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法人向けfirestorageとは

２

月間１５０万人ものユーザーにご利用いただいてい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。

無料版にはない数々の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などをサポート。
ユーザー数や保存容量などご利用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。

社内管理者
ユーザー
オフィス

ユーザー
自宅

ユーザー
出先

お客様 ユーザー数制限なし

共有サーバープラン
は 100 人まで［ ］

firestorage

法人専用

サーバー

アップロード 高速ダウンロード

高速ダウンロード アップロード

相手先
広告表示のない専用ページで

ダウンロード、アップロード可能

共有

保存容量

1TB ～ 12TB

各ユーザーの履歴管理ご利用イメージ



サービスの特長
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大容量送信
ブラウザをお使いの場合は、1ファイルの最大アップロード数は2GiBですが、ファイルアップ
ロードを簡単に行えるソフトfiretoolsを利用することで最大4GB※のファイルをアップロードす
ることが可能です。 ※お客様のセキュリティポリシーの設定によって大容量ファイルのアップ
ロードもしくは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。

大容量保存
保存容量は1TB、4TB、12TBと3タイプご用意しています。ご利用スタイルに合ったプランを
お選び下さい。

ID制限なし
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、3社共有のプラン5ですと、IDは100までとなります。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。

独自回線で高速
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。ただし、3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。

低価格
一般のユーザーにご利用いただいているfirestorageのシステムをそのままお使い頂くことで圧倒
的な低価格を実現しています。

最大

4GB
送信可能

最大

12TB
保存可能

ID 制限なし

専用
サーバー

選べるプラン

￥



セキュリティ

4

高セキュリティ
以下のセキュリティ機能は全て標準装備です。

ウィルスチェック
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。

改ざん・盗聴・なりすまし対策

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。

不正アクセス対策

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ア
クセスがブロックされます。

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。

データの冗長化
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。

データセンター体制
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。

管理者権限
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。

安心・安全



機能紹介
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豊富な機能
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。

ファイル送信
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。

ファイル共有
「ストレージ保存」メニューから共有ボリュームを作成していただくことで、ユーザー間でのファイル共有が可能です。

ファイル保存
「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。 

セキュアメッセージ送信
重要なメッセージやパスワードなどをお相手にお知らせする際にメールではなく、この機能をお使いいただくことでセ
キュアなメッセージの送信が可能です。

firetools
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。

ファイルグループ機能
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。

メールグループ機能
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、ファイル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ますので共有していただけます。

アップロードページ
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。



機能紹介
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法人プラン限定機能

独自サブドメイン
専用サーバーにアクセスする際のURLに、御社名（英小文字10文字まで）を挿入することで独自サブ
ドメインの提供が可能です。
https://【サブドメイン（英数文字10文字まで）】.firestorage.jp/main.cgi

ロゴ挿入
管理画面やダウンロードページに御社のロゴを挿入することが可能です。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。

メンバーのストレージ保存容量の設定
「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。
※設定可能な最大保存容量はプランにかかわらず1000GiB（1TiB）ですが、あくまでユーザー1人
1人の最大容量を制限するものであり、システムの最大保存容量を保証するものではありません。

メンバーのログイン/ログアウト履歴閲覧
管理者はメンバーのログイン/ログアウト履歴をご覧になれます。CSV形式でのエクスポートも可能で
す。

メンバーのファイルアップロード/ダウンロード履歴閲覧
管理者はメンバーのアップロード/ダウンロード履歴をご覧になれます。CSV形式でのエクスポートも
可能です。 



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作られています。

５つのプランとシステム構成について

７

保存容量４TBの貴社専用サーバー
（通常プラン）

保存容量１２TBの貴社専用サーバー

プラン３ 月額払い ￥128，０００

プラン４ 年一括払い ￥1,40０，０００

保存容量１TBの３社共有サーバー

プラン５ 月額払い ￥４９，８００

保存容量６TBの貴社専用サーバー
（RAID５を採用したカスタマイズプラン）

プラン１ 月額払い ￥８９，０００

プラン２ 年一括払い ￥９５０，０００

６



 5つのプランの選び方

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。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

８

プラン名 容量 ユーザー数 サーバー 契約タイプ 初期費用 料金

プラン1 4TB　
/6TB　
（カスタマイズ
プラン） ※1

無制限 専用

月間 100,000 89,000

プラン2 年間 100,000 950,000

プラン3

12TB 無制限 専用

月間 150,000 128,000

プラン4 年間 150,000 1,400,000

プラン５ 1TB 100人まで 共有 月間 50,000 49,800

・システム領域として、３０Gほど使用しますので、実際の保存容量とは異なります。
・月額契約は1ヶ月前の申告で解約可能　1ヶ月毎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。
※1 同料金で容量6TBのカスタマイズプランもございます。

（税抜き価格）

※8％お得

※10％お得



お申し込みまでの流れ
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お問い合わせ
　　メールにて受け付けております。
　　business@logicfactory.co.jp

