
リーフレット FUJITSU Cloud Service AZCLOUD IaaS ファイルサーバ

～セキュアかつ利便性の高い法人向けクラウドファイルストレージ～

AZCLOUD ファイルサーバ
アズクラウドファイルサーバ

スマートに管理・セキュアに共有

• 様々なデバイスから、あらゆる企業におけるファイルを「保管」、「整理」、「管理」、「追跡」、「共有」等ができる
高セキュアでスケーラブルなクラウドストレージサービスです。

• AZCLOUDファイルサーバを使えば、PCや、タブレット、スマートフォンを通じ、いつでもどこでも安全かつ確実に、
ファイルの保存、管理、アクセス、共有が可能となります。

ローカルドライブで手軽に管理

• Fileforce Driveアプリケーションをインストール
することで、クラウドストレージをWindowsの
ローカルドライブとしてマウントすることが可能です。

• 全てのデータが暗号化されるため、情報漏えい
対策も万全。

大容量のファイルも手軽に共有

• 共有リンク機能で、便利で安全にファイルを共有

• 社外コラボレーターアカウントを用いて、社外の取
引先様と手軽にフォルダを共有。

探す、見つける、を便利に

• サムネイル表示が視覚的に探せて便利
• アップロード時に自動検出されるタグ情報で

検索が便利

渡す、受け取る、を便利に

• 大きなファイルも安全・簡単に渡せて便利
• みんなでフォルダを共有できて便利

移動中、外出中、を便利に

• ネットに繋がっていれば、いつでも、どこでも、
が便利

• プレビュー機能でファイルの確認がその場で
すぐできて便利

３つの便利なポイント

様々な条件指定や、
全文検索ができる検索機能
※全文検索はオプションです

マイリスト機能や
ワンクリック検索機能

文書・画像・動画・音声を
その場でプレビューできる

複数ページも見える
簡易プレビュー画像

サムネイル表示で
一目で内容が分かる

分かりやすい機能毎の
パネル配置



お問い合わせ先

リーフレット

202010-001Copyright  2020 Fujitsu Japan Limited

FUJITSU Cloud Service AZCLOUD IaaS ファイルサーバ

お客様総合センター 0120-835-554
受付時間 9時から17時30分まで（土日、祝日及び年末年始を除く）

東京都品川区港南2-15-3 品川インターシティC棟 〒108-6207
https://www.fujitsu.com/jp/fjj/

●このリーフレット内容は2020年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・価格・デザインなどを変更することがあります。
●各社および製品名は各社の商標または登録商標です。

システム要件

価格

初期費用

月額費用

¥50,000

◆上記にない大容量プランをご要望の際は、別途お問い合わせください。 ◆価格は全て税抜き価格です。

※全文検索の機能はオプションとなり、価格は月額費用の15％となります。

50 ID 100 ID 150 ID 200 ID 250 ID 300 ID 
500 GB ¥35,000 ¥53,000 ¥88,000 ¥110,000 ¥131,000 ¥149,000

1 TB ¥37,500 ¥56,000 ¥90,000 ¥112,000 ¥134,000 ¥151,000
1,5 TB ¥48,000 ¥71,000 ¥93,000 ¥115,000 ¥137,000 ¥154,000 

2 TB ¥54,000 ¥78,000 ¥96,000 ¥118,000 ¥140,000 ¥157,000 
2,5 TB ¥60,000 ¥84,000 ¥102,000 ¥120,000 ¥142,000 ¥160,000 

3 TB ¥67,000 ¥90,000 ¥109,000 ¥127,000 ¥145,000 ¥162,000 
3,5 TB ¥73,000 ¥97,000 ¥115,000 ¥133,000 ¥151,000 ¥165,000 

4 TB ¥80,000 ¥103,000 ¥121,000 ¥140,000 ¥158,000 ¥171,000 
4,5 TB ¥86,000 ¥110,000 ¥128,000 ¥146,000 ¥164,000 ¥178,000 

5 TB ¥92,000 ¥116,000 ¥134,000 ¥152,000 ¥170,000 ¥184,000 
5,5 TB ¥99,000 ¥122,000 ¥140,000 ¥159,000 ¥177,000 ¥190,000 

6 TB ¥105,000 ¥129,000 ¥147,000 ¥165,000 ¥183,000 ¥197,000 
6,5 TB ¥111,000 ¥135,000 ¥153,000 ¥171,000 ¥190,000 ¥203,000 

7 TB ¥118,000 ¥141,000 ¥160,000 ¥178,000 ¥196,000 ¥210,000 
7,5 TB ¥124,000 ¥148,000 ¥166,000 ¥184,000 ¥202,000 ¥216,000 

8 TB ¥130,000 ¥154,000 ¥172,000 ¥190,000 ¥209,000 ¥222,000 
8,5 TB ¥137,000 ¥160,000 ¥179,000 ¥197,000 ¥215,000 ¥229,000 

9 TB ¥143,000 ¥167,000 ¥185,000 ¥203,000 ¥221,000 ¥235,000 
9,5 TB ¥150,000 ¥173,000 ¥191,000 ¥210,000 ¥228,000 ¥241,000 
10 TB ¥156,000 ¥180,000 ¥198,000 ¥216,000 ¥234,000 ¥248,000 

プラン 月額費用

10ID / 100GB ￥5,000

20ID / 200GB ￥12,500

30ID / 300GB ￥20,000

40ID / 400GB ￥27,500

まずはここから！
スモールスタートプランを

標準メニューに追加しました！

プラットフォーム ブラウザ

Windows Internet Explorer 11
Mozilla Firefox 最新版
Google Chrome 最新版
Microsoft Edge 最新版

Mac Safari 最新版
Google Chrome 最新版
Mozilla Firefox 最新版

iPad、iPhone Safari 最新版

Android Google Chrome 最新版

FileforceDrive 動作要件サポートブラウザ

プラット
フォーム

Windows 7 SP1以降
Windows 8.1
Windows 10 以降
※Windows 10 Version 1903の動作確認済み

64ビットOSを推奨
(32ビットOSでも動作可能)

ソフトウェア
必要動作環境： .NET Framework 4.5 以上
推奨動作環境： .NET Framework 最新版

ハードウェア＆
ネットワーク

メモリ ：4GB 以上
HDD空き容量：35GB
ネットワーク ：100Mbps 以上


