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働く場所によって、生産性が違うと感じていませんか?
フリーランスのみなさんにとっての武器は、専門スキルと行動力。だからこそ、すでに毎日複数のお客様との会議に忙しく、さら
には専門性の高い方こそ、毎日、何社ものお客様からお声がかかることはよくあることです。お取引先や外出先で「あのファイ
ルをいま利用できたら」と残念な思いをされたことはありませんか?

Dropbox Professional なら 
どのデバイスでも自分のオフィスと同じファイルにいつでもアクセスできます
標準で 1 TB のクラウド ストレージをご提供する Dropbox Professional をご活用いただければ、ポー
タブル HDD にデータをコピーして持ち歩いたり、高額な NAS をセットアップしたりする必要なく、いつ
でも必要なファイルにアクセスできます。ディスク容量の少ないデバイスでも安心。フォルダを選択して
同期でき、クラウドにあるファイルもスマート シンクですぐに取り出せます。

フリーランスの活躍の場をひろげる、 
Dropbox Professional

お客様ごとにデータをポータブル HDD にバックアップ
しているため、持ち歩くのも大変だし、不安

HDD の容量が大きい
パソコンを持ち歩くのは大変

NAS は高額だし、
リモート アクセスを
有効にするのも不安

1 TB の
大容量ストレージ

インターネット接続さえあれば、
どこでもアクセス

クラウド ストレージだから、
どのデバイスも最新

選択型同期とスマート シンクで
ストレージ残量も気にしない

1 TB

大容量の 
クラウド ストレージ

差分同期、LAN 同期、
ストリーミング同期

高速な同期

選択型同期と 
スマート シンク

主な機能
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ヘルプデスクに頼れない、フリーはつらいよ
いつもは自由に感じるのに、何か問題があったときに、改めて「自己責任」の大変さを痛感したことはありませんか? パソコンの
トラブルでも同じことがいえます。パソコンや HDD に障害が発生してしまい、せっかく作成した大切なデータが破損したり、
先祖返りしたり、復旧するまで使えなくなってしまったら一大事。障害を想定して対策を考えるのも、おひとりでは大変でしょう。

フリーランスの活躍の場をひろげる、Dropbox Professional

ランサムウェア対策は
できているのかと問い合わせが

せっかく作成したファイルを
誤って上書きしてしまった

お客様ごとにバックアップ
している HDD が破損

パソコンの調子が急に悪くなり、
仕事ができない状態に

120 日間の
バージョン履歴を保管

クラウド ストレージと同期
しているため、いつでも最新

障害が発生する前の
状態に復元

新しいデバイスでも
仕事に必要なファイルを活用

120 日間の 
バージョン管理

データ セキュリティ

差分同期、LAN 同期、
ストリーミング同期

多様な OS に 
アプリを提供

Dropbox Professional なら 
ストレージの障害対策からあなたを解放します
Dropbox に大切なすべてのデータを保管しておけば、全世界 5 億人のデータを保管する、信頼性の高
いデータ センターを手に入れたのと同じこと。24 時間 365 日、いつでも、どのデバイスからでも、あな
たの作成した最新のデータを利用できます。さらに、Dropbox Professional では 120 日間のバージョ
ン履歴を保管。特にバックアップ装置を用意しなくても、特定のファイルの以前のバージョンを確認し
たり、障害が発生する前の状態に復元したりすることができます。

主な機能
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フリーランスの活躍の場をひろげる、Dropbox Professional

コラボにおける問題は専門領域によって好みが異なること
さまざまな分野のプロフェッショナルが集まるプロジェクト チーム。しかし、専門分野によってよく利用する IT 環境が異なるこ
ともあります。たとえば、クリエイティブならアドビ、CAD ならオートデスク、一般的なビジネス ソフトウェアには Microsoft 
Office のユーザーが多くいらっしゃいます。さまざまな専門ツールを使いながら協同作業を成功に導くには、どの環境が最適
なのでしょう。

