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ランサムウェアだけではなく
万が一の災害時にも

請求業務が滞って事業継続に
支障をきたします。

クラウドバックアップサービス
全印工連

Cloud BackupToopowered by

ランサムウェア対策を備えた次世代バックアップ

・ランサムウェア感染拡大の影響を受けないバックアップシステム
社内 LAN上のオンラインバックアップは、万が一 1台の端末が感染したときに
　感染が広がりバックアップデータも暗号化されてしまう恐れがあります。
　クラウドにバックアップしたデータは感染拡大の影響を受けません。

・次世代型のエンドポイント保護機能を持つバックアップシステム
端末がランサムウェアに感染したとしても、その動きを監視し
　ファイルを暗号化しようとするプロセスを停止させ、アクティブに保護。
　間に合わず暗号化されてしまったファイルはキャッシュからの自動復元を試みます。

ランサムウェアの感染は、なぜ被害が大きいのか？

普段、利用しているファイルだけでなく、システム関連のファイルが
数百、数千、数万という単位でロック・暗号化され、
ファイル単位での復旧はほぼ不可能、
PC/Mac 端末の機能が制限され使用できなくなります。

そして、ネットワークを介して、複数の端末に
感染が拡大し、会社全体の仕事継続に困難が
生じます。
そうこうしているうちに、身代金要求が届き、
支払いを拒否すると専用サイトに重要な情報が
公開されてしまいます。

元に戻すまで、OS 再インストール、サービスパックとパッチを
適用し、アプリケーションの再インストールや設定を行って…
1台のPC/Macを復旧させるのに半日～2日以上は平気でかかり、
復旧したいデータの存在確認などの後処理に時間がかかり、事業
にダウンタイムが生じます。

これからすぐにできる次世代ランサムウェア対策とは？

まずは経理用PCなどに

導入しやすい

低価格・小容量のプランから。

特に販売管理データや経理のデータがランサムウェアの被害を受けた際の
ダメージは事業継続に大きな影響を与えます。

ランサムウェアだけではなく
万が一の災害時にも

請求業務が滞って事業継続に
支障をきたします。



ご利用料金

お申込みについてのお問い合わせはサービス内容についてのお問い合わせは

・当カタログの内容は2021年 10月1日現在のものです。
・予告なく内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8
TEL：03-3552-4571　FAX：03-3552-7727
http://www.aj-pia.or.jp

NIビジネス部　担当：星
TEL：03-6757-3130／E-mail：d-transbk@too.co.jp

https://form.too.co.jp/form/pub/webservice/d-trans-bk_inquiry
無料トライアルお申し込みやお問い合わせはこちらまで。

あらゆる角度からデータを守る、次世代データバックアップソリューション

・わずか 3ステップの設定でクラウドへ
   自動バックアップを開始できます。
   もちろんスケジュール設定も可能。

・ローカルからクラウドへの一方向の
   同期のため、ローカルの元データが
   変更されることはありません。

・OSからのフルバックアップも、
   ディレクトリを指定してのバック
   アップも可能です。
   初回フルバックアップ以降は変更の
   あったデータブロックのみをバック
   アップします。

簡単な自動バックアップ

・ウェブブラウザの管理画面を提供。
    設定後はどのマシンからでもログイン
    が可能です。

・バックアップ状況を確認したり、
   リモートでデータの復元が可能です。

場所を選ばず設定 / 管理

・指定したディレクトリ単位でバック
   アップしている任意の履歴からデータ
   をダウンロードし復元することが可能
   です。

データの復元

・自家発電設備を備えた ISO27001
   認定の【国内データセンター】と
   【海外ロケーション】へと２重に
   バックアップを行います。

２重の安心バックアップ

・データ転送は AES-256 暗号化標準。
   さらにお客様環境上でファイルを
   AES-256 暗号化してバックアップする
   よう設定の選択が可能です。

２重暗号化が可能

・許可されていない改変や暗号化から
  ファイル、システム、バックアップ
  データを保護します。
・エージェントソフトウェアの乗っ
  取りとエージェント経由のバック
  アップデータの改変を阻止します。

・振る舞い検知とホワイトリストを
  ベースに、将来発生する脅威にも
  対応します。

・ファイルがランサムウェアによって
  改変された場合もすぐに検知・遮断
  し、ファイルを即時復旧します。

ランサムウェアからアクティブ保護

OS X Mavericks 10.9、OS X Yosemite 10.10、OS X El Capitan 10.11、
macOS Sierra 10.12、macOS High Sierra 10.13、macOS Mojave 10.14、
macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11

■Mac クライアント及びサーバ

Windows Vista、Windows7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、
Windows Server 2008（R2 含む）、2012（R2 含む）、2016、2019

■Windows クライアント及びサーバ

Google Chrome 29 以降、Mozilla Firefox 23 以降、Opera 16 以降、
Windows Internet Explorer 11 以降、Microsoft Edge 25 以降、
macOS で稼働する Safari 8 以降

■ブラウザ環境

動作環境

基本 1 契約で 1 アカウント分含まれ、1 アカウントあたり 1 台の Mac/PC のバックアップが
可能です。
ご利用台数を増やしたい場合、アカウントの追加が必要となります。
追加アカウントごとに、別途 1 台につき 月額 1,000 円（税別）の追加費用がかかります。
例）100GB 領域・3 台の場合の月額費用は、4,800 円 +1,000 円 ×2 台の合計 6,800 円 [税別]
となります。

100GB からの容量追加は 500GB へのコース変更となります。
※1TB 以上もご提供可能です。詳しくはお問い合わせください。

クラウドバックアップサービスのご利用には Web ブラウザが必要となります。

￥19,800-

・容量の追加について

・アカウントについて

1 アカウント分含む

1アカウント分含む

1 アカウント追加ごとに、

￥4,800-1 アカウント分含む

※1TB 以上もご提供可能です。詳しくはお問い合わせください。総容量 1TB 領域まで

総容量 500GB 領域まで

総容量 100GB 領域まで

＋

プラン 100

プラン 500

プラン 1000

￥9,900-

￥19,800-

月額基本料金
税別

税別

月額基本料金
税別

月額基本料金
税別

￥1,000-月額
税別

初期費用はクラウド側サーバーの設定やアカウント発行などに必要な作業費用となります。

月額ご利用費用

初期費用

・ご契約期間は1年間となります。ご利用料金は 3か月毎、4回に分けてお支払い
　いただきます。

・ご契約期間中、途中で解約する場合でも1年分のご利用料金はお支払いいただきます。

・翌年以降は自動更新となります。

場所を選ばず設定 /管理 2重の安心バックアップ
さらに 2重暗号化が可能

国内 海外

AES-256

AES-256

Secure

データの復元

Fi le  recovery

簡単な自動バックアップ

Fi le  BACKUP

※ランサムウェアからのアクティブ保護機能はMacOSではOS 10.14 以降での対応となります。


