
ユーザー数無制限で使いやすい、抜群のコストパフォーマンス

クラウドストレージサービス　ステルスドライブ

いつでも、どこでも、だれとでも、

   繋がるワークスタイルを実現！



●クラウド…インターネットでつながれたサーバー(データセンターなど )

●ストレージ…データを保存しておく記憶装置

●ファイルサーバー…ファイルを置いて管理をするサーバー

クラウドストレージサービスとは？

クラウドストレージサービス

インターネットでつながれたサーバーに

データを保存するサービス



クラウドにデータを保存するメリットとは？

会社とは別ロケーションなので災害や
停電の影響を受けにくく、
安心してご利用いただけます。

クラウドストレージのメリット

自社サーバー運用の場合にかかるサー
バー代、人件費、電気代、管理費などが
不要になるため、コストが削減できます。

オンラインであれば、時間も場所も外部も
内部も気にすることなくファイルの共有が
可能です。
もちろん社外ユーザーとも簡単にファイル
共有できます。

パスワード付きＺＩＰファイルのメール
添付やファイル便が不要になるため、
情報漏洩対策になります。

低コストで運用できる いつでも、どこでも、だれとでも共有

情報漏洩対策 災害対策 /事業継続計画の一環に



クラウドファイルサーバーは、機器のメンテナンスが不要でコストやリソースの削減に。
別ロケーションにあるため災害対策、セキュリティ対策にもなります。

ファイルサーバー(NAS)ではだめなの？

ファイルサーバー (NAS)

必要 不要機器の管理者

定期的な買い替え 必要 不要

必要 不要

大変 簡単

同ロケーションの場合 
感染の恐れあり

別ロケーションのため
会社のPCが感染してもクラウド
ファイルデータは守られる

同ロケーションの場合

停電時の利用×
別ロケーションのため
停電時の影響を受けにくい

買い替えどきのデータ移行

容量の追加

ウイルス感染対策

災害対策

例）停電時

クラウドファイル共有サーバー



STEALTH DRIVEの特徴

抜群の操作性
ユーザー数

無制限

抜群の

セキュリティ対策

パソコン容量の

節約

細かい

管理者設定

ID・パスワード

一元管理

外部との

ファイル共有
共有リンクの作成

クロスプラット

フォーム

Microsoft Office

アプリケーション

との結合

最大999世代の

ファイル履歴保存

モバイルアプリ

の活用

ログ監視 Web DAV対応 多言語対応



クラウド保存するのに面倒な手間はありません。

独自仮想ドライブ技術によりExplorerやFinderで利用可能
専用のクライアントソフトを利用することでU ドライブという
仮想ドライブからクラウド上のフォルダを操作することが可能です。

いつもと同じ、簡単操作で使いやすい

ExplorerやFinderで
外付けハードディスク (HDDやUSB)と同様に操作できます。



安心のセキュリティ対策

セキュアな

クラウドストレージ

安全なインターネット経由の

データ保管場所

セキュアな内部・外部

ファイル共有

安全なインターネット経由の

データ保管場所

AES256ビット暗号化

暗号化技術の中でも高い強度

を誇る暗号化アルゴリズムを

使用

２要素認証設定

ログインパスワード ＋ Google

認証システム or メールシステム

サーバー内シークレット

キー対応�

（ 公開鍵暗号方式の秘密鍵 ）

ウェブ管理画面のSSL化

ウェブサーバーとブラウザ間

のデータ通信の暗号化

バルクファイル復旧

ランサムウェア（勝手にデータ

を使えない状態にされ、身代金

を要求されるウィルス）対策

遠隔データ削除

管理者権限にてアカウント削

除、フォルダ削除が可能

ISO認証データセンタ�ー

国際標準化機構認証規格

監査レポート

ログ監査のレポート作成機能

ログ監視

各ユーザーの削除履歴、アップ

ロード履歴、ログイン履歴

GDPRコンプライアンス�

（ EU一般データ保護規則 ）対応



選べるユーザー管理設定
管理者：STEALTH DRIVEの
　　　　操作が全て可能
内部：一般社員などに割り当て
外部：外注先スタッフなどに割り当て

個人ごとにアカウントを作れるメリット

ユーザータイプ・権限アクセス設定例
管理方法はシーンに併せて柔軟に設定可能

状況に応じたユーザー権限付与
所有者：書き込み、読み込み、フォルダ削除
            など可能
書き込み：読み込み、書き込み
読み込み：読み込み
どちらの設定も、管理者にていつでも変更可

アカウント ユーザータイプ

社長

営業部長

営業社員

取引先A 外部

内部

管理者

管理者
所有者 所有者 所有者 所有者 所有者 所有者

社長 総務部 経理部 企画部

共有フォルダ

営業部 取引先A

所有者

読み込み 所有者所有者

書き込み

書き込み

営業部長には、営業部の所有者アクセス権と企画部フォルダの読み込み権限だけを付与して
社内での情報共有を潤滑に。
社員が退職した場合は、該当アカウントを削除するだけの簡単管理です。



・追加費用なしで、協力会社 (外部 )のアカウント作成
・協力会社ごとに共有フォルダを作成
・プロジェクトの期間中はデータを共有フォルダに入れるだけ！
　メールにデータを添付するなどの手間を省き、常に最新のデータをチームで共有

・作業者、保存日時などをログで管理可能。過去の履歴からのデータ復元も可能
・プロジェクト終了後は、データをアーカイブ、アカウントを削除することも○

登録できるユーザーは社内のみに限らないため、
外部の協力会社をユーザー登録の上共有用のフォルダを作成し、
特定のプロジェクトの間だけそこで情報共有するといった使い方が可能です。

