
改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

2020/8/1 ALL in Oneメール
Pro/ALL in Oneメー
ル Gateway サービ
ス契約約款

第１条 ・文言の修正

別表第１号　サービス内容 別表第１号　サービス内容

ALL in Oneメール Pro ALL in Oneメール Pro

サービス品目 サービス内容 サービス品目 サービス内容

基本メール機能 メール受信機能（POP3、POP over SSL、IMAP4、IMAP over SSL）
メール送信機能（SMTP、SMTP over SSL）
送受信メール容量制限（1通あたり、100MB未満）
メールアドレス管理（CSVによる一括登録可能）
フィルタリング転送、無条件転送、自動返信
エイリアス（契約メールアドレス数と同数まで標準提供）
ホワイトリスト、ブラックリスト、共通フィルタリング
簡易アーカイブ、メールログ取得、操作ログ取得
ウィルス対策（F-Secure）、迷惑メール対策（CLOUDMARK）
IPアドレスによるアクセス制限が可能

※ウィルス対策、迷惑メール対策は、100％の精度でウィルスメール
／迷惑メールの検知を行うことを保証するものではありません。

基本メール機能 メール受信機能（POP3、POP over SSL、IMAP4、IMAP over SSL）
メール送信機能（SMTP、SMTP over SSL）
送受信メール容量制限（1通あたり、100MB未満）
メールアドレス管理（CSVによる一括登録可能）
フィルタリング転送、無条件転送、自動返信
エイリアス（契約メールアドレス数と同数まで標準提供）
ホワイトリスト、ブラックリスト、共通フィルタリング
簡易アーカイブ、メールログ取得、操作ログ取得
ウィルス対策（F-Secure）、迷惑メール対策（CLOUDMARK）
IPアドレスによるアクセス制限が可能

※ウィルス対策、迷惑メール対策は、100％の精度でウィルスメール
／迷惑メールの検知を行うことを保証するものではありません。

Webメール Webブラウザ経由で受信箱内のメールを閲覧可能
Webブラウザ経由でメール送信が可能
PC用画面、携帯電話用画面、スマートフォン用画面
SSL暗号化通信に対応
共有アドレス帳機能
ログイン画面にベーシック認証の追加が可能
クライアント証明書によるアクセス制限が可能

Webメール Webブラウザ経由で受信箱内のメールを閲覧可能
Webブラウザ経由でメール送信が可能
PC用画面、携帯電話用画面、スマートフォン用画面
SSL暗号化通信に対応
共有アドレス帳機能
ログイン画面にベーシック認証の追加が可能
クライアント証明書によるアクセス制限が可能
国別経路情報表示機能(※1)の追加が可能

セカンダリメールサー
バ

メールアドレス情報などの設定情報を1日1回自動的に同期
プライマリのメールサーバに障害が発生した場合、接続先を切り替
えることでメール送受信機能が利用可能

セカンダリメールサー
バ

メールアドレス情報などの設定情報を1日1回自動的に同期
プライマリのメールサーバに障害が発生した場合、接続先を切り替
えることでメール送受信機能が利用可能

別表第１号 ・Webメールのオプ
ション機能をサービ
ス内容へ追加しま
す。

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

(※1)着信メールの発信元／中継経路の国別情報表示/送信元メールアドレス確認表示機能と
なります。

現行約款 改定後約款

第１条（目的）
ALL in Oneメール Pro　サービス契約約款（以下、「本約款」という）は、株式会社エア
ネット（以下、「当社」という）が開発並びにパートナー企業より当社に対し第三者への
サービス提供を許諾された製品またはその後継製品（以下、「本ソフトウェア」という）、
およびこれに付随して当社より 「ALL in Oneメール Pro（「オールインワンメールプロ」と
読む）」の名称で提供するクラウド型メールサービスおよびオプションサービス「ALL in
Oneメール Gateway(「オールインワンメールゲートウェイ」と読む)の名称で提供するクラウ
ド型メールセキュリティサービス（以下、「本サービス」といい、別表第１号および別表２
号に記載するサービスから契約者が選択したものを指す）の利用について定めるものとしま
す。当社が提示した見積書に記載するなど、当社と本サービス利用希望者との間でサービス
提供条件について別途取り決めを行った場合は、その内容を本約款に優先して取り扱うもの
とします。

第１条（目的）
ALL in Oneメール Pro　サービス契約約款（以下、「本約款」という）は、株式会社エア
ネット（以下、「当社」という）が開発並びにパートナー企業より当社に対し第三者への
サービス提供を許諾された製品またはその後継製品（以下、「本ソフトウェア」という）、
およびこれに付随して当社より 「ALL in Oneメール Pro（「オールインワンメールプロ」と
読む）」の名称で提供するクラウド型メールサービスおよび「ALL in Oneメール
Gateway(「オールインワンメールゲートウェイ」と読む)の名称で提供するクラウド型メール
セキュリティサービス（以下、「本サービス」といい、別表第１号および別表第２号に記載
するサービスから契約者が選択したものを指す）の利用について定めるものとします。当社
が提示した見積書に記載するなど、当社と本サービス利用希望者との間でサービス提供条件
について別途取り決めを行った場合は、その内容を本約款に優先して取り扱うものとしま
す。



