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法人向けfirestorageとは

月間800万人ものユーザーが利用するオンラインストレージサービスfirestorageを、
企業やグループなどで、より快適にご利用いただける独占専用サーバープランです。
一般会員プランには無い様々な付加機能により大容量・高速かつ安全なシステムでビジネスシーンをサポート。
ユーザー数や保存容量などご利用のスタイルに合ったプランを提供いたします。
基本的な使い方は無料版のfirestorageと同様ですので、社内での法人プランへの移行もスムーズです。

お客様
法人専用サーバー
firestorage お相手先

ご利用イメージ

ユーザー数制限なし
共有サーバープランは100人まで

保存容量 1TB～18TB 広告非表示の専用ページでの

社内管理者

ユーザー

ユーザー

オフィス

自宅・外出先

アップロード

アップロード

高速ダウンロード

高速ダウンロード

ユーザーの
履歴管理権

アップロード・ダウンロード
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オフィスでも
自宅でも
外出先でも

お相手様が
ログインする
必要は
ありません



firestorage法人プランが選ばれる理由 3 / 10

実際に導入されている法人様が決め手になったと好評のfirestorage法人プランの特徴

充実のカスタマイズ

嬉しい低価格

多くの方が既に使い慣れているサービス

安心のサポート体制
一般のユーザーにご利用頂いているfirestorageの
システムをそのままお使い頂くことで、他社と比べて
圧倒的な低価格を実現しています。

月間800万人のユーザーに主にビジネスで利用されてい
るfirestorage。社内の方もお相手様も使い慣れている
サービスだから安心感があるとご支持頂いております。

firestorageの法人プランは画面や機能のカスタマイズも
柔軟に行っています。豊富なカスタマイズ実績で、お客様
それぞれのニーズに最大限お応えします。

国内の施設において、日本人スタッフがしっかりサポート。
メール・お電話にて、使い方のご質問から、問題発生時の
対応まで、即時丁寧に対応いたします。

ストレスフリーの高速通信 データのバックアップオプション
企業様の重要なデータ消失を最大限回避する為、ご利用
の頻度に合わせて、1日1回～リアルタイムでのバックアップ
までオプションをご用意しております。

法人専用の独自回線をご用意しておりますので、
firestorageにおける最高速度にて、大量のファイル送信
でも快適にご利用いただけます。



無料プランとの違い 4 / 10

基本機能に加えて、法人プラン限定の機能でビジネスシーンを強力にサポート致します。
法人プラン限定機能

専用サーバーのURLに、御社名等ご希望のアドレス（英小文字
10文字まで）を挿入することで独自ドメインの提供が可能です。 

【独自サブドメイン】

各ページの左上に御社のロゴを挿入可能です。また無料版のよ
うな広告はなくなり、シンプルで見やすい画面になります。

【ロゴ挿入】

「ストレージ保存」は標準でお一人2GiBに設定してありますが、
管理者はGiB単位（最小1GiB～最大1000GiB）でユーザー
ごとの設定変更が可能です。

【メンバーのストレージ保存容量の設定】

管理者はメンバーのログイン/アップロード/ダウンロード履歴
を閲覧可能です。CSV形式でのエクスポートも可能です。

【メンバーの利用履歴閲覧】

管理者が権限付けしたフォルダ上でメンバーがストレージファイ
ルの共有を行える「ストレージ共有」機能がプラン1～4でご
利用頂けます。

【権限付け可能なストレージ共有】

https://●●●●●●●●●●.firestorage.jp/

社内管理者 2GiB 2GiB 3GiB 2GiB 1GiB

社内管理者

フォルダ１

共有ストレージ

フォルダ２

フォルダ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

権限付けされたメンバー



firestorage法人プランの基本サービス 5 / 10

最大10GBのファイルアップロード、専用ソフトfiretoolsを利用することで最大4GiB※のファイルをアップロード
することが可能です。

大容量送信

保存容量は1TB、9TB、18TBと3タイプご用意しています。大企業様からプロジェクトチームまでご利用スタイ
ルに合ったプ　ランをお選び頂けます。 

大容量保存

御社独占の回線になりますので、圧倒的な速度でファイルのアップロード、ダウンロードを行っていただけます。
独自回線で高速

これまで最大2GiBだったブラウザでアップロードが、最新のOS・ブラウザ（firefox・chrome )を利用すること
で最大10GBまでアップロード可能になりました。

10GBアップロード

ユーザー数に制限はありませんので、メンバーに登録していただければ何人でもお使いになれます。ただし、複数社
共有のプラン5ですと、IDは100までとなります。

ID無制限

MAX
18TB

MAX
10GB

※お客様のセキュリティポリシーの設定により大容量ファイルのアップロード/ダウンロードを阻害している場合は、この限りではありません。 

※IEの場合は最大でも3.73GBの対応となります。また、IE9以下・Safari5.1以下の場合はご利用いただけません。お客様の
ご利用環境やお相手様の環境などの諸条件が必要となります。2GiBまでのファイルのアップロードはこれまで通りの仕様となります。

※ID数は、専用サーバーのメンバー数となりますので、ファイルを受け取る（ダウンロードする）お相手先の数を含めません。

※複数社共有のサーバをご利用いただくプラン5につきましては回線も共有ですので、1社専用のサーバーに比べますと場合によっては速度
がやや落ちる可能性もございます。
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お客様に徹底的に安心して頂く為、以下のセキュリティ機能は全て標準装備です。
高セキュリティ

