
改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

2021/4/1 別表第１号 別表第１号　サービス内容 別表第１号　サービス内容

サービス内容 サービス内容

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
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。

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
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。

メールアドレスとメールパスワードにより管理画面にログイン
管理画面から、合計 10GBまでのファイルをアップロード可能
（1ファイルあたりの上限は 1GB）
アクセス期間、アクセス回数を指定して宛先にURLを送信
過去1年間の送信ログのダウンロードが可能

メールアドレスとメールパスワードにより管理画面にログイン
管理画面から、合計 10GBまでのファイルをアップロード可能
（1ファイルあたりの上限は 1GB）
アクセス期間、アクセス回数を指定して宛先にURLを送信
過去1年間の送信ログのダウンロードが可能

5アドレス単位でメールアドレス数を追加
（最低 5アドレス、最大 1,000アドレス）

5アドレス単位でメールアドレス数を追加
（最低 5アドレス、最大 1,000アドレス）

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 標準提供
契約メールアドレス数を上限として、5個単位で利用可能
（最低 0個、最大 契約メールアドレス数と同数まで）

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 標準提供
契約メールアドレス数を上限として、5個単位で利用可能
（最低 0個、最大 契約メールアドレス数と同数まで）

10GB単位で合計メールボックス容量を追加
（標準 50GB、最大 300GB）

10GB単位で合計メールボックス容量を追加
（標準 50GB、最大 300GB）

添付ファイル付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）にメールアドレスが 20件以上 存
在していた場合に、自動的にBccに変換

添付ファイル付送信メールに対する一時保留
添付ファイルzip暗号化、添付ファイルの分離
添付ファイルダウンロード用URL通知メール、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）にメールアドレスが 20件以上 存
在していた場合に、自動的にBccに変換

直近3ヶ月以内の送受信メールを、管理者がダウンロード可能 直近3ヶ月以内の送受信メールを、管理者がダウンロード可能

毎月1回、アーカイブデータを DVD-ROMメディアまたはBD-ROMメディ
アに保存して送付
（メールアーカイブをご利用中のお客様のみ対象）

毎月1回、アーカイブデータを DVD-ROMメディアまたはBD-ROMメディ
アに保存して送付
（メールアーカイブをご利用中のお客様のみ対象）

DVD-ROM/BD-ROMによるアー
カイブデータ提供
（オプション）

添付ファイル誤送信対策
（オプション）

メールアーカイブ
（オプション）

サービス品目

基本メール機能

ファイル転送サービス

メールアドレス

Webメール

ディスク容量

添付ファイル誤送信対策
（オプション）

メールアーカイブ
（オプション）

基本メール機能

ファイル転送サービス

メールアドレス

Webメール

ディスク容量

サービス品目

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

DVD-ROM/BD-ROMによるアー
カイブデータ提供
（オプション）

ALL in Oneメール
Lite サービス契約
約款

・添付ファイルWEB
ダウンロード機能を
サービス内容へ追加
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

2021/4/1 別表第３号 別表第３号　SLA 別表第３号　SLA

１．＜省略＞ １．＜現行どおり＞

２．稼働補償範囲 ２．稼働補償範囲

３．～５．＜省略＞ ３．～５．＜現行どおり＞

2021/4/1 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

ALL in Oneメール Gateway ALL in Oneメール Gateway

サービス内容 サービス内容

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。

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。

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

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

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

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

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

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、添付ファイルの分離
添付ファイルダウンロード用URL通知メール、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

メール配信エンジン（Sendmagic）を利用し、高速で大量のメールを
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

・SLAの対象サービ
ス（ポート番号）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

・添付ファイルWEB
ダウンロード機能を
サービス内容へ追加
します。

サービス品目 サービス品目

ウィルス対策、迷惑メール
対策

ウィルス対策、迷惑メール
対策

メールアーカイブ メールアーカイブ

メールアーカイブ＋フィル
タリング

メールアーカイブ＋フィル
タリング

メール誤送信防止 メール誤送信防止

キャリアブロック対応高速
メール配信

キャリアブロック対応高速
メール配信

ALL in Oneメール
Lite 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 Lite」 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。

対象サービス（ポート番号）は、以下の通りです。

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

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 Lite」 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。

対象サービス（ポート番号）は、以下の通りです。

・POP（110）　　・SMTP（25）　　・POP over SSL（995）　　・SMTP over SSL（465）
・Submission（587）　　・IMAP(143)　　・IMAP over SSL(993)
＜※Webメール利用者のみ対象＞
・https（443）
＜※添付ファイル誤送信対策利用者のみ対象＞
・保留確認画面（HTTPS 443）


