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当社法人向けクラウド型メールサービスご契約のお客様を対象に
セキュアブラウザサービスのアカウントを無償配布開始
～ ワークスタイル変革を支援するキャンペーン ～

当社 100％子会社である TOKAI コミュニケーションズ（以下 TOKAI COM）は、クラウド型メール
サービスをご契約のお客様を対象に、セキュアブラウザ※1 サービスのアカウントを無償配布するキャン
ペーンを開始いたしましたので、別添のとおりお知らせいたします。

現在、官公庁や多くの民間企業において、「ワークスタイル変革」の実現を目指し、モバイル端末を
活用したテレワーク※2 普及促進の取り組みが活発に行われています。仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）を図りながら、業務効率化・生産性向上を実現させるとともに、少子高齢化や地域活性
化などの課題解決に資するものとして期待されています。
こうした背景の中、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を業務に利用する企業が増加し
ており、BYOD（「Bring Your Own Device」個人所有端末の業務利用）の導入も進展しています。IT
基盤の面では、テレワーク導入の下地が整ってきたといえますが、実際の導入に際しては、不正アクセ
スやデータの持ち出し、情報漏えいなどに十分注意する必要があります。
TOKAI COM は、昨年 10 月よりセキュアブラウザサービス「OneOffice セーフゲート」の販売を開
始しました。セキュアブラウザ機能に加え、不正アクセスを防止するデバイス認証機能を兼ね備えた業
界最安値水準となる低価格なサービスにより、お客様の情報漏えい対策・不正アクセス防止など、前述
の情報セキュリティ問題を解決します。
TOKAI COM は、サービス開始より 12 年目を迎える老舗のクラウド型メールサービスのプロバイダ
ーで、1,300 社以上の導入実績を誇ります。これまでの豊富な運用経験をもとに、今後もワークスタイ
ルやライフスタイルの変化を捉え、セキュアブラウザサービス「OneOffice セーフゲート」とセキュリ
ティ機能が充実したメールサービスをワンストップで提供・サポートすることにより、法人のお客様を
中心に、最適なソリューション提案をしてまいります。
以

上

※ 1 不正アクセス防止や情報漏えい防止対策など、閲覧データのセキュリティを強化するための機能を追加した WEB ブラウザ。
（「OneOffice セーフゲート」は、専用の WEB ブラウザが、接続先 URL の非表示、ファイルダウンロード不可、閲覧履歴・パス
ワード情報の非保持、キャッシュクリア等のセキュリティ機能を有する。
）

※ 2 情報通信技術（ICT）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことで、「tele＝離れたところで」と「work＝働く」
をあわせた造語。
（出典：
「節電･BCP（事業継続）対策に向けたテレワークの活用」 平成 23 年 6 月 総務省・㈳日本テレワーク協会）
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クラウド型メールにセキュアブラウザが永久無料でついてくるキャンペーンを開始！
～外出先がオフィスになる！BYOD(個人所有端末の業務利用)とワークスタイル変革を支援～

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（代表取締役社長：鴇田 勝彦、以下 当社）は、平成 17
年より提供している法人向けクラウド型メールサービス「OneOffice メールソリューション」において、
「OneOffice メールボックス」ご契約のお客様に、セキュアブラウザサービス「OneOffice セーフゲー
ト」の 5 アカウントを無料で配布するキャンペーン『セキュアブラウザ 5 アカウント永久無料キャンペ
ーン』を実施いたします。
記
１．キャンペーン実施の背景
昨今、時間や場所にとらわれない新しい働き方に取り組む企業が増加し、ワークスタイルの変革が進
んでいます。しかしながら、社内のセキュリティポリシーやモバイル端末の導入コストなどを理由に、
外出先から社内システムを活用できていないケースも多くあります。
本キャンペーンでは、外出先から安全に社内システムを活用するワークスタイルを提案し、企業の生
産性向上や営業力強化を支援いたします。メールやグループウェアなどの社内システムの活用を、営業
員や管理者など少ない人数から簡単に始めることができます。さらに、会社支給端末だけでなく、BYOD
（個人所有端末の業務利用）でも、端末にデータを残さず、許可されたモバイル端末のみを利用可能に
することにより、情報漏えいを防止します。
２．キャンペーンの概要

■名称
『セキュアブラウザ 5 アカウント永久無料キャンペーン』
■概要
「OneOffice メールボックス」ご契約のお客様に、セキュアブラウザサービス「OneOffice セーフゲ
ート」の 5 アカウントを無料で配布いたします。
■開始時期
平成 28 年 7 月～ ※1

