
改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

2022/4/1 第２条 第２条（申込方法） 第２条（申込方法）

１．＜省略＞ １．＜現行どおり＞

２．＜省略＞ ２．＜現行どおり＞

４．＜省略＞ ４．＜現行どおり＞

第７条 第７条（料金の支払） 第７条（申込方法）

１．～３．＜省略＞ １．～３．＜現行どおり＞

４．＜省略＞ ５．＜現行どおり＞

５．＜省略＞ ６．＜現行どおり＞

６．＜省略＞ ７．＜現行どおり＞

第１６条 第１６条（契約者が行う解約） 第１６条（契約者が行う解約）

別表第1号 別表第１号　サービス内容 別表第１号　サービス内容

添付ファイル誤送信対策
（オプション）

ALL in Oneメール
Lite サービス契約
約款

３．第１項の申込みを行い、当社により承認を受けた本サービス利用申込者（以下、「契約者」
という）が、各種オプションサービスの追加や変更を行う場合には、契約者に対して提供される
本サービス専用の管理画面上から申込みを行うものとします。

３．第１項の申込みを行い、当社により承認を受けた本サービス利用申込者（以下、「契約者」
という）が、各種オプションサービスの追加や変更を行う場合には、契約者に対して提供される
本サービス専用の管理画面上または当社所定の申込書から申込みを行うものとします。

（新設） ４．オプションサービスのうち初期費用が発生するものについては、同オプションサービスの提
供開始日を含む月の翌々月１０日までに月額費用と同時にこれを支払うものとします。

（新設） ２．第２条第３項に基づくオプションサービスの追加や変更を行った月内で解約することはでき
ません。

契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、
毎月１８日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約することがで
きます。ただし、月額費用の支払義務は当月末日分までとし、最低利用期間中の解約については
第４条（最低利用期間）の定めに従うものとします。

１．契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の
上、毎月１８日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約すること
ができます。ただし、月額費用の支払義務は当月末日分までとし、最低利用期間中の解約につい
ては第４条（最低利用期間）の定めに従うものとします。

サービス品目

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

現行約款 改定後約款

基本メール機能

ファイル転送サービス

メールアドレス

Webメール

ディスク容量

サービス品目 サービス内容

メール受信機能（POP3、POP over SSL、IMAP4、IMAP over SSL）
メール送信機能（SMTP、SMTP over SSL）
送受信メール容量制限（1通あたり、100MB未満）
メールアドレス管理（CSVによる一括登録可能）
フィルタリング転送、無条件転送、自動返信
エイリアス（契約メールアドレス数と同数まで標準提供）
ホワイトリスト、ブラックリスト、共通フィルタリング
ウィルス対策（F-Secure）、迷惑メール対策（CLOUDMARK）
IPアドレスによるアクセス制限が可能

※ウィルス対策、迷惑メール対策は、100％の精度でウィルスメール
／迷惑メールの検知を行うことを保証するものではありません。

メールアドレスとメールパスワードにより管理画面にログイン
管理画面から、合計 10GBまでのファイルをアップロード可能
（1ファイルあたりの上限は 1GB）
アクセス期間、アクセス回数を指定して宛先にURLを送信
過去1年間の送信ログのダウンロードが可能
5アドレス単位でメールアドレス数を追加
（最低 5アドレス、最大 1,000アドレス）

Webブラウザ経由で受信箱内のメールを閲覧可能
Webブラウザ経由でメール送信が可能
PC用画面、携帯電話用画面、スマートフォン用画面
SSL暗号化通信 標準提供
契約メールアドレス数を上限として、5個単位で利用可能
（最低 0個、最大 契約メールアドレス数と同数まで）

10GB単位で合計メールボックス容量を追加
（標準 50GB、最大 300GB）

添付ファイル付送信メールに対する一時保留
添付ファイルzip暗号化、添付ファイルの分離
添付ファイルダウンロード用URL通知メール、パスワード通知メール
の自動送信
送信メールの宛先（ToまたはCc）にメールアドレスが 20件以上 存在
していた場合に、自動的にBccに変換

