
GUARDIANWALL Mailセキュリティ・クラウド　サービス価格表（1ユーザー /月額）

GUARDIANWALL Mailセキュリティ・クラウド　機能一覧

※1 Office 365ジャーナルのみ　　※2 「MailArchive on Cloud 」のご利用が前提です。ユーザー数は同数必要となります。

※ベーシックでは一部機能が制限されます。
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プレミアム

最低契約ユーザー数

ユーザー数追加単位

MailFilter on Cloud

MailConvert on Cloud

MailArchive on Cloud

300円Inbound Security for Office 365

アンチウイルス

アンチスパム

サンドボックス

メール送信遅延

メール送信承認

添付ファイル暗号化

宛先Bcc変換

アーカイブ

アーカイブ内検索
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Inbound Security 
for Office 365

GWSOLCLD20073000HOK-647

2020年7月現在

MicrosoftおよびOffice 365は、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

仕様は予告なく変更する場合があります。

ご利用までの流れ

申込書記入 初期設定 ご利用開始

5営業日以内に
「登録完了書」が 
送信されます

Step1 Step2 Step3

10ユーザー

10ユーザー単位

150円

150円

100円

150円

200円

ベーシック



クラウド化したメールのセキュリティ。
そのままでは不十分です。

「安心して使える」メール環境は
ビジネスの大切なインフラです

Microsoft Office 365（以下 Office 365）やG Suiteなどクラウドメールの導入が進んでいます。

在宅勤務など職場環境の変化に伴い、新しいメールセキュリティ対策が必要です。

● Office 365やG Suiteなどクラウドサービス標準の機能では、

日本の商習慣に適合したセキュリティ対策は難しいのが実情です。

● グローバル対応のサービスでは、日本語の処理が苦手です。

● 日本国内のメール利用に即したセキュリティ機能が必要です。

● 開発からサポートまで国内で一貫してご提供しています。

● 20年以上の実績に裏打ちされた「かゆいところに手が届く」機能をご提供しています。

● 中～大規模の企業、金融・官公庁など幅広い規模、業種・業態で導入実績があります。

● メール送受信双方のセキュリティ対策をご提供し、同一窓口で対応しています。

● 受信時の「入口対策」、送信時の「出口対策」両方をバランスよく行うことがポイントです。

● 既存システムの入れ替えやネットワーク構成の変更など、

　 導入の手間とコストが大きくなるなら導入はためらわれます。

● ユーザー、管理者とも設定や利用の負担が少なく、確かな効果が得られるものをお勧めします。

● 宛先間違いや一斉同報ミス、添付ファイル間違いなど、

　 メールにまつわるミスはさまざまです。

● 「うっかり」ミスだけでなく、意図的に（悪意を持って）行われる行為への対策は不可欠です。

● メールの監査や上長による承認など、機密情報や個人情報を扱う場合は

　 より厳格な対策も必要になります。

「さらに安心して使える」メール環境を
速やかに実現します

GUARDIANWALLの「Mailセキュリティ・クラウド」では、

最新のセキュリティ対策を安価にご提供し、「安心して使える」メール環境を実現します！

メールによる社内からの情報漏えいを防ぎ、

内部統制のレベル向上とリスク抑制に役立ちます。

標的型攻撃や詐欺メールなど社外からのセキュリティ脅威を防ぎ、

クラウドメールの安全性をより高めます。

メールは情報漏えいの主な原因の１つです※。
今どんな対策をしていますか？

セキュリティを強化するにしても
コストや時間が気になるのは当然です。

出口対策

入口対策

※参考：NPO 日本ネットワークセキュリティ協会 セキュリティ被害調査ワーキンググループ／長崎県立大学 情報システム学部情報セキュリティ学科
 2018年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書【速報版】　 https://www.jnsa.org/result/incident/