■適用期間
キャンペーン適用条件を満たしている限り ※2
■利用料金
本キャンペーンにて配布する OneOffice セーフゲートの 5 アカウント分の利用料が無料になります。
※3,※4
■対象と適用条件 ※5,※6,※7
・期間中に、OneOffice メールボックスサービスまたは OneOffice メールボックス基本パックを新たに
ご契約されたお客様。
・OneOffice メールボックスサービスまたは OneOffice メールボックス基本パックを既にご契約されて
いるお客様。
・いずれのお客様も、本キャンペーンで配布した OneOffice セーフゲート 5 アカウントは、配布後 3 ヶ
月間ご利用がなかった場合、もしくはご利用開始後に継続して 3 ヶ月間ご利用がなかった場合には、
自動的に本キャンペーンの適用は終了となり、ご利用いただけなくなります。
■キャンペーン紹介サイト
http://oneoffice.jp/service/oocp/
３．ご利用イメージ
OneOffice メールボックスと OneOffice セーフゲートを組み合わせてご利用いただくことで、お客様
は、外出先等から OneOffice メールボックスをご利用する際のセキュリティを向上させることができま
す。

シングルサインオン ： 一度のユーザ認証処理で複数のシステムやサービスにアクセスできること。

４．今後の取り組みについて
当社は、昨年 10 月よりセキュアブラウザサービス「OneOffice セーフゲート」の提供を開始し、お
客様のモバイル活用におけるセキュリティ強化を支援してまいりました。端末にデータを残さない「セ
キュアブラウザ機能」に、不正アクセスを防止する「デバイス認証機能」を兼ね備え、月額 300 円(税
別)／ユーザの低価格のサービスで、お客様の情報漏えい対策・不正アクセス防止・コスト削減を実現し
ています。
今回のキャンペーンを通じ、当社では、クラウド型メールサービス「OneOffice メールソリューショ
ン」とセキュアブラウザサービス「OneOffice セーフゲート」の組み合わせ利用による効果・利便性を
アピールすることで、お客様の一層のモバイルセキュリティ対策を促進するとともに、今後も簡単・安
心なモバイルワークの実現をサポートしてまいります。
以上

【キャンペーンの注意事項について】
※1 OneOffice メールボックスサービスまたは OneOffice メールボックス基本パックを既にご契約されているお客様
には、7 月下旬から順次配布します。
※2 本キャンペーンで配布した OneOffice セーフゲート 5 アカウントは、OneOffice メールボックスサービスまたは
OneOffice メールボックス基本パックを解約された場合には、自動的に本キャンペーンの適用は終了となり、ご
利用いただけなくなります。
※3 OneOffice メールボックスサービスまたは OneOffice メールボックス基本パックに加え、OneOffice セーフゲー
トを既にご契約されているお客様にも、本キャンペーン分として追加の OneOffice セーフゲート 5 アカウントが
配布されます。
※4 OneOffice セーフゲートを 5 アカウント以上ご利用になりたい場合は、本キャンペーンで配布した 5 アカウント
以外については別途費用が発生します。
※5 本キャンペーンで配布した OneOffice セーフゲート 5 アカウントのご利用にあたっては、
「OneOffice セーフゲ
ート 利用規約」に承諾していただく必要があります。
OneOffice セーフゲート 利用規約
http://oneoffice.jp/service/safegate/web/pdf/oneoffice_safegate_riyoukiyaku.pdf
※6 本キャンペーンは、お客様のご契約内容によらず適用します。ご契約のアカウントやドメインの数・種別等によ
って、無償配布する OneOffice セーフゲート 5 アカウントが増減するものではありません。
※7 本キャンペーンのサービス対価は無償となりますが、ご利用に係る設備・通信環境等はお客様の費用と責任にお
いてご用意いただく必要があります。

【参考】
■OneOffice メールソリューションについて
セキュリティに特化した法人向けクラウド型メールセキュリティサービスで、1,300 社以上の導入
実績を有しています。メールボックスに加え、メールアーカイブ、アンチスパム、アンチウイルス、
送信メールフィルタリング（メール誤送信対策）、添付ファイル暗号化の 6 種類から選択して利用で
きます。
http://www.oneoffice.jp/
◇メールボックスサービス ご利用価格（税別）
初期費用 ：20,000 円
月額利用料：標準プラン 月額 320 円／アカウント
大容量プラン 月額 420 円／アカウント
※25～99 アカウントの場合の価格です。
※最低 25 アカウントからご契約可能（25 アカウント単位で追加可能）です。
■OneOffice セーフゲートについて
セキュアブラウザ機能とデバイス認証機能を兼ね備えた月額 300 円(税別)／ユーザの低価格のサ
ービスで、お客様の情報漏えい対策・不正アクセス防止・コスト削減を実現します。
http://www.oneoffice.jp/service/safegate/
◇OneOffice セーフゲート ご利用価格（税別）
初期費用 ：30,000 円
月額利用料：300 円／アカウント
※最低 10 アカウントからご契約可能（10 アカウント単位で追加可能）です。
* 記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
エンジニアリング本部 プロダクトサービス部 担当 砂田
TEL：0120-261-011
E-Mail：sales@oneoffice.jp