サービス内容

メール受信機能（POP3、POP over SSL、IMAP4、IMAP over SSL）
メール送信機能（SMTP、SMTP over SSL）
送受信メール容量制限（1通あたり、100MB未満）
メールアドレス管理（CSVによる一括登録可能）
フィルタリング転送、無条件転送、自動返信
エイリアス（契約メールアドレス数と同数まで標準提供）
ホワイトリスト、ブラックリスト、共通フィルタリング
ウィルス対策（F-Secure）、迷惑メール対策（CLOUDMARK）
IPアドレスによるアクセス制限が可能

※ウィルス対策、迷惑メール対策は、100％の精度でウィルスメール
／迷惑メールの検知を行うことを保証するものではありません。

メールアドレスとメールパスワードにより管理画面にログイン
管理画面から、合計 10GBまでのファイルをアップロード可能
（1ファイルあたりの上限は 1GB）
アクセス期間、アクセス回数を指定して宛先にURLを送信
過去1年間の送信ログのダウンロードが可能
5アドレス単位でメールアドレス数を追加
（最低 5アドレス、最大 1,000アドレス）

Webブラウザ経由で受信箱内のメールを閲覧可能
Webブラウザ経由でメール送信が可能
PC用画面、携帯電話用画面、スマートフォン用画面
SSL暗号化通信 標準提供
契約メールアドレス数を上限として、5個単位で利用可能
（最低 0個、最大 契約メールアドレス数と同数まで）

10GB単位で合計メールボックス容量を追加
（標準 50GB、最大 300GB）

添付ファイル付送信メールに対する一時保留
添付ファイルzip暗号化、添付ファイルの分離
添付ファイルダウンロード用URL通知メール、パスワード通知メール
の自動送信
送信メールの宛先（ToまたはCc）にメールアドレスが 20件以上 存在
していた場合に、自動的にBccに変換

添付ファイル誤送信対策
（オプション）

基本メール機能

ファイル転送サービス

メールアドレス

・機能追加に伴う変
更を行います。

Webメール

ディスク容量



改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

約款　新旧対照表
株式会社エアネット

(下線部分は変更箇所）

現行約款 改定後約款

別表第２号 別表第２号　料金等 別表第２号　料金等

１．初期費用（消費税別） １．初期費用（消費税別）

初期費用 初期費用

￥１０，０００ ￥１０，０００

￥１０，０００

２．月額費用（消費税別） ２．月額費用（消費税別）

月額費用 月額費用

￥３，０００　　　　　　 ￥３，０００　　　　　　

￥５００／５アドレス ￥５００／５アドレス

￥５００／５個　　　 ￥５００／５個　　　

￥１，０００／１０ＧＢ　 ￥１，０００／１０ＧＢ　

￥１,０００／５アドレス ￥１,０００／５アドレス

￥１,２５０／５アドレス

￥５００／５アドレス ￥５００／５アドレス

￥１０，０００／枚　　　　 ￥１０，０００／枚　　　　

￥２０，０００／枚　　　　 ￥２０，０００／枚　　　　

３．＜省略＞ ３．＜現行どおり＞

別表第３号 別表第３号　SLA 別表第３号　SLA

１．＜省略＞ １．＜現行どおり＞

２．稼働保証範囲 ２．稼働保証範囲

３．～５．＜省略＞ ３．～５．＜現行どおり＞

＜追加＞
セキュリティプラス
（オプション）

※セキュリティプラスのサービス仕様は、別途定めるサービス仕様書に基づきます。

メールアーカイブ
（オプション）

DVD-ROM/BD-ROMによるアー
カイブデータ提供
（オプション）

稼動保証の範囲は、当社データセンター内に設置した「ALL in Oneメール Lite」 環境のみと
し、お客様環境および、お客様環境から当社環境に対してアクセスを行うインターネット接続
環境については範囲外とします。

対象サービス（ポート番号）は、以下の通りです。

・POP（110）　　・SMTP（25）　　・POP over SSL（995）　　・SMTP over SSL（465）
・Submission（587）　　・IMAP(143)　　・IMAP over SSL(993)
＜※Webメール利用者のみ対象＞
・https（443）
＜※添付ファイル誤送信対策利用者のみ対象＞
・保留確認画面（HTTPS 443）
＜追加＞

稼動保証の範囲は、当社データセンター内に設置した「ALL in Oneメール Lite」 環境のみと
し、お客様環境および、お客様環境から当社環境に対してアクセスを行うインターネット接続
環境については範囲外とします。