ファイルがアップロードされた時点でウィルスチェックが行われ
ます。さらに、ダウンロードされる際にお客様ご自身でもウィル
ススキャンの実行が可能です。

【ウィルス対策】

24時間365日セキュリティ監視を行っております。停電および
電源の異常時には無停電電源装置（UPS）が作動し、自家発
電装置からの電力供給に正常に移行させることが可能です。

【データセンター体制】

■SSL 通信
ファイルのアップロードやダウンロードはもちろんのこと、全て
の操作においてSSL 通信で暗号化されます。

【改ざん・盗聴・なりすまし対策】

万一のトラブルに備え、RAIDによるストレージデータの冗長化
を行っております。

【データの冗長化】

■ダウンロードURLへの不正アクセスブロック
ダウンロードURLは暗号化されています。また、連続する不
正なアクセスを防ぐため、回数の規定値を超えた場合に自動的
にアクセスがブロックされます。

【不正アクセス対策】

管理者はメンバーのログイン/ログアウト履歴、アップロード/
ダウンロード履歴を閲覧することで管理が可能です。

【管理者権限】

■パスワード設定
ファイルをアップロードする際にパスワードが設定されます。ダ
ウンロードの際に正しいパスワードが入力されない限り、ダウン
ロードを行うことが出来ません。
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firestorageで使える便利な機能はもちろん、法人プラン限定の機能もご用意しています。機能の使い方は無料版と同
様なので、いつもの操作でお使い頂けます。すべての機能はこちらからご覧下さい。

豊富な機能

保存期間を選択してアップロードします。お相手先に、発行さ
れたダウンロードURLをお知らせしてダウンロードしていただき
ます。

【ファイル送信】

「ストレージ保存」にファイルを保存することで削除されること
はなくなります。

【ファイル保存 (ストレージ保存 )】

ファイルグループを取引先や社内などに分けて作成することによ
り、そのグループに追加したファイルは、一つのダウンロード
URLでまとめてダウンロードして頂けます。

【ファイルグループ機能】

メールグループや個人のメールアドレスを設定することで、誰が
何回ダウンロードページにアクセスしたかを確認することが出来
ます。

【ダウンロード追跡】

自分だけの受信専用の私書箱の様なアップロードページを作成
する事ができます。お相手先からのデータの受信や入稿などに
ご利用下さい。

【アップロードページ】

事前にメールアドレスを入力してメールグループを設定すること
で、アップロード完了後、選択されたメールグループに「ファイ
ル送信案内」が自動的に送信され、共有がますます便利に。

【メールグループ機能】

firestorageのウェブサイトにアクセスしなくても、デスクトップ
上のアイコンをクリックするだけで、firestorageのサービスを
ご利用できる便利なソフトウェアです。ファイルの選択はドラッ
グ＆ドロッ プで簡単に行え、さらにファイルだけでなく、フォル
ダをそのままアップロード できます。それに加え、ついに1ファ
イルの最大アップロードサイズが 4GBになり用途 がぐっと広が
ります。

【firetools】



５つのプランとシステム構成について 8 / 10

５つのプランは大きく分けて3つのシステム構成により設定されています。

プラン１ 月額 89,800円

プラン2 年額 950,000円

プラン4 年額 1,400,000円 プラン5 月額 49,800円

貴社専用サーバー 貴社専用サーバー 複数社共有サーバー（通常プラン）

保存容量18TB保存容量9TB 保存容量1TB

ディスク9Tバイト　 ディスク18Tバイト ディスク各社1Tバイト

ユーザー制限数なし ユーザー制限数なし ユーザー数各社100人まで

プラン3 年額　 925,800円



５つのプランの選び方・料金一覧 9 / 10

ご利用形態によって５つの法人プランの中からお選びいただけます。

プラン１ 月額 89,800円

プラン2 年額 950,000円

プラン3 年額
925,800円

プラン4 年額
1,400,000円

プラン5 月額 49,800円

プラン 容量 ユーザー数 サーバー 契約タイプ 初期費用 料金

100,000円

100,000円

150,000円

50,000円

9TB

18TB

9TB

1TB

無制限

無制限

無制限

100人まで

専用

専用

専用

共有

※12％お得

※９％お得

・システム領域として30GB 程使用しますので、実際の保存容量とは異なります。
・月額契約は1ヶ月目の申告で解約可能、1ヶ月ごとの自動更新となります。
※月額契約×12ヶ月と年間契約を比べたパーセントになります。

（税抜価格） （税抜価格）

NEW!

※コミコミ100万円以内プラン
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お問い合わせ

お見積もり

お申し込み

ご入金

納品・ご利用開始

メールにて受け付けております。 business@logicfactory.co.jp

お見積書を発行致します。

プランがお決まりになりましたらお申込み手続きとなります。

先に、各プランの初期導入費用のご入金をお願い致します。

納品のご連絡を差し上げます。
※入金から納品まで1ヶ月を予定しております。

ロジックファクトリー株式会社 営業担当

弊社からの返信メールが、迷惑メールと判断されることがございます。 
2 営業日以内に返信メールが届かない場合は、 お手数ですが迷惑メー
ルフォルダのご確認をお願いします。 また、上記メールアドレスに加
えて下記メールアドレスの迷惑メール設定の解除もお願い致します。

support-mail@firestorage.jp


