
オフィスあんしんレンタルサーバー
お客様だけのドメイン、お客様だけのメール・ウェブサーバー



「オフィスあんしんレンタルサーバー」は企業の信頼性を高め、安全なコミュニケーション環境を提供します。
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ドメイン管理担当 PC

オフィスあんしんレンタルサーバーのご紹介

ご利用環境イメージ

ドメイン取得・管理
お客様が独自のドメインをご利用いただくために、ドメイン取
得やレジストラ移管から運用・管理業務を富士フイルムビジネ
スイノベーションがサポートします。

メールホスティング
クラウド上のメールサーバー環境をご利用いただけます。 
サーバーの構築から運用・保守は弊社にお任せ下さい。
簡単な設定のみでメール環境をご利用いただけます。

Webホスティング
クラウド上のWebサーバー環境をご利用いただけます。
手軽にご利用いただけるWebサーバーをご活用いただき 
お客様の認知度向上をご支援いたします。



「オフィスあんしんレンタルサーバー」は企業の信頼性を高め、安全なコミュニケーション環境を提供します。

国内最大級の高速IPバックボーンネット
ワークに接続し、スムーズなネットワーク
環境を提供します。

震度7クラスの地震にも耐えうる、免震
施設でデータを管理。無停電電源装置
など緊急時の電力供給も万全です。

都内にあるデータセンターで、生体認
証・有人受付などの多重なセキュリティー
体制のもと、運用します。

契約後は、オペレーターによる電話サ
ポートで、お困りの際も丁寧に対応いた
します。

（平日9：00〜17：30）

二重化構成によって、片系が故障した際
は、即座にもう片系が稼働。サービスへ
の影響なくお使いいただけます。
＊ メールプレミアムサービスのみ

専属エンジニアが24時間365日、サー
バーやネットワークを監視。万が一の障
害にも迅速に対応します。

本サービスのポイント

大容量バックボーン

災害時にも安心の施設

メールセキュリティー
サーバー管理者が、「送信ドメイン認証」を設定すると、受信し
たメールの送信元が正規なものであることや、改ざん・詐称な
どされていないことをメールサーバーが検証・証明します。なり
すましや標的型攻撃メールなどに対して有効です。

取引先

送信元詐称

差出人：user@example1.com
件名：資料送付

差出人：user@example1.com
件名：資料送付

送信ドメイン認証
「利用する」

メールサーバー

差出人：info@example1.com
件名：資料送付

差出人：info@example1.com
件名：[NG] 資料送付

送信ドメイン
example1.com

取引先の
メールサーバー ご契約者

OK

NG

送信ドメインを認証
認証結果をメールに反映

認証結果をもとにメーラーによる
フィルタ等の対策が可能

メールアーカイブ
特定のメールアドレスに、全てのメール（送受信）をBCCにて
保存できる機能です。証跡管理や監査などにご利用いただけま
す。保存されたメールは3ヵ月まで、有料オプションでは12ヵ
月までご利用いただけます。　
※ホワイトリストで指定したメールアドレスはアーカイブされません。

外部ユーザ

メール管理者

利用者他ドメイン
メールサーバー

メール管理用アカウントに
全てのメールを複製

メールサーバー

メールプレミアムサービスのご紹介
安心のセキュリティー機能を標準装備

国内データセンター

サポートセンター システム冗長化＊

スペシャリストによる運用

クラウド環境のご利用により、どこからでもメールサーバー
の管理が可能です。Webメールやメーリングリストなどの機
能はもちろん、ウイルスチェック・迷惑メールフィルタなど
のセキュリティ対策機能も標準でご利用いただけます。

ディレクトリ内にコンテンツをアップロードすることで簡単に
ホームページが公開できます。
各種CGIやデータベースもご利用いただけるため、高度なホー
ムページの制作にもご利用いただけます。

メール・Webスタンダードサービスのご紹介
大容量のクラウド環境でメール・Webサーバー機能を提供※

メールサーバー機能 Webサーバー機能

※メールサーバー機能とWebサーバー機能合わせて、300GBのスペースをご利用いただけます。



利用サービス一覧

オフィスあんしんレンタルサーバーの最新情報については当社の公式サイトをご覧ください。

moreinfo  fujifilm.com/fb/product/software/rentalserver

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インキの性質上、実際の色とは
異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商
標です。●DocuWorks、Working Folderは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、
Excel、PowerPoint、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Adobe、
Adobeロゴ、Adobe PDFは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。 ●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標
です。 ●その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2022年4月現在のものです。　RentalServer003

〒107-0052東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時〜12
時、13時〜17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いた
だけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合が
あります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状
況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

サービス名称 お申込み 
要否

提供機能カテゴリ

サービス内容ドメイン 
・ 

DNS 
維持管理

メール 
機能 Web機能

基本サービス

オフィスあんしんレンタルサーバー 基本サービス 
（Aタイプドメイン・DNS）

●＊1 ✓

オフィスあんしんレンタルサーバーをご利用いただく際に必須のサービス。
ご利用いただくドメインの種類に応じて、Aタイプ/Bタイプ/Cタイプのいずれかを 
ご契約ください。
各タイプでご利用いただけるドメインの種類は、弊社公式HPにてご確認ください。