対象サービス（ポート番号）は、以下の通りです。

・POP（110）　　・SMTP（25）　　・POP over SSL（995）　　・SMTP over SSL（465）
・Submission（587）　　・IMAP(143)　　・IMAP over SSL(993)
＜※Webメール利用者のみ対象＞
・https（443）
＜※添付ファイル誤送信対策利用者のみ対象＞
・保留確認画面（HTTPS 443）
＜※セキュリティプラス利用者のみ対象＞
・添付ファイル分離メール確認画面（HTTPS 443）

DVD-ROM/BD-ROMによるアー
カイブデータ提供
（オプション）

直近3ヶ月以内の送受信メールを、管理者がダウンロード可能

・SLAの対象サービ
ス（ポート番号）を
追加します。

サービス品目

ALL in Oneメール Lite

＜追加＞

サービス品目

ALL in Oneメール Lite

セキュリティプラス

サービス品目 サービス品目

基本料金（メールボックス容量 合計 ５０ＧＢ 付）

毎月1回、アーカイブデータを DVD-ROMメディアまたはBD-ROMメディ
アに保存して送付
（メールアーカイブをご利用中のお客様のみ対象）

受信メールに対する追加のウィルス対策
SANDBOXでのリアルタイム解析
以下条件の添付ファイル分離とWeb画面での安全確認
　・暗号化されたファイル
　・指定された拡張子のファイル
　・偽装された拡張子、拡張子のないファイル
「なりすまし」の可能性が高いと判定されたメールへの警告

直近3ヶ月以内の送受信メールを、管理者がダウンロード可能

毎月1回、アーカイブデータを DVD-ROMメディアまたはBD-ROMメディ
アに保存して送付
（メールアーカイブをご利用中のお客様のみ対象）

メールアーカイブ
（オプション）

※ファイル転送サービスは、追加費用なく標準でご利用いただけます。
※添付ファイル誤送信対策、メールアーカイブは、ご契約メールアドレスの合計数と同数での
ご契約となります。
※ＤＶＤ－ＲＯＭ１枚あたりの保存容量の目安は「４ＧＢ」です。容量が超過する場合は、保
存枚数分の費用が毎月必要となります。
※ＢＤ－ＲＯＭ１枚あたりの保存容量の目安は「２０ＧＢ」です。容量が超過する場合は、保
存枚数分の費用が毎月必要となります。
※サービス開始後、翌月以降の月額費用の計算は、毎月「２５日」を締め日として、締め日時
点での契約メールアドレス数、契約Ｗｅｂメール数、契約ディスク容量、添付ファイル誤送信
対策、メールアーカイブのご利用状況により、翌月の月額費用の金額を確定するものとしま
す。

基本料金（メールボックス容量 合計 ５０ＧＢ 付）

メールアドレス（５アドレス単位）

Ｗｅｂメール（５個単位）

追加ディスク容量（１０ＧＢ単位）

添付ファイル誤送信対策

＜追加＞

メールアーカイブ

ＤＶＤ－ＲＯＭによるアーカイブデータ提供

ＢＤ－ＲＯＭによるアーカイブデータ提供

メールアドレス（５アドレス単位）

Ｗｅｂメール（５個単位）

追加ディスク容量（１０ＧＢ単位）

添付ファイル誤送信対策

セキュリティプラス

・機能追加に伴う変
更を行います。

メールアーカイブ

ＤＶＤ－ＲＯＭによるアーカイブデータ提供

ＢＤ－ＲＯＭによるアーカイブデータ提供

※ファイル転送サービスは、追加費用なく標準でご利用いただけます。
※添付ファイル誤送信対策、セキュリティプラスおよびメールアーカイブは、ご契約メールア
ドレスの合計数と同数でのご契約となります。
※ＤＶＤ－ＲＯＭ１枚あたりの保存容量の目安は「４ＧＢ」です。容量が超過する場合は、保
存枚数分の費用が毎月必要となります。
※ＢＤ－ＲＯＭ１枚あたりの保存容量の目安は「２０ＧＢ」です。容量が超過する場合は、保
存枚数分の費用が毎月必要となります。
※サービス開始後、翌月以降の月額費用の計算は、毎月「２５日」を締め日として、締め日時
点での契約メールアドレス数、契約Ｗｅｂメール数、契約ディスク容量、添付ファイル誤送信
対策、メールアーカイブのご利用状況により、翌月の月額費用の金額を確定するものとしま
す。