お見積もり
　　お見積書を発行いたします

ご入金
　　先に、各プランの初期導入費用のご入金をお願いします

納品・ご利用開始
　　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

お申し込み
　　プランがお決まりになりましたらお申し込み手続きとなります



 使い方マニュアル　ログイン編

お客様専用システムのURLにアクセスします。firestorageウェブサイトのトップページからログインしても、専用管理
画面にアクセスできます。

ログイン画面が表示されるので、ユーザーは各IDでログインします。

容量無制限の無料オンラインストレージ

URLにご希望のサブドメイン（英小文字10
文字まで）を挿入することができます。

ご希望のロゴを挿入することができます。

ご希望のタイトル（１
8文字程度まで）を挿
入することができま
す。
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 使い方マニュアル　ログイン編

管理画面はログインしている本人のみ閲覧可能です。

容量無制限の無料オンラインストレージ

広告掲載が無くなります。

ユーザーレベル分けによりメニュー
の表示・非表示を選択できます。
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 使い方マニュアル　アップロード/ダウンロード編

「アップロード」メニューから、期間などを設定しアップロードボタンをクリックし、ファイル選択するとアップロード
が行われます。発行されたダウンロードURLをお相手にお知らせします。

容量無制限の無料オンラインストレージ
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 使い方マニュアル　アップロード/ダウンロード編

アップロードされたファイルは、「ファイル一覧」メ
ニューに加わります。

容量無制限の無料オンラインストレージ

ファイル名をクリックすると、そのファイルの詳細の確
認や変更ができます。

13
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 使い方マニュアル　アップロード/ダウンロード編

アップロードしたファイルのダウンロードURLにアクセスすると、ダウンロードページが表示されます。赤字のファイ
ル名をクリックすることでダウンロードができます。また、このページのみ、英語表記の選択が可能です。

容量無制限の無料オンラインストレージ

14



 使い方マニュアル　ライセンス/ASP編

「ライセンス/ASP」は法人プランのみのメニューで、管理者権限をもつユーザーの管理画面のみに表示されます。そ
の他のメンバーの管理画面には表示されません。

容量無制限の無料オンラインストレージ
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ブロックリスト※および、HDD
の使用割合と使用推移について
は、１社専用サーバーのみ表示さ
れます。３社共有サーバーには表
示されません。

※firestorageは不正なアクセスを防止する
為に、firestorageサーバーに対して、同IP
アドレスから短時間内に正常値ではないアク
セスがあった場合、そのIPアドレスに対して
ブロックをかけております。

通常、ブロックの解除は一定時間お待ちいた
だかなければなりませんが、法人プランの専
用サーバーにおいてIPアドレスがブロックさ
れた場合、「ブロックリスト」メニューから
ブロックを解除していただけます。

なお、契約している専用サーバー以外のサー
バーでブロックされたIPアドレスは、このメ
ニューでブロック解除を行うことはできませ
んのでご注意下さい。



 使い方マニュアル　ライセンス/ASP編

「ライセンス/ASP」メニューの「メンバーの一覧」をクリックすると、専用システムのユーザーとして登録されてい
るメンバーが表示されます。新規のユーザーを登録する際は、こちらから行うことが可能です※。その際は、事前に
firestorageに無料登録する必要があります。※新規ユーザー登録の方法は他に、弊社スタッフによる一括登録も可能
です。

容量無制限の無料オンラインストレージ

新規ユーザーを追加する場合は
ここに入力します。

メンバー一覧が表示
されます。CSVでの
出力が可能です。
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 使い方マニュアル　ライセンス/ASP編

メンバー一覧のメールアドレスをクリックすると設定ページが表示され、ユーザー名、最大保存容量、レベルの設定が
可能です。

容量無制限の無料オンラインストレージ
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 使い方マニュアル　ライセンス/ASP編

「ライセンス/ASP」メニューの「アップロード/ダウンロード履歴」をクリックすると、メンバーの アップロード
/ダウンロード情報が表示されます。

容量無制限の無料オンラインストレージ

メンバーのアップロード
/ダウンロード履歴一覧
が表示されます。CSVで
の出力が可能です。
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 使い方マニュアル　ライセンス/ASP編

「ライセンス/ASP」メニューの「ログイン/ログアウト履歴」をクリックすると、メンバーのログイン/ログアウト
情報が表示されます。

容量無制限の無料オンラインストレージ

メンバーのログイン/ロ
グアウト履歴一覧が表示
されます。CSVでの出力
が可能です。
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 ユーザー登録

１、ユーザー自身による登録

通常通り、firestorageの無料会員へ登録
↓

ID（メールアドレス）を社内管理者へ報告
↓

社内管理者はID（メールアドレス）を登録フォームにて追加する
↓

ユーザーは通常通りログインするだけで専用サーバーでの利用可能

２、CSVでの一括登録

CSV一覧（メールアドレス,仮パスワード※,ユーザー名）
を弊社担当にデータを送信　※10桁まで

　　　　　■週に１度（原則水曜日）
　　　　　■CSV一覧で添付
　　　　　■何名でもご登録OK（１名からでも）
　　　　　■登録希望日がある場合は2営業日前に連絡

↓
弊社内で登録作業

↓
ユーザーは通常通りログインするだけで専用サーバーでの利用可能

ユーザー登録の方法は２通りあります。
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