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電子メール誤送信対策、添付ファイル自動暗号化処理、大容量添付ファイルの自動ダウンロード変換処理、メール送信先を判別し相手に応じた
添付ファイル付メール送信変換処理、標的型メール攻撃加害者回避対策 など、今のメール送信に必要なセキュリティ要件を一気に解決します！
スマホ・タブレット型端末などメールを読み書きする環境も変化する中、通信パケットの消費を抑える・容量の大きな添付ファイル付メールを
無条件で受信したくない・圧縮ファイルの解凍が出来ない…など、新しい端末環境でのメール操作を想定したメール送信スタイルが必要です。

メール誤送信対策・添付ファイル自動暗号化・添付ファイル自動ダウンロード変換システム

※表記した会社名、製品名は会社の商標または登録商標です。

safeAttach Evolution VPS型提供サービス
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最近の受信端末(スマホ・タブレット)でのメール閲覧にも対応

新時代の新スタイルに
対応できてる？

Zipファイル - スマホで”解凍”とか出来ない！

モバイル環境 - 容量の多いファイル受信は避けたい！

Zip解凍パスワード - メール通知が安全か？

safeAttach で 解消しましょう！
⇒ safeAttach だったら…

・スマホ閲覧などが想定されるアドレス宛には ダウンロードモード を選択して送信しましょう。
・パケット浪費 を抑えるため 添付ファイルは ダウンロードモード をメイン運用にしましょう。
・パスワード付Zip対応は、電話 や LINE など別通知 又は、予め決めたパスワードで実施しましょう。
・Zipファイルが添付されていたら、多重Zip加工しないように条件処理を適用しましょう。

⇒ safeAttach Evolution は、ダウンロードモードの活用も 推奨しています。

多重Zip加工ファイル - 相手にメール届かない！
※受信側が G-Suite環境など特定の受信環境の場合

… 他にも「こうしたい」を実現する仕組みがあります。使いたいと考えた理想に応じた環境作りは safeAttach なら対応できます。

利用する機能によって費用が変動することはありません。提供される機能の使い方による費用の変動はありません。

スワットブレインズ社が提携するVPS（Virtual Private Server/仮想専用サーバ)に safeAttach を搭載し提供するサービスとなります。

サービスの特徴

➢ 送信メールの条件送信制限(監視)
➢ 送信メールの一時保留と操作
➢ メール送信後の ”送信中止”対応
➢ 添付ファイル 自動暗号化変換
➢ 添付ファイル 自動ダウンロード化変換
➢ メール本文 自動暗号化変換
➢ 宛先アドレス 自動 Bcc化変換
➢ 受信者に合わせた送信形態変換
➢ 送信者が送信処理を選べるコントロール処理

サービスの機能

safeAttach Evolution VPS・メールサーバ
・クラウドメールサービスメール利用者

インターネット

✓ メールアカウント数 ”無制限”の ライセンス
✓ 操作教育を必要としない自動処理機能
✓ 希望に合ったポリシー運用を簡単に実現可能
✓ 定額(年間契約)のサービス提供
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本製品のお問合せは、

※本製品に関する外観、仕様、価格などは、2020年 3月1日現在となります。予告なく変更となる場合があります。 本資料内に記載される製品名や仕様、及び、数値などは製品開発元から提供された時点の情報となります。そのため最新の情報と異なる場合があります。最新
の情報については、製品開発元の情報をご確認ください。また、資料に掲載している企業名や団体名、及び製品・サービス名は、内容の説明のため使用しており、正に登録されている各種権利などを侵害する目的は一切ありません。
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企画・販売元

株式会社名、関連ロゴ、safeAttachは、株式会社オレンジソフト の商標または登録商標です。本製品が搭載する、safeAttachソフトウエアは、株式会社オレンジソフトから提供される製品と同等です。(https://www.orangesoft.co.jp/safeattach/ ) また、safeAttach製品に関する
詳細な機能や仕様については、開発元の情報をご確認いただくか、ご案内の代理店にお問合せください。