作業者、保存日時などの記録が残りますので、管理もしやすくなります。

また、データを編集すると差分が履歴として残りますので、過去の履歴を復元し、
別ファイルとして作業を行うということも簡単に行えます。

外部とのファイル共有も楽々

大容量ファイルも簡単共有
・共有リンクを作成。管理者は右クリックでパスワード設定も可能

・クリップボードにコピーされた共有リンクをメールやチャットに貼り付け

・相手は共有リンク先でデータをダウンロード

メールにファイルを添付する際の
・容量を気にする 
・ZIPファイルを作成する
などの煩わしい手間を省くことができます。

右クリックで簡単ファイル共有



Microsoft オフィスアプリとも連携
Word、Excel、PowerPointデータも簡単ファイル保存
保存方法は、オフィスアプリから、通常通り「ファイル > 保存」で
STEALTH DRIVEのドライブ(初期設定：Uドライブ )を選択するだけです。
特別な操作は必要ありません。

複数ユーザーでのファイル同時編集
Webクライアント(管理画面 ) でファイルを開けば、
複数のユーザーで同じOfficeファイルを同時に編集することができます。
(ファイルサイズ上限があります )



クラウドでのデータ保管イメージ

電子帳簿保存法の改正が2022年1月1日施行。
クラウドに保管する際はデータを
取引年月日ごとにまとめておくことがオススメ！

クラウド 2021年度

202２年度

4月

５月

６月

20210410_A物産_100,000円

20210501_C電機_200,000円

20210420_B商事_50,000円

20210615_C電機_1,000,000円

20210625_D用品店_700,000円

NO

1

2

3

4

5

6

2021/4/10

2021/4/15

2021/4/20

2021/5/1

2021/6/15

2021/6/25

A物産

B商事

B商事

C電機

C電機

D用品店

100.000

50,000

50,000

200,000

1,000,000

700,000

クラウド

クラウド

クラウド

クラウド

クラウド

クラウド

 取引年月日  取引先  取引金額 保管場所 備考

Excelファイルでまとめておくと
更にわかりやすく管理できる！



スマホで簡単ファイル確認。アップロード/ ダウンロード
対応：Android, iOS

●実際の活用例●
現場の状況の調査を行い、STEALTH DRIVEから撮影したデータをアップロードし共有。

距離の離れた社内にいる方も瞬時にデータを共有し確認することができます。

社内のスタッフが画像をもとに図面などのデータの編集・保存すると、
最新のデータが保存され、現場のスタッフの方も撮影した状況に対応した図面データなどを、
現場に居ながらにして得ることが可能です。

モバイルでも利用可能



スキャン・ファックスデータを自動でSTEALTH DRIVEへアップロード
・プリンタ・複合機
　複合機でスキャン又はFAXを受信
・メールゲートウェイ
　複合機の機能で指定したメールゲートウェイのメールボックスへ該当データを送信

・STEALTH DRIVE共有フォルダ
　メールゲートウェイがSTEALTH DRIVEへ該当ファイルをアップロード

複合機との連携が可能！　メールゲートウェイ
※オプション

プリンタ・複合機 メールゲートウェイ STEALTH DRIVE
共有フォルダ



他社比較
ユーザー課金、容量課金
どちらで比べても使えるSTEALTH DRIVEがおすすめ!!

容量課金タイプ

サービス名

社名

STEALTH DRIVE

ワイズ

box

box

Dropbox Business

Dropbox

DirectCloud-BoX IMAGE WORKS

ダイレクトクラウド 富士フイルム IS

比較表で記載したプラン名 ビジネスパック Business Standard Standard スタンダード

料金体系 従量（容量） 従量（ユーザー数） 従量（ユーザー数） 従量（容量） 従量（容量）

月額（税込） 12,100円 1,881円 / ユーザー
（1年）

1,375円 / ユーザー数
（1年） 33,000円 66,000円

契約条件 ユーザー数無制限 3ユーザー以上 ３ユーザー以上 ユーザー数無制限 10ユーザー分

ストレージ容量 1000GB（1TB） 無制限 5TB/ ユーザー 300GB 100GB

デスクトップ上での
ファイル操作

● ● ● ● -

ファイルのバージョン管理 ● ● ● ● ●

編集ロック ● ● ● ● ●

ブラウザ上でOffice
ファイル編集

● ● ● - -

ファイルサイズ上限 なし 5GB 50GB 5GB 60GB

スマホアプリ (Android & iOS) ● ● ● ● -

ID・パスワード認証 ● ● ● ● ●

２段階認証（２要素認証） ● ● ● ● ●

暗号化通信 ● ● ● ● ●

データセンター所在地 国内 海外 海外 国内＆海外 国内

※税抜価格です

ユーザー課金タイプ 容量課金タイプ



料金

基本コース

オプション

1アカウント/1TB /ユーザー無制限

WebDAV対応

11,000円

1TB 6,800円

5,000円

基本コース初期費用　0円

特約：開通月月額無料　基本コース初期費用　　

WebDAV対応複合機連携・メールゲートウェイ初期設定　　
     
※最低利用期間 1年間。最低利用期間中に解約する場合、違約金が発生します。
   初期費用 0円：10,000円（不課税）、初期費用 5,000円：5,000円（不課税）

15,000円

5,000円

※表示価格は全て税抜価格です。