オフィスあんしんレンタルサーバー 基本サービス 
（Bタイプドメイン・DNS）

オフィスあんしんレンタルサーバー 基本サービス 
（Cタイプドメイン・DNS）

オフィスあんしんレンタルサーバー初期登録サービス ★ オフィスあんしんレンタルサーバーをご契約いただく際に、必須の初期登録サービス。 
基本サービスでご利用いただくドメイン・DNSの環境をご用意いたします。

オプションサービス（ドメイン関連）

オフィスあんしんレンタルサーバー
ドメイン名変更設定サービス ☆ ✓ オフィスあんしんレンタルサーバーに設定したドメイン名を変更する際に利用するサービス。

オプションサービス（メール・Webスタンダードサービス関連）

オフィスあんしんレンタルサーバー 
メール・Webスタンダードサービス 〇＊2 ✓ ✓

オフィスあんしんレンタルサーバー メール・Webスタンダードサービスをご利用いただく際に必要な
サービス。
※本サービスでは101アカウント以上はご利用いただくことができません。101アカウント以上をご利
用いただく場合には「オフィスあんしんレンタルサーバー メールプレミアムサービス」をご利用くださ
い。

メール・Webスタンダードサービス 
専用SSLサーバー証明書設定 ☆＊3 ✓

メール・WebスタンダードサービスでWebページ公開時の通信を暗号化する際に使用する証明書に、 
お客様専用の証明書を設定する作業を弊社が代行するサービス
登録する証明書は別途お客様にてご用意いただく必要がございます。
なお、登録した証明書を更新する際も、都度本サービスをご契約いただく必要がございます。

メール・Webスタンダードサービス 
バックアップ世代数 〇＊3 ✓ メール・WebスタンダードサービスでWeb環境をバックアップする際にご利用いただくサービス。

バックアップ可能な世代数を1世代、3世代、7世代から選択可能です。

オプションサービス（メールプレミアムサービス関連）

オフィスあんしんレンタルサーバー 
メールプレミアムサービス 〇＊2 ✓

オフィスあんしんレンタルサーバー メールプレミアムサービスをご利用いただく際に必要なサービス。
ご利用アカウント数に応じて、標準価格が異なります。なお、本サービスにはWeb機能は含まれない
ため、Web機能を併せてご利用の場合、追加で「メールプレミアムサービス Webオプション」をご契
約いただく必要がございます。

メールプレミアムサービス 
大容量ファイル転送容量5GB拡張 〇＊4 ✓

オフィスあんしんレンタルサーバー メールプレミアムサービスで大容量ファイル転送容量を標準の
100MBから最大5GBに拡張可能なサービス。ご利用アカウント数に応じて、標準価格が異なります。
本サービスをご利用いただくアカウント数は最大で「オフィスあんしんレンタルサーバー メールプレミ
アムサービス」でご契約いただいているアカウント数の同数以下までとなります。

メールプレミアムサービス 
メールアーカイブ期間拡張 〇＊4 ✓

メールプレミアムサービスをご利用のお客様がメールのアーカイブ期間を標準の3 ヵ月から、12 ヵ月
に拡張する際に必要なサービス。ご利用のアカウント数に応じて標準価格が異なります。
本オプションをご利用いただく場合は、「オフィスあんしんレンタルサーバーメールプレミアムサービ
ス」と同数のアカウントをご契約いただく必要があります。

メールプレミアムサービス 
Webオプション 〇＊4 ✓ オフィスあんしんレンタルサーバー メールプレミアムサービスでWebホスティングサービスをご利用

いただく際に必要なサービス。

メールプレミアムサービス 
Webオプション 専用SSLサーバー証明書設定 ☆＊4＊5 ✓

メールプレミアムサービスでWebオプションをご利用のお客様がWebページ公開時の通信を暗号化す
る際に使用する証明書に、お客様専用の証明書を設定する作業を弊社が代行するサービス。登録する証
明書は別途お客様にてご用意いただく必要がございます。
なお、登録した証明書を更新する際も、都度本サービスをご契約いただく必要がございます。

メールプレミアムサービス 
Webオプション バックアップ世代数 〇＊4＊5 ✓ メールプレミアムサービスでWeb環境をバックアップする際にご利用いただくサービス。 

バックアップ可能な世代数を1世代、3世代、7世代から選択可能です。

●：必ず申し込む必要があるサービス（年額）　★：必ず申し込む必要があるサービス（初期料金）　○：任意で申し込むサービス（月額）　☆：任意で申し込むサービス（ワンタイム）

＊1：ご利用いただくドメイン種別に応じてA/B/Cいずれかのタイプを1つご利用いただけます。　
＊2：基本サービス1つにつき、「メール・Webスタンダードサービス」または「メールプレミアムサービス」いずれか1つをご利用いただけます。　
＊3：「オフィスあんしんレンタルサーバーメール・Webスタンダードサービス」をご利用いただくお客様のみご契約いただけるサービスです。　
＊4：「オフィスあんしんレンタルサーバーメールプレミアムサービス」をご利用いただくお客様のみご契約いただけるサービスです。　
＊5：「オフィスあんしんレンタルサーバーメールプレミアムサービス Webオプション」をご利用いただくお客様のみご契約いただけるサービスです。

ドメイン種類の
ご確認はこちら

公式サイトはこちら