※1 株式会社富士キメラ総研　2019年ネットワークセキュリティビジネス調査総覧（メールフィルタリングツール）　　※2 2020年6月現在情報漏えいへの備え

導入のしやすさ

クラウドセキュリティ

安全安心を高める
サービスをプラス

3,500社以上※2 500万ユーザー※2

ユーザー数導入実績

  No.1※1

（18年連続）

国内シェア
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メール誤送信対策

標的型攻撃や詐欺メールなど社外からのセキュリティ脅威を防ぎ、クラウドメールの安全性をより高めます。

添付ファイル暗号化・アドレス秘匿 メール保管（受信・送信・ジャーナル）

で、「さらに安心 して使える」メール環境を速やかに実現します

メール通信の経路など既存のシステム環境
の変更は不要です。ユーザーやシステム管理
者に余計な負担をかけずに導入できます。

国産開発体制で、日本語への高度な

対応、日本のメール文化をサポート

しています。

送信保留、添付ファイル暗号化など、

さまざまなメール誤送信対策で情報

漏えいの防止、リスクの低減を実現

します。

メールの保存、ログ取得、レポートに

より利用実態の見える化や、メール

利用の適正化が可能になります。

万一、メール誤送信による情報漏えい
が起きた場合でも、保存メールの高度
な検索で調査・監査が容易になり
ます。

日本語・国内スタッフによるきめ細
かいサポートをご提供しています。

Office 365のユーザーおよびグループ情報
を自動で取得します。特定の部署だけセキュ
リティ機能を有効にすることも可能です。

メールを介した社外からのさまざまな攻撃
を多層的にブロックします。オンラインスト
レージに対するセキュリティも強化できます。

クラウドメール（Office 365やG Suite）の
セキュリティを強化します。

クラウドだからすぐに使えてインフラ管理も不要です。

「ベーシック」と「プレミアム」２つのプランから選べます。

クラウドサービスなので、

初期コストは０円で導入

できます。

「MailFilter」「MailConvert」

「MailArchive」の各サービ

スを予算に応じて組み合わ

せられます。

ユーザー数に応じた料金

（サブスクリプション）で無

駄がありません。

※ MailConvert on Cloud ベーシックの場合

1ユーザーあたり月額

150円から※という低価格

で利用できます。

出口対策

入口対策

※ベーシックでは一部機能に制限があります。
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社内ネットワーク
インターネット環境

取引先、お客さまなど

● Office 365
● G Suite

ジャーナルメール
※Office 365のみ

クリーンな
メールが届く

API連携

URL

BEC

フィッシングメールには・・・
Webレピュテーション機能
で対処

ビジネス詐欺メールには・・・
高度なスパム対策機能
で対処

マルウェアには・・・
不正プログラム検索機能
で対処

未知のマルウェアには・・・
ファイルブロック機能や
仮想アナライザ機能で対処

柔軟なフィルタリング設定と豊富な

配送処理機能で情報漏えいを未然に

防ぎます

誤送信を添付ファイル暗号化／宛先

Bcc変換処理で無効化します

柔軟な全文検索機能などにより、

メール監査業務を手軽に実現します

配送処理（保留、遅延配送、削除）

個人情報検査

自己査閲

上長承認・他者査閲

添付ファイル暗号化

宛先Bcc変換

パスワード自動通知

AES-256対応

リッチテキスト対応

メールデータの保管

アーカイブデータの検索

統計情報などのレポート

メール一括ダウンロード

ジャーナル形式対応

「ベーシック」はキヤノンマーケティングジャパンの

ノウハウに基づく推奨機能をご提供します。管理

画面も簡単で、運用の負担も少なくて済みます。

「プレミアム」はきめ細かいルール作成が可能で

す。個人情報検査、キーワード検査などの高度な

メール監査業務も強力にサポートします。
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添付ファイル暗号化

宛先Bcc変換

パスワード自動通知

AES-256対応

リッチテキスト対応

メールデータの保管

アーカイブデータの検索

統計情報などのレポート

メール一括ダウンロード

ジャーナル形式対応

「ベーシック」はキヤノンマーケティングジャパンの

ノウハウに基づく推奨機能をご提供します。管理

画面も簡単で、運用の負担も少なくて済みます。

「プレミアム」はきめ細かいルール作成が可能で

す。個人情報検査、キーワード検査などの高度な

メール監査業務も強力にサポートします。



GUARDIANWALL Mailセキュリティ・クラウド　サービス価格表（1ユーザー /月額）

GUARDIANWALL Mailセキュリティ・クラウド　機能一覧

※1 Office 365ジャーナルのみ　　※2 「MailArchive on Cloud 」のご利用が前提です。ユーザー数は同数必要となります。

※ベーシックでは一部機能が制限されます。

受信

送信

ジャーナル※1

50ユーザー

10ユーザー単位

200円

200円

100円

150円

200円
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－
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－
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－
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－
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－

－

－

－

－

－

－

－

－

●

●

プレミアム

最低契約ユーザー数

ユーザー数追加単位

MailFilter on Cloud

MailConvert on Cloud

MailArchive on Cloud

300円Inbound Security for Office 365

アンチウイルス

アンチスパム

サンドボックス

メール送信遅延

メール送信承認

添付ファイル暗号化

宛先Bcc変換

アーカイブ

アーカイブ内検索

50円

100円

150円

200円

50円

100円

150円

200円

100円

200円

300円

400円

提供期間 受信 送信 ジャーナル※1

●アーカイブ保管サービス（オプション※2）

1 年

2 年

3 年

4 年

MailFilter 
on Cloud

MailConvert 
on Cloud

MailArchive 
on Cloud

●

●

●

－

－

－

－

－

－

Inbound Security 
for Office 365

GWSOLCLD20073000HOK-647

2020年7月現在

MicrosoftおよびOffice 365は、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

仕様は予告なく変更する場合があります。

ご利用までの流れ

申込書記入 初期設定 ご利用開始

5営業日以内に
「登録完了書」が 
送信されます

Step1 Step2 Step3

10ユーザー

10ユーザー単位

150円

150円

100円

150円

200円

ベーシック


