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）

改定日
(適用日)

名称

現行約款

該当箇所

2022/4/27 ALL in Oneメール 別表第1号
Lite サービス契約
約款

別表第１号 サービス内容
サービス品目

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

添付ファイル誤送信対策
（オプション）

セキュリティプラス
（オプション）

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

改定後約款
別表第１号 サービス内容
サービス品目

基本メール機能

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（WithSecure Elements）、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。

※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）

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
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

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

添付ファイル誤送信対策
（オプション）

セキュリティプラス
（オプション）

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
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

メールアーカイブ
（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

メールアーカイブ
（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

DVD-ROM/BD-ROMによる
アーカイブデータ提供
（オプション）

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）

DVD-ROM/BD-ROMによる
アーカイブデータ提供
（オプション）

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）

※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。

※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。

内容
・パートナー企業
の社名・ブランド
名変更に伴う修正
です。

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）

改定日
(適用日)

名称

2022/4/27 ALL in Oneメール
Pro/Gateway サー
ビス契約約款

現行約款

該当箇所
別表第1号

別表第１号 サービス内容
ALL in Oneメール Pro
サービス品目

基本メール機能

別表第２号

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
簡易アーカイブ、メールログ取得、操作ログ取得
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。

Webメール

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暗号化通信に対応
共有アドレス帳機能
ログイン画面にベーシック認証の追加が可能
クライアント証明書によるアクセス制限が可能
国別経路情報表示機能(※1)の追加が可能

セカンダリメールサーバ

メールアドレス情報などの設定情報を1日1回自動的に同期
プライマリのメールサーバに障害が発生した場合、接続先を切り替えることで
メール送受信機能が利用可能

改定後約款
別表第１号 サービス内容
ALL in Oneメール Pro
サービス品目

基本メール機能

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
簡易アーカイブ、メールログ取得、操作ログ取得
ウィルス対策（WithSecure Elements）、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。

Webメール

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暗号化通信に対応
共有アドレス帳機能
ログイン画面にベーシック認証の追加が可能
クライアント証明書によるアクセス制限が可能
国別経路情報表示機能(※1)の追加が可能

セカンダリメールサーバ

メールアドレス情報などの設定情報を1日1回自動的に同期
プライマリのメールサーバに障害が発生した場合、接続先を切り替えることで
メール送受信機能が利用可能

(※1)着信メールの発信元/中継経路の国別情報表示/送信元メールアドレス確認表示機能となります。

(※1)着信メールの発信元/中継経路の国別情報表示/送信元メールアドレス確認表示機能となります。

別表第２号 サービス内容
ALL in Oneメール Gateway
サービス品目

別表第２号 サービス内容
ALL in Oneメール Gateway
サービス品目

ウィルス対策、迷惑メー
ル対策

メールアーカイブ

メールアーカイブ＋フィ
ルタリング

メール誤送信防止

セキュリティプラス

キャリアブロック対応高
速メール配信

サービス内容
ゲートウェイサーバを通過した送受信メールに対するウィルスチェック（FSecure）
ゲートウェイサーバを通過した受信メールに対する迷惑メール判定
（CLOUDMARK）
※本サービスは、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。
コピー転送、ジャーナルなどで当社指定アドレスに着信したメールデータの
アーカイブ(保存メール管理)
メール検索・閲覧が可能な専用管理ツール画面
アーカイブサーバを通過した送受信メールに対する設定ポリシーに基づいた
アーカイブ
アーカイブサーバを通過した送受信メールに対する設定ポリシーに基づいた
フィルタリング
検索・抽出が可能な専用管理ツール画面
特定ポリシーに合致した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）に外部ドメインのメールアドレスが一定数以
上存在していた場合に、自動的にBccに変換
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
メール配信エンジン（Sendmagic）を利用し、高速で大量のメールを配信