メールやチャットでの
やり取りが増えるばかり

ベクター画像や動画が
プレビューできない

PDF や Office 文書に
コメントできない

グループウェアの
契約内容は全員バラバラ

L+G M+A

マルチ デバイス/マルチ OS に対応

共有リンクや通知の活用で
メール コミュニケーションを軽減

Office 文書、
Adobe 製品、

写真/動画をプレビュー

プレビューにコメントを
追加しながら共同作成

+

共有リンク

ファイルの 
プレビュー

アクティビティと 
通知

コメント機能

多様な OS に 
アプリを提供

Dropbox Professional をお使いなら 
「情報共有は私の Dropbox で」と答えるのが正解です

あなたの Dropbox にプロジェクト専用のフォルダを作成し、共有リンクを送信すれば、すべてのメン
バーと情報共有。もちろん、有効期限やアクセス権を設定し、安心して共有できます。主要なファイル
形式のプレビューも対応。専用ソフトウェアをお持ちでない方も、ブラウザで閲覧しながらコメントを記
入できます。さらに、Gmail と Office 365 では、メールにファイルを添付することなく共有リンクを挿入。
更新情報はアプリに通知されるため、メールの送受信数と量も軽減できます。

主な機能
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フリーランスの活躍の場をひろげる、Dropbox Professional

デキる人はメモ上手、しかしチームとなると...
会議の議事録を代表して作成し、組織の異なるメンバーにメールで送信したりしていませんか? 記述漏れの指摘や確認などのや
り取りが行われると、メールのスレッドはどんどん長くなり、まとめ直すのもひと苦労。メールでは進捗状況の確認もメンバー
の善意に頼るのみ。ドキュメントの共同作成も行えないため、代表者が差分を確認しながら手作業で同期するしかありません。

案件のメールはスレッドが
長くなりすぎる

添付ファイルの共同作成では、
バージョン管理が困難

議事録は各自で作成し、
確認事項をメールで

各自でタスクを管理すると、
進捗が不明に

1.? 2.?

Paper

新しい Paper を作成してメンバーを招待するだけ

Dropbox のファイルを
埋め込んで共同作成

@ メンションで
コメントしたり、
タスク割り当て

プレゼンテーション 
モードで

そのまま企画書に

Paper

共有リンク

コメント機能

Dropbox Professional をお使いなら 
Paper でプロジェクト管理もドキュメントの共同作成も
議事録なら、Paper を活用しましょう。メンバーは招待するだけ。Google カレンダーをお使いなら、予
定から議事録を作成することもできます。複数のメンバーでアイデアや議事録を記入。@ メンションを
使えば、タスクの割り当てやメンバーへのコメントも可能。Paper の更新情報は Dropbox アプリやメー
ルに通知されるため、見落としもありません。Dropbox のファイルを埋め込んで、共同作成することも
可能。プレゼンテーション モードで表示すれば、Paperがそのまま企画書にもなります。

主な機能
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時間が長い、時間内では決まらない、よくある会議
会議が長引いてしまうのは、それだけ重要な案件が多いからだ、と半ば諦めていませんか? アジェンダを作成して配布している
のに、予定通りに進まないこともしばしば。誰でも、自分に関連する議題には熱中してしまうため、時間が押してしまったり、
開催時間内に問題が解決せず、次回に持ち越しになってしまったりすることもよくある話です。

中小企業やベンチャーのビジネスを 
後押しする、Dropbox Business

AAAA
AAA

BBBB
BBB
BBBB
BBB

開催者が
アジェンダを読み上げ

時間内でまとまらず、
次回に繰り越すことも

議題ごとにメンバーが
自由に発言

特定の議題に意見が
集中し長引くことも

コメントで解決している議題は
会議で確認のみ

会議の前に Paper で
アジェンダを共有

会議が始まるまでに
メンバーはコメントをやり取り タスク リストでアクション アイテムを

メンバーに割り振る

Paper

Paper

コメント機能

Dropbox Business なら、Paper を活用して 
限られた時間でより中身の濃い会議を実現できます
新しい Paper は議事録をスマートに変えるドキュメント アプリ。会議を計画した際に議事録を作成し
て議題を共有しておけば、メンバーは自分の好きな時間にコメントすることで、事前の意見交換が行え
ます。コメントで解決した議題は、会議では再確認のみ。議題と意見を事前に交換しておくことで、よ
り深堀すべき内容が明確になり、限られた時間で中身の濃い会議を行うことができます。コメントのや
り取りや議事録を参照することで、会議に参加できなかったメンバーも内容を理解できます。