改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

現行約款 改定後約款

2020/8/1 別表第２号 別表第２号　サービス内容 別表第２号　サービス内容

オプションサービス　ALL in Oneメール Gateway ALL in Oneメール Gateway

サービス品目 サービス内容 サービス品目 サービス内容

ウィルス対策、迷惑
メール対策

ゲートウェイサーバを通過した送受信メールに対するウィルス
チェック（F-Secure）
ゲートウェイサーバを通過した受信メールに対する迷惑メール判定
（CLOUDMARK）
※本サービスは、100％の精度でウィルスメール／迷惑メールの検知
を行うことを保証するものではありません。

ウィルス対策、迷惑
メール対策

ゲートウェイサーバを通過した送受信メールに対するウィルス
チェック（F-Secure）
ゲートウェイサーバを通過した受信メールに対する迷惑メール判定
（CLOUDMARK）
※本サービスは、100％の精度でウィルスメール／迷惑メールの検知
を行うことを保証するものではありません。

メールアーカイブ コピー転送、ジャーナルなどで当社指定アドレスに着信したメール
データのアーカイブ(保存メール管理)
メール検索・閲覧が可能な専用管理ツール画面

メールアーカイブ＋
フィルタリング

アーカイブサーバを通過した送受信メールに対する設定ポリシーに
基づいたアーカイブ
アーカイブサーバを通過した送受信メールに対する設定ポリシーに
基づいたフィルタリング
検索・抽出が可能な専用管理ツール画面

メールアーカイブ＋
フィルタリング

アーカイブサーバを通過した送受信メールに対する設定ポリシーに
基づいたアーカイブ
アーカイブサーバを通過した送受信メールに対する設定ポリシーに
基づいたフィルタリング
検索・抽出が可能な専用管理ツール画面

メール誤送信防止 特定ポリシーに合致した送信メールに対する一時保留
添付ファイルzip暗号化とパスワード通知メールの自動送信
送信メールの宛先（ToまたはCc）に外部ドメインのメールアドレス
が一定数以上存在していた場合に、自動的にBccに変換

メール誤送信防止 特定ポリシーに合致した送信メールに対する一時保留
添付ファイルzip暗号化とパスワード通知メールの自動送信
送信メールの宛先（ToまたはCc）に外部ドメインのメールアドレス
が一定数以上存在していた場合に、自動的にBccに変換

キャリアブロック対応
高速メール配信

メール配信エンジン（Sendmagic）を利用し、高速で大量のメールを
配信

キャリアブロック対応
高速メール配信

メール配信エンジン（Sendmagic）を利用し、高速で大量のメールを
配信

別表第３号２ 別表第３号　ＳＬＡ 別表第３号　ＳＬＡ

２．稼働補償範囲 ２．稼働補償範囲

ALL in Oneメール Pro 対象サービス（ポート番号）は、以下の通りです。 ALL in Oneメール Pro 対象サービス（ポート番号）は、以下の通りです。

ウィルス対策、迷惑
メール対策

・SMTP(25) ウィルス対策、迷惑
メール対策

・SMTP(25)

メールアーカイブ ・SMTP(25)・SMTP over SSL(465)・HTTPS(443)

メールアーカイブ＋
フィルタリング

・SMTP(25)・SMTP over SSL(465) ・HTTP(15080)
・HTTPS(443)

メールアーカイブ＋
フィルタリング

・SMTP(25)・SMTP over SSL(465) ・HTTP(15080)
・HTTPS(443)

メール誤送信防止 ・SMTP(25)・SMTP over SSL(465) ・Submission(587)
・保留確認画面（HTTPS　443)

メール誤送信防止 ・SMTP(25)・SMTP over SSL(465) ・Submission(587)
・保留確認画面（HTTPS　443)

キャリアブロック対応
高速メール配信

・SMTP(25) キャリアブロック対応
高速メール配信

・SMTP(25)

・メールアーカイブ
単独での機能をサー
ビス内容へ追加しま
す。

・稼働補償範囲に
「ALL in Oneメール
Gateway」環境を追
加し、メールアーカ
イブに係る内容を追
加します。

ALL in Oneメール
Pro/ALL in Oneメー
ル Gateway サービ
ス契約約款

稼動保証の範囲は、当社データセンター内に設置した「ALL in Oneメール Pro」 環境のみと
し、お客様環境および、お客様環境から当社環境に対してアクセスを行うインターネット接
続環境については範囲外とします。

・POP（110）　・IMAP（143）　・SMTP（25）　・POP over SSL（995）
・IMAP over SSL（993）・SMTP over SSL（465）・Submission（587）
＜※Webメール利用者のみ対象＞
・https（443）

オプションサービス　ALL in Oneメール Gateway 対象サービス（ポート番号）は、以下の通
りです。

稼動保証の範囲は、当社データセンター内に設置した「ALL in Oneメール Pro」または「ALL
in Oneメール Gateway」環境のみとし、お客様環境および、お客様環境から当社環境に対し
てアクセスを行うインターネット接続環境については範囲外とします。

・POP（110）　・IMAP（143）　・SMTP（25）　・POP over SSL（995）
・IMAP over SSL（993）・SMTP over SSL（465）・Submission（587）
＜※Webメール利用者のみ対象＞
・https（443）

ALL in Oneメール Gateway 対象サービス（ポート番号）は、以下の通りです。