ウィルス対策、迷惑メー
ル対策

メールアーカイブ

メールアーカイブ＋フィ
ルタリング

メール誤送信防止

セキュリティプラス

キャリアブロック対応高
速メール配信

サービス内容
ゲートウェイサーバを通過した送受信メールに対するウィルスチェック
（WithSecure Elements）
ゲートウェイサーバを通過した受信メールに対する迷惑メール判定
（CLOUDMARK）
※本サービスは、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。
コピー転送、ジャーナルなどで当社指定アドレスに着信したメールデータの
アーカイブ(保存メール管理)
メール検索・閲覧が可能な専用管理ツール画面
アーカイブサーバを通過した送受信メールに対する設定ポリシーに基づいた
アーカイブ
アーカイブサーバを通過した送受信メールに対する設定ポリシーに基づいた
フィルタリング
検索・抽出が可能な専用管理ツール画面
特定ポリシーに合致した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）に外部ドメインのメールアドレスが一定数以
上存在していた場合に、自動的にBccに変換
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
メール配信エンジン（Sendmagic）を利用し、高速で大量のメールを配信

内容
・パートナー企業
の社名・ブランド
名変更に伴う修正
です。

・パートナー企業
の社名・ブランド
名変更に伴う修正
です。

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）

改定日
(適用日)

現行約款

改定後約款

2022/4/27 エンドポイント セ 第１条
キュリティ サービ
ス契約約款

第１条（目的）
エンドポイント セキュリティ サービス契約約款（以下、「本約款」という）は、株式会社エアネット
（以下、「当社」という）が株式会社エフセキュア（以下、「エフセキュア」という）のASP型セキュリ
ティサービスである「エレメンツ エンドポイント プロテクション(旧商品名「プロテクション サービス
ビジネス」)」を月額制料金にて提供されるサービス（以下、「本サービス」といい、別表第１号に記載す
るサービスを指す）の利用について定めるものとします。

第１条（目的）
エンドポイント セキュリティ サービス契約約款（以下、「本約款」という）は、株式会社エアネット
（以下、「当社」という）がウィズセキュア株式会社（以下、「パートナー」という）のASP型セキュリ
ティサービスである「エレメンツ エンドポイント プロテクション(旧商品名「プロテクション サービス
ビジネス」)」を月額制料金にて提供されるサービス（以下、「本サービス」といい、別表第１号に記載す
るサービスを指す）の利用について定めるものとします。

第２条

第２条（申込方法）
１．本サービスの利用希望者は、本約款およびエフセキュアライセンス契約を承諾の上、当社所定の利用
申込書に必要事項を記入し、当社に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとしま
す。
２．～４．＜省略＞
第６条（許諾内容）
１．利用者は、エフセキュアの「エレメンツ エンドポイント プロテクション(旧商品名「プロテクション
サービス ビジネス」)」の利用目的に限り、本サービスを利用できるものとします。
２．本サービスの使用権の許諾は、利用者が本約款及びエフセキュアの定める使用許諾契約書の規定を遵
守する事を条件とし、対象製品に収録されているプログラムおよび収録情報、対象製品のマニュアル等の
印刷物に記載されている情報を使用する権利を許諾します。

第２条（申込方法）
１．本サービスの利用希望者は、本約款およびパートナーが定めるライセンス契約を承諾の上、当社所定
の利用申込書に必要事項を記入し、当社に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものと
します。
２．～４．＜現行どおり＞
第６条（許諾内容）
１．利用者は、パートナーの「エレメンツ エンドポイント プロテクション(旧商品名「プロテクション
サービス ビジネス」)」の利用目的に限り、本サービスを利用できるものとします。
２．本サービスの使用権の許諾は、利用者が本約款及びパートナーの定める使用許諾契約書の規定を遵守
する事を条件とし、対象製品に収録されているプログラムおよび収録情報、対象製品のマニュアル等の印
刷物に記載されている情報を使用する権利を許諾します。

第１０条（仕様変更）
１．当社は、本サービスの提供および運営の全部または一部をエフセキュアに委託しています。
２．当社は、エフセキュアが行う仕様変更（後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様変更等を含
む。ただしこれに限定されない）にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客デー
タ仕様の変更を含む、仕様変更を行う場合があり、契約者は当該仕様変更について同意するものとしま
す。
３．<省略>
第１１条（知的財産権）
本サービス、その付属物およびそれらの複製物についての知的財産権、およびその他の権利は、エフセ
キュアまたはエフセキュアにこれらを許諾した第三者が有します。

第１０条（仕様変更）
１．当社は、本サービスの提供および運営の全部または一部をパートナーに委託しています。
２．当社は、パートナーが行う仕様変更（後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様変更等を含む。
ただしこれに限定されない）にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕
様の変更を含む、仕様変更を行う場合があり、契約者は当該仕様変更について同意するものとします。
３．<現行どおり>