主な機能
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機動力を売りにしながら、場所に縛られていませんか?
BYOD (個人用デバイスの業務利用) はもはや当たり前の時代。とはいえ、HDD のサイズまで指定するのは難しい。さらに、外
部からのデータ アクセスを許可するには、エンタープライズ並みの設備が必要になることも。外出先でもオフィスと同じように
仕事ができたら、BYOD を IT 資産として有効活用できるのはもちろん、スペースを有効活用できるかもしれません。

中小企業やベンチャーのビジネスを後押しする、Dropbox Business

容量が少ないモバイル デバイスに
共有ストレージは不可欠

フリー アドレスは実現できても、
NAS や VPN の予算確保が困難

外部ユーザーから大容量データを
入手するときは FTP か手渡し

外出も多いため、シェア オフィスなどで
資産を有効活用したい

選択型同期とスマート シンクで
あらゆるデバイスからアクセス

外部アクセス専用の
設備不要の

クラウド ストレージ

FTP を準備しなくても、
好きな場所から

リクエストしたデータを確認

簡単な操作で
外部ユーザーと

安心して共有

大容量の 
クラウド ストレージ

多様な OS に 
アプリを提供

選択型同期と 
スマート シンク

共有リンク

ファイル リクエスト

Dropbox Business を活用すれば 
テレワークやシェア オフィスも来週から実現できます
Dropbox Business では、Standard プランは 2 TB、Advanced プランなら無制限のクラウド ストレー
ジを提供。ディスク容量の少ないデバイスでも安心。フォルダを選択して同期し、ローカルとオンライン
のファイルをシームレスに活用できます。クラウド ストレージだから、VPN や NAS などの追加設備は
不要。共有先を特殊な URL にしたり、期限を設定したり、リクエスト専用のフォルダを活用したりでき
るため、安心して外部と情報共有できます。

主な機能
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中小企業やベンチャーのビジネスを後押しする、Dropbox Business

「得意でしょ?」この口説き文句が兼任管理者を困らせる
IT に詳しい社員の方が、システム管理業務を兼任されていらっしゃるケースはよくあります。共有フォルダならまだしも、NAS 
や VPN などは障害対策や設備の入れ替えも検討する必要があるため、作業は意外と多いはず。週末や就業時間を利用してバッ
クアップや入れ替え作業をしても気づいてもらえないばかりか、問題があるときばかり頼りにしていませんか?

ストレージのバックアップは
主に業務時間外に

NAS やファイル サーバーの
管理と本来の業務を兼任

設備入れ替えのタイミングに
不満や苦情が集中

トレーニングや
サポート窓口まで
兼任することも

バックアップ不要の
クラウド ストレージ

エクスプローラーと同じように
活用できる、使いやすいアプリ

追加設備不要、ユーザーを
追加するだけで利用を開始

同期用マシンを週末に稼働させて
おけば、週明けにはサービスイン

大容量の 
クラウド ストレージ

高速な同期

エクスプローラーや 
Finder と変わらない 

操作感

差分同期、LAN 同期、
ストリーミング同期

Dropbox Business を活用すれば 
IT リーダーも本来の業務に集中できるようになります
Dropbox Business は、インターネット接続さえご用意いただければ、ユーザーを追加するだけで利用
開始できるクラウド ストレージ。Advanced プランなら必要に応じて容量を追加できるので、ディスク
の追加などの手間もありません。ファイル サーバーや NAS からのデータ移行には、専用のマシンを週
末に稼働させておくだけでサービスインした事例も。エクスプローラーと同じように活用できるアプリ
だから、どなたでもすぐに使いこなせるばかりか、バックアップ作業自体も不要になります。

