
料金プラン・機能について

法人プランのご案内
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送る

大容量ファイルを「送る・受けとる・共有する」ができるfirestorageの法人プラン

共有する 受け取る

社外の人にファイルを送りたいけど、容量が大きくてメールに添付できない。 
会社のオンラインサービスはあるけど、古くてアップデートができないし、 

メンテナンスをする担当者もいない。 
外出先でファイルをみたいけど、会社のファイルサーバーにつなぐのはセキュリティが心配。 

USBの持ち歩きも紛失が心配。 
firestorageは誰でも簡単にファイルの送受信ができるサービスです。
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firestorageの法人プランなら？

firestorageは無料プランの利用者が月
間200万人。無料会員の操作性をそのま
まに、法人プランへ移行できます。 
従業員のリクエストで導入された企業様
も多数。教育コストが抑えられます。

導入のしやすさ

2008年よりサービスを開始。長年サー
ビス運営で培った、外部からの攻撃に対
するノウハウが法人プランでも活かされ
ています。

安全性

国内自社データを利用することで、圧倒
的な低価格を実現しています。 
月額制のため、容量を気にせずご利用い
ただけます。

価格
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firestorageの法人プランの特徴

貴社専用のロゴを表示できます。 
専用のオンラインストレージとしてお取
引先様や貴社のお客様にも安心してご利
用いただけます。

オリジナルロゴ

英字10文字以内でお好きなサブドメイ
ンを設定できます。

オリジナルサブドメイン

国内自社データセンターを利用すること
で、アップロード・ダウンロードの速度
もストレスなくご利用いただけます。

国内自社データセンター
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https://trial.firestorage.jp



主要機能（ファイルを送る）

発行されたダウンロードURLをメールで送るだけ

ファイルのダウンロードが可能なURLを発行し、お相手に渡
すだけ。USBの持ち出しによる情報漏洩や、PPAP（パス
ワード付ZIPファイル送信）問題にも最適です。

大容量ファイルもダウンロードURLの共有で簡単に送信

ファイル送信

保存期間：ファイルへアクセスで
きる期間を3日～7日間、または削
除しないを選択できます。

パスワード：管理者側で強制発
行、自動発行、発行しないを設定
できます。

メールグループ：あらかじめメー
ルアドレスをメールグループへ登
録しておくとアップロード同時に
ファイルが送信されます。

アップロード：1ファイル
10GB、1度に20ファイルまで
アップロードできます。 
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主要機能（ファイルを保存する）

ファイルの長期保存もできます。

個人のデータを長期保存できます。フォルダごとに分けて保存
もできます。自宅や外出先で必要なデータを保存しておくのに
便利です。

データを長期保存できます

ストレージ保存

フォルダ：フォルダを10個作成で
きます。

ふファイル：PDFや画像はサムネイ
ルが表示されます。
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主要機能（ファイルを共有する）

ファイルの共有ができます。

法人プランのメンバーへ登録されていれば、ストレージ共有を
利用して、ファイルを共有できます。 
アクセス権限も設定できるので、別拠点のメンバーとのファイ
ル共有などにも活用できます。

法人プランのメンバーでファイルを共有できます

ストレージ共有

ふ管理者側でグループを作成し、権
限を付与します。

フォルダ：第一階層は管理者が
フォルダを作成します。 
権限のあるフォルダのみアクセス
可能です。
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新機能（ファイルを受け取る）

ファイルを受け取ることができます。

入力項目を自由に設定できるので、HPに設置し、不特定多数
の方からの受け取りも可能です。 

大容量ファイルの受け取りは「アップロードスペース」個人情
報の受け取りには「QRキースペース」をご利用ください。 
※「QRキースペース」は特許申請中です。詳細はP9

個人情報から大容量ファイルまで受け取るための機能
です

受け取る

ふファイル：PDFや画像はサムネイ
ルが表示されます。

アップロード完了後に、任意のサ
イトへ、遷移させることもできま
す。
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5TBまで 
アップロード
可能



受け取る「QRキースペース」

QRキースペースはQRコードを持っているユーザーのみファイルをダウンロードできる 
特許申請中の高セキュリティのファイル受け取りサービスです。個人情報も安全に受け取れます。 

QRキースペースを作成し発行された 
QRコードを保存します。 
QRキースペースのURLを共有します

QRキースペースのURLに 
ファイルをアップロードします。

QRキースペースのダウンロードURL 
にQRコードを読み込ませてデータを 
複合化します。
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ファイルを受け取る側

ファイルを送る側

ファイルを送る側

ファイルを受け取る側 ファイルを送る側 ファイルを受け取る側

新機能



主要機能（管理者メニュー）

ユーザーのアップロードダウンロードログを管理

アップロード・ダウンロード、ログイン・ログアウト、ユーザー 
追加、システム権限設定の操作が可能です。 

管理者用メニューでログを管理

ライセンスASP
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管理者のみアクセス可能なメ
ニューです。