第13条

第１３条（提供の中断）
１．当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
（１）当社もしくはエフセキュアの設備・システムの保守上または工事上やむを得ない場合
（２）当社もしくはエフセキュアの設備・システムにやむを得ない障害が発生した場合
（３）～（４）<省略>
２．～３．<省略>

第１３条（提供の中断）
１．当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
（１）当社もしくはパートナーの設備・システムの保守上または工事上やむを得ない場合
（２）当社もしくはパートナーの設備・システムにやむを得ない障害が発生した場合
（３）～（４）<現行どおり>
２．～３．<現行どおり>

第14条

第１４条（サービスの廃止）
１．当社は、当社およびエフセキュアの都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができ
るものとします。
２．<省略>

第１４条（サービスの廃止）
１．当社は、当社およびパートナーの都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができる
ものとします。
２．<現行どおり>

第17条

第１７条（解約後の取り扱い）
利用契約の解約がなされた場合には、速やかに本サービスの利用を停止し、エフセキュアから別途対象
製品の使用許諾が無い限り、対象製品の全ての複製を削除することとします。

第１７条（解約後の取り扱い）
利用契約の解約がなされた場合には、速やかに本サービスの利用を停止し、パートナーから別途対象製
品の使用許諾が無い限り、対象製品の全ての複製を削除することとします。

第18条

第１８条（責任の制限）
１．当社およびエフセキュアおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は契約者に対して、
本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証しないものとします。
２．当社およびエフセキュアおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、契約者が本サー
ビスの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的および間接的損害について
理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
３．当社およびエフセキュアおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、第三者が本サー
ビスを利用したこと、または第三者が本サービスを利用できなかったことに関連して生じた損害につい
て、その原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
４．当社およびエフセキュアおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、当社システム内
に保管された契約者のデータ等に対して、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
５．当社およびエフセキュアおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、本サービス、本
サービスの提供物および関連ソフトウェアを、一切保証のない「現状のまま」および「利用できるまま」
提供するものです。
６．当社およびエフセキュアおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、商品性、特定目
的への適合性、知的財産権の非侵害を含めた、すべての明示的、黙示的および法令による保証責任を、無
制限かつ法律の範囲内で、明示的に負わないものとします。
７．当社およびエフセキュアおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、本サービスの安
全性、信頼性、適時性および性能に関するすべての保証に責任を負いません。
８．～９．<省略>

第１８条（責任の制限）
１．当社およびパートナーおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は契約者に対して、本
サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証しないものとします。
２．当社およびパートナーおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、契約者が本サービ
スの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的および間接的損害について理
由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
３．当社およびパートナーおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、第三者が本サービ
スを利用したこと、または第三者が本サービスを利用できなかったことに関連して生じた損害について、
その原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
４．当社およびパートナーおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、当社システム内に
保管された契約者のデータ等に対して、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
５．当社およびパートナーおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、本サービス、本
サービスの提供物および関連ソフトウェアを、一切保証のない「現状のまま」および「利用できるまま」
提供するものです。
６．当社およびパートナーおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、商品性、特定目的
への適合性、知的財産権の非侵害を含めた、すべての明示的、黙示的および法令による保証責任を、無制
限かつ法律の範囲内で、明示的に負わないものとします。
７．当社およびパートナーおよび本サービスの関連ソフトウェアを提供する第三者は、本サービスの安全
性、信頼性、適時性および性能に関するすべての保証に責任を負いません。
８．～９．<現行どおり>

第23条

第２３条（個人情報の保護）
１．～４．<省略>
５.当社は、本サービスを提供するために必要な場合に限り、契約者の個人情報をエフセキュアに開示する
ことができるものとします。

第２３条（個人情報の保護）
１．～４．<現行どおり>
５.当社は、本サービスを提供するために必要な場合に限り、契約者の個人情報をパートナーに開示するこ
とができるものとします。

名称

該当箇所

第６条

第10条

第11条

第１１条（知的財産権）
本サービス、その付属物およびそれらの複製物についての知的財産権、およびその他の権利は、パート
ナーまたはパートナーにこれらを許諾した第三者が有します。

内容
・パートナー企業
の社名・ブランド
名変更に伴う修正
です。