主な機能
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中小企業やベンチャーのビジネスを後押しする、Dropbox Business

顧客の信頼を得るには、社員の頑張りだけに期待していませんか?
取引先によっては、コンシューマー向けのデータ転送サービスの利用を禁止または制限している場合があります。NDA (秘密保
持契約) や SOW (業務仕様書) にも、情報の取り扱いに関して記述されている場合が多くあります。かといって、セキュリティの
担保されたシステムを自社で構築するのは大変。メールでは送信できないような大容量データを扱うこともあるでしょう。

メール サーバーの通信を
暗号化設定するのも大変

データ転送サービスは
利用禁止の顧客も

NDA や SOW には
データ管理の規約も

社内ストレージにアクセス
できないときはどうすれば...

ISO 27001/27018/27017/22301 取得の
信頼性の高いデータ センター

ストレージ AES 256 ビット暗号化、
データ送受信 SSL/TLS 暗号化

ISMS (情報セキュリティ マネジメント システム) 
認証取得に必要なアカウント管理機能

BCP (ビジネス継続性計画) に
対応するクラウド ストレージ

ISMS

ISO

データ セキュリティ

Dropbox Business を活用すれば 
エンタープライズ クラスの信頼性も得られます
Dropbox は、ISO 27001/27018/27017/22301 取得の信頼性の高いデータ センターでみなさまの大切な
データを保管。Dropbox Business のアカウント管理機能を活用することで、ISMS (情報セキュリティ 
マネジメント システム) 認証取得の要件を満たした事例もあります。データ送受信は SSL/TLS 暗号化
がされているほか、ストレージも AES 256 ビット暗号化。クラウド ストレージのため、業務に必要なラ
イブラリをすべて同期しておけば、BCP (ビジネス継続性計画) にも対応できます。

主な機能
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現場に大量の書類を持ち運ぶ毎日?
施工図や施工前後の写真だけでなく、工程表、計画書、報告書、提出書類など、大量の書類が必要となる建設現場。NAS を
設置する現場も多くありますが、VPN まで設置するのは難しい場合も。変更が多い図面や工程表は事務所から持参したノー
ト パソコンから上書き。パソコンにコピーする時間も無く、結局、出力紙を持参していませんか?

建設現場の働き方を変える、 
Dropbox Business

その場で適切な判断が必要な現場には、
山のような資料を持参

現場に NAS を設置しながら、
更新は手動で上書き

現場によっては VPN などの
設置が必要になることも

オフィスでも、現場でも、最新のデータを参照

大容量の
クラウド ストレージ

インターネット接続さえあれば、
事実上どこでもアクセス

差分同期、LAN 同期、
ストリーミング同期

大容量の 
クラウド ストレージ

高速な同期

Dropbox Business なら 
モバイル デバイス 1 台で現場に向かえます
大量の出力紙を持参しなくても、オフィスと同じ最新のデータをすばやく参照できれば、職人さんから
寄せられる日々の質問も適切に判断して返答ができるはず。Dropbox Business を採用した建設会社の
事例では、現場のファイル サーバーをクラウド ストレージに置き換えることで、働き方を改革しています。
ノート パソコンからのコピーも不要なため、インターネット接続さえあればどんなデバイスでも仕事が
できます。

主な機能
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最新タブレットも現場では使えないコ扱い?
IT に詳しい若者だけでなく、打ち合わせ先の店先や家族も使用しているタブレット。機種変更のときに勧められて入手したタ
ブレットが、肝心の現場で使いづらくて困っていませんか? NAS にアクセスするためには専用のファイル管理アプリが必要です。
しかし、OS の違いからファイル名が文字化けすることも。非対応形式のファイルを閲覧できないこともあります。

Dropbox Business なら 
マルチ OS/マルチデバイスに対応します
Dropbox は Windows や Mac などのパソコンだけでなく、iOS や Android などのモバイル デバイスにも
アプリを提供。ブラウザからもアクセスできるため、あらゆるデバイスから現場で必要となる様々なデー
タを利用できます。Dropbox フォルダに保存されたファイルは、アプリでもブラウザでもプレビュー。
Office アプリから直接、編集/保存できるほか、スマホやタブレットで撮影した写真や動画をそのまま保
存してチームに共有することも可能です。

建設現場の働き方を変える、Dropbox Business

?????