既存メールサーバ

SMTP

ダウンロードモード( HTTPS )

① safeAttach Evolution VPS は、既存メールサーバの「次」のSMTP配送経路に配置導入します。
② ファイルダウンロードモード も利用可能です。最大ＤＬ待ちは7日間。保存容量は、500GB上限となります。

保存容量は、変更することは可能です。（別途、有償での対応となります）
③ クラウドメールサービスとの連携の場合、メールサービス側の設定はお客様に実施していただきます。
④ 処理メール数：暗号化処理 38,250通/時、保留処理 22,500通/時 が処理目安となります。 (TypeH)

◆ safeAttach Evolutionアプライアンスサーバ価格
・・・ 専用アプライアンスサーバ製品もご提案が可能です。(オンプレミス導入向け・１Ｕサイズ)

・製品導入定価 3,200,000円～(諸税別)：初年度保守費用込
- 導入設計、設置立上げなど、作業費用は別途必要です。
- ダウンロードモードを利用する場合は、SSLサーバ証明書が別途必要です。

・次年度保守費用定価 620,000円～(諸税別)：センドバック保守

safeAttach 開発元メーカモデルも ご提供が可能です
導入内容や規模･構成･予算などに応じてモデル提案

https://www.orangesoft.co.jp/safeattach/

safeAttach 製品は国内メーカに
より開発された安心の純国産。
国内でも数多くの導入事例があり
ます。
・官公庁自治体・大手通信系企業
・人材派遣会社・旅行代理店
・特許事務所・システム開発会社
・外資系商社・国内ホテル
・メールASP事業者
…など。

◆安心の国内データセンター

“safeAttach Evolution VPS 型サービス” は、株式会社STNet のデータセンターに設備を設置し 運用しております。

・名称：Powerico ( 新高松データーセンター )
・場所：香川県内
・所有：株式会社STNet (四国電力グループ) 

https://www.stnet.co.jp/dc/powerico/index.html

※イラストはイメージ図です

データセンタ
内設備

お客様管理者

◆豊富な誤送信対策機能・ログ管理機能

◆サービス導入構成概要図

クラウド
メールサービス

safeAttach Evolution VPS

Internet
(相手へ送信)

SMTP

◆safeAttach Evolution VPSサービス・価格

No サービス名/型名 導入初期費用(税別) 年間利用料(税別) 備考

1 safeAttach Evolution VPS TypeS
(型名： SEVP-SW01S）

100,000円～ オープン価格 メールアカウント数 3,000未満推奨

2 safeAttach Evolution VPS TypeH
(型名： SEVP-SW02H）

100,000円～ オープン価格 メールアカウント数 3,000以上推奨

3
safeAttach Evolution ルールポリシー作成支援

(型名： SEVP-SW99A) ーー 50,000円/回～
safeAttach でメール処理するルールポリシーの作成を支援
＊ルールグループ対応、メール配送可否チェック、メール保留、添付ファイル保護、
Bcc、など外部送信向けルールのコンサル支援

１．本サービスは、年間契約(前払い)にてお申込みとなります。 サービスの利用開始契約日は、月始め１日付けとなります。
２．本サービスは、メールアカウント数課金ではありませんが、VPS環境の違いから推奨するメールアカウント数が目安となります。
３．TypeS と TypeH では、提供される機能の一部に異なる部分があります。詳しくは営業担当までご確認ください。
４．導入初期費用は、連携するメールサービス/メールサーバによって異なります。
５．safeAttach に適用するルールポリシー作成については、別途コンサルティングのご相談にも応じております。(有償対応)
6.月割りでのご利用については、24ヶ月を超えた月数より事前申請によりお受けします。(13ヶ月以上の利用更新前提)
7.TypeS から TypeH への変更はお受けしております。変更の場合、一時的にメールリレー動作が停止する場合があります。
8. safeAttach Evolution VPS の前段になる メールサーバ(サービス) によっては、連携が出来ない場合もあります。
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安全安心の環境でしっかり運用！ safeAttach 管理画面へ SSL通信 で安心アクセス！


