっと詳しい情報が欲しい方は

お客様の IT 導入について、最適なサポートを行う問い合わ

せ窓口をご用意しています。お客様のビジネスに最適な製

品情報、技術的サポート、ライセンスの管理、購入に関す

るアドバイスなどをマイクロソフトのサポート担当者に電

話やチャット、Twitter で問い合わせができます。

電話でのお問い合わせ

0120-41-6755
(受付時間 9:00～17:30 土日祝、弊社指定休業日を除く)

詳しくは→ http://aka.ms/bizspt

Next

▼

プラン一覧は

こちら...

http://aka.ms/biztrial
http://aka.ms/bizspt


■Office 365 のプラン比較
Office 365 には、中小規模企業様向けの Business ファミリと、より大規模または高度な機能を必要とす

る企業様向けの Enterprise ファミリがございます。ここでは Business ファミリの 3 製品をご紹介します。

Office 365 ビジネスファミリーのプラン一覧

その他の各種プランはこちらをご参照ください。→http://aka.ms/po365plan

■Microsoft Office との比較
Microsoft Office は大きく分けて、Office 365 と Office 2013 (ボリューム ライセンス版、パッケージ版、

プレインストール版) がございます。企業向けとして最もオススメなのは Office 365 です。

Office 365 Business と Office 2013 との機能比較

http://aka.ms/po365plan


※ 記載されている会社名および、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※ 記載されている情報は、 2015 年 3 月現在のものです。※ 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