?????

?????

ACCESS DENIED専用アプリが
対応していないことも

プレビューできないと
内容がわからない

ファイル形式によっては
専用ソフトも必要に

多様な OS にアプリを提供

開く
Dropbox

アプリからファイルをプレビュー Office アプリなどからファイルを開くことも

多様な OS に 
アプリを提供

Office 365 との 
親和性

ファイルの 
プレビュー

主な機能
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建設現場の働き方を変える、Dropbox Business

先輩社員の汗の結晶が、倉庫に眠っていませんか?
図面や見積など、頻繁に更新が行われる、数々の資料。NAS の容量に制限があるため、有益な情報が現場では利用できず、
各自のデスクトップやオフィスの保管庫に眠ったままになっていませんか? 問題が発生した際、データをその場で追跡できれば、
原因をすぐに特定。過去の案件を辿っていけば、同じようなケースの解決策も見つかるかもしれないのに。

Dropbox Business なら、 
過去のナレッジも以前のバージョンもその場で確認できます
Dropbox Business では、Standard プランは 2 TB、Advanced プランなら無制限のクラウド ストレー
ジを提供。業務に合わせてプランを選べば、容量を気にせず、過去のナレッジをすべて蓄積できます。
さらに、標準で 120 日間のバージョンを管理。120 日を超える案件を扱う現場では、ファイル名に年月
日などのサフィックスをつけて競合を回避。デバイスには進行中の案件だけを選択して同期し、過去の
ナレッジはクラウドに保管。オンラインでいつでも参照できます。

自分の過去データも
デバイスに保存できる分だけ

NAS の容量に制限があるため、
過去の案件は倉庫に保管 NAS に保存されているのは

最新バージョンのみ

スマート シンク/選択型同期で
デバイスの空き容量も心配なし

120 日間の
バージョン管理

残量を気にせず蓄積できる
大容量ストレージ

120 日間の 
バージョン管理

選択型同期と 
スマート シンク

大容量の 
クラウド ストレージ

主な機能
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建設現場の働き方を変える、Dropbox Business

その仕事、オフィスでしか出来ないと信じこんでいませんか?
たとえば、たくさんの現場写真や報告書など、現場では参照するだけでなく、さまざまなデータも作成されます。さらに、業者
から届いた相見積を選定したり、図面や指示書の更新版を現場用にコピーしたりなど、オフィスで行う作業は意外と多いもの。
でも、これらの作業を現場の空き時間や移動中に行うことができたら、担当者の負担が大幅に軽減されると思いませんか?

Dropbox Business なら、 
どこでもオフィスと同じように仕事ができます
Dropbox Business を活用している現場では、空き時間や移動時間にインターネット接続するデバイス
がある場所がオフィスに早変わり。現場写真や報告書はチーム フォルダにアップロードするだけで上長
やメンバーに通知が届くように設定できるため、帰社して提出する必要はありません。図面や指示書の
更新情報も現場のデバイスに通知。さらに、相見積はファイル リクエストを活用することで、他社の情
報を非公開にしながら、公正に収集できます。

相見積の提出は 
FAX とメールで

現場写真や報告書を
オフィスのファイル共有に保存

図面や作業指示書の更新状況はオフィスで確認

ファイル リクエストで
公正に相見積を収集

現場にいてもオフィスの更新情報を通知で確認

現場写真や報告書はチーム フォルダに
共有するだけで上長にも通知

ファイル リクエスト

共有リンク

アクティビティと 
通知

主な機能
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赤字の要因は、手作業の赤入れにあるのかも...
フィニッシュが印刷物の場合はもちろん、データ納品でも、顧客の決裁印が必要な場合には、校正紙やメディアのやり取りが
行われることはよくあります。手書きの校正紙やメディアに添付された指示書は、再入力が必要となるため、誤植の原因になっ
てしまうことも。校正回数が多ければ、配送費もかさむ一方。納期を考えてバイク便を使用していたら、製作費を圧迫しかね
ません。