ふ
ログ：アップロード・ダウンロードの
ログが確認できます。保存期限内であ
れば、管理者もファイルのダウンロー
ドが可能です。



専用サーバー

法人プランはプランが2つ

共有サーバー

法人プランは国内自社データセンターにてデータを保存しています。 
専用物理サーバーか共有サーバーかのどちらかを選択します。

大容量 
18TB

容量 
1TB

ユーザー数無制限 ユーザー数100ID

プラン2つ保存容量とユーザー数の違いです。 
※ファイルを共有するための「ストレージ共有」機能は専用サーバープランのみ 

初期費用 月額費用 オプション料金

初期費用10万円・1ヶ月89,800円（税別） 初期費用5万円・1ヶ月49,800円（税別）



firestorageの法人プランの料金プランと機能

初期費用

利用料金 
（月額プラン）

主な機能

導入時のみ　　50,000円（税別） 導入時のみ　　100,000円（税別） 

月額　　49,800円 （税別） 月額　　89,800円（税別） 

共有サーバープラン5 
容量1TB   ID：100 

専用サーバープラン1 
容量18TB   ID：無制限

送る

保存する

受け取る

アップロード：1ファイル10GB 
保存期間を指定しダウンロードURL発行

ストレージ保存：データを保存する 
デフォルト2GB（契約容量内で管理者が変更可）

アップロードスペース：1ファイル5TB 
お相手からデータを受け取る

送る

保存する

受け取る

アップロード：1ファイル10GB 
保存期間を指定しダウンロードURL発行
ストレージ保存：データを保存する 
デフォルト2GB（契約容量内で管理者が変更可）

アップロードスペース：1ファイル5TB 
お相手からデータを受け取る

共有する ストレージ共有：1ファイル10GB 
フォルダ内に権限付与しデータを共有する
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firestorageの法人プランのオプション

firestorageはRAID6で冗長化をしておりますが、
さらに安全にデータを保存をするために、バックアッ
プオプションもご用意しています。バックアップオプション
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10,000円/月（税別）

バックアップオプション

50,000円/初回のみ（税別）

シングルサインオン

ログイン連携

Google Workspace のSAMLを使用したシングル
サインオンが可能です。Googleアカウントの認証情
報を利用して、firestorageへのログインが可能で
す。

https://admin.google.com/


firestorageの法人プランのご利用企業

大手広告制作会社様 
容量の大きいデータを取引先さまと送受信するために利用。 
アルバイトの方でも誤操作の心配なく利用できるので安心

専用サーバープラン　
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ご利用開始2012～

バックアップオプション専用サーバープラン　

大手デザイン会社様 
従業員が無料のfirestorageを利用していたため、ログ管理の
できる法人プランを会社で導入。インターフェースも同じため
導入がしやすい。

大手印刷会社様 
定期的に取引先とデータをやり取りするので、ストレージ共有
機能を活用。

大手税理士事務所 
不特定多数の顧客から、書類を受け取るために利用。 
スタッフもリモート勤務のため、オンラインストレージを利
用。ログインせずにメール通知からもダウンロードできて効率
的。



サービス名 firestorage F E D P B

プラン プラン1 Unlimited プロフェッショナル ビジネス - -

容量 大容量18TB 10TB 5TB 3TB 100GB 1TB

1ファイルの 
最大アップロードサイズ

10GB 
カスタマイズで30GBまで可

20GB 記載なし 10GB ブラウザ：1.9GB 2GB

初期費用（税抜） ¥100,000 - - - ¥30,000 ¥20,000

月額費用（税抜） ¥89,800 ¥180,000 ¥99,000 ¥90,000 ¥180,000 ¥200,000

年間費用（税抜）
¥1,070,000 

リアルタイムバックアップオプ
ション込み

¥2,160,000 ¥1,188,000 ¥1,080,000 ¥2,160,000 ¥2,400,000

ユーザーID 無制限 無制限 無制限 無制限 10,000ID 10,000ID

セキュリティ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

ログ管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○

懸念点 ○ 容量に対して高額
容量に対して高額 
運用年数が浅い

容量が少ない 
ロゴが変更できない 容量に対して高額 容量に対して高額
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他社ストレージとの比較



firestorageの法人プランご利用開始まで

ステップ1
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無料トライアル14日間 

トライアル用サーバーにて、 
操作性を確認いただけます。

ステップ2

お申し込み 
初期費用入金 

お申込書返送いただいた後、 
初期費用の御請求書を送付し

ます。入金確認後、 
システム準備を開始します。

ステップ3

システム設定 

ご希望のサブドメインとロ
ゴを 

管理者用メールアドレスを
お送りいただきます。

ステップ4

ご利用開始 

ログイン情報をお送りします。 

ステップ5

ご利用料金 

月末締め翌月1日に御請求書
をお送りします。お支払いは
翌月末となります。

申し込み情報入力・データ選択・送信

最短14営業日でご利用開始！ 
※専用サーバーは別途お見積り



firestorageへのお問合せ
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サービスに関するお問合せ 

ロジックファクトリー株式会社 
https://firestorage.jp/business/bizsupport/ 

本社：東京都目黒区祐天寺2-8-8 
支店：東京都目黒区祐天寺2-14-6 プラチナコート祐天寺 

https://firestorage.jp/business/bizsupport/