Dropbox Business なら 
安心でローコストな校閲環境を実現できます
プロジェクト専用のチーム フォルダを作成し、制作物を共有リンクで送信すれば、外部のメンバーや
パートナー、そしてクライアントともリアルタイムに共同編集できます。また、主要なファイル形式のプ
レビューにも対応。専用ソフトウェアをお持ちでない方もブラウザで閲覧しながらコメントを記入でき
ます。共有リンクは専用の URL を生成し、指定したフォルダやファイル以外にはアクセスできません。
パスワードや有効期限も設定できるため、安心でタイムリーな校閲環境を実現できます。

IT/メディア業界の働き方を変える、 
Dropbox Business

手書きのフィードバックが誤植の要因に配送は時間とコストの無駄遣い

データ転送サービスは
セキュリティが不安

リンク共有で
簡単かつ安全に共有

共同編集やコメントで
フィードバック

個人用アカウントでも
アクセス

共有相手や有効期限などの
制限も設定

データ セキュリティ

共有リンク

コメント機能

主な機能
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リスクまでもが手元に残る、物理的なハードディスク
大容量データを扱う現場で、最も頭を悩ませるのがデータ管理。素材すべてを保存すると数百ギガ、プロジェクトによっては
数テラバイトのストレージが必要になることもあります。取引先での確認や出張先での作業が必要な場合は、ポータブル ディ
スクやダウンロード専用サイトへコピー。ポータブル ディスクは落下、共有ストレージは上書きによりデータ損失のリスクがあ
ります。また、コンシューマー向けのダウンロード専用サイトはパスワード転送などによるデータ流出のリスクがあります。

Dropbox Business にデータを預けるのは 
銀行に預金するのと同じくらい便利で安心です
Dropbox Business では、通信とフォルダが暗号化されているほか、ファイルやアカウントごとに権限の
設定が行えます。PC の故障や紛失があっても、デバイスを指定して同期を解除したり、アカウントの閲
覧権限を削除。データの編集履歴もアクティビティとして残っているため、改ざんや誤修正の問題もす
ぐに把握し、バージョン履歴から復元できます。もちろん容量の少ないデバイスでも安心。フォルダを
選択して同期でき、クラウドにあるファイルもスマート シンクですぐに取り出せます。

IT/メディア業界の働き方を変える、Dropbox Business

パスワード転送によるデータ流出リスクも

破損でデータ損失して
しまうことも

データコピーに時間がかかる

選択型同期とスマート シンクでメモリ残量も気にしない通信とフォルダを暗号化

遠隔操作で紛失した PC から
データを削除ファイルやアカウントごとに権限設定

データ セキュリティ

選択型同期と 
スマート シンク

主な機能
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IT/メディア業界の働き方を変える、Dropbox Business

全員と心を通わせるには、何種類の環境が必要?
企画書の作成にはじまり、台本やコピーなどの原稿、グラフィック デザイン、映像制作、アプリやサイトの開発など、多様な
技術者たちで構成されるクリエイティブ チーム。利用するソフトウェアも専門的なソフトウェアばかり。対応する OS に使い慣
れているため、利用するデバイスも異なります。強者揃いの専門家たちを管理するには、いったいどんな環境が必要になるので
しょう?

Dropbox Business なら、 
使用する OS やソフトを問わずにコミュニケーション
クリエイティブ チームの情報共有に Dropbox Business を活用すれば、お気に入りのデバイス 1 台だけ
で、進捗を確認したり、校閲したりすることができます。多様な OS に専用アプリを提供するほか、ブラ
ウザでもアクセスできるため、マルチ デバイスに対応。ブラウザでは画像や動画などのプレビューも行
えるため、対応するソフトウェアがインストールされていないデバイスでも、レビューを行い、コメントな
どでタイムリーにフィードバックを行うことができます。

原稿や企画書は提出先の要望で 
Microsoft Office

グラフィックには 
Adobe Illustrator / Photoshop

アプリやサイトの開発環境は
専用ツール

映像なら 
Adobe Premier / After Effects

Ps
Ai

Ae
Pr

マルチ OS に
専用アプリを提供

モバイル デバイス 1 台で
仕事ができる

専門的なソフトがなくても
プレビューで閲覧

コメントを追加して
レビューをやりとり

ファイルの 
プレビュー

コメント機能

多様な OS に 
アプリを提供

主な機能
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IT/メディア業界の働き方を変える、Dropbox Business

大切なのは、力関係よりもチームワークです
お客様に提案書を提出する前に社内コンペを実施していると、提出してきたチームそれぞれにいいところがあり、上手く組み合
わせることができたら最適なのに、とお考えになったことはありませんか? もし、プレゼンテーション直前に組み合わせが変更
したら、現場は大混乱。期日にぎりぎり間に合ったとしても、それはメンバーが超過作業に努力を惜しまなかっただけにすぎ
ません。

Dropbox Paper なら、 
スタッフ同士のコラボもお手のもの
Dropbox Paper は提案書の共同作成にも効果を発揮します。社内オリエンテーションでは、議事録を
作成。会議で決定したアジェンダをタスクとして割り当てできるため、その場で最適なメンバーでチー
ムを構成できます。さらにプレゼンテーションの作成にも活用。複数のメンバーで共同編集できるだけ
でなく、コメントによる校閲も行えるため、リアルタイムにチームで閲覧しながらブラッシュアップ。プレ
ゼンテーション モードで完成版をそのまま提出することもできます。

それぞれの良いところを
組み合わせた方が良い企画書に

はじめからこのチームを
編成してほしかった

メンバーが各自のデスクトップで
思い思いに企画書を作成

企画書の再構成を間に合わせるには
時間が足りない

Paper

アジェンダごとに執筆者を
タスクで割りあて

チーム フォルダの制作物を
そのまま埋め込み

コメントと共同編集で
ブラッシュアップ

プレゼンテーション モードで
そのままプレゼンテーション

コメント機能

Paper

主な機能
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学外の学生も共有リンクから
教材や資料を閲覧

過去の教材をアーカイブ
しておけば、無駄なく再利用

ストレージに Dropbox を選択する
だけで、作成した教材をそのまま共有

教材を共同編集したり、
コメントで校閲したりすることも可能

教材が一人ぼっちになっていませんか?
せっかく学習管理システム (LMS) を活用しているのに、先生おひとりで教材を作成したり、個人のパソコンからシステムにコピー
したりしていませんか? 方針や学習範囲の改訂、授業の進行具合に合わせて、柔軟に教材を変更できるのは、たしかに先生ご
自身です。しかし、過去のナレッジを蓄積したり、再利用したり、教員の皆さんがコラボしたりする環境を整えるのは IT の得
意分野です。

Dropbox Education なら、 
LMS ともっと仲良しになれます
Dropbox Education は教材や学習資料のオンライン ストレージとして、LMS と連携して活用できます。
共有リンクをコピーするだけで、すぐに授業で活用。クラウドだから、授業後に参照したい学生や学外
にいる学生にも安心して共有できます。教材は複数の先生が共同作成したり、過去の教材を参照しな
がら改版することも可能。共同作成者からコメントを受け取ったり、変更があったりしても、その都度
コピーする必要はなく、リアルタイムに更新されます。

高等教育機関の研究活動を変える、 
Dropbox Education

学外の学生にも
タイムリーに履修してほしい

他の先生も同じ内容の
教材を用意しているかも

LMS へのアップロードは
手作業で

教材は先生各自が
個別に作成

コメント機能

共有リンク

主な機能
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高等教育機関の研究活動を変える、Dropbox Education

チームワークをデキるコに頼っていませんか?
リーダーシップは才能です。しかし、グループワークでいつも役割分担が決まってしまったら、どうでしょう。たとえば、まとめ
役の学生を書記やグループ リーダーに任命したり、デジタルが得意な先生や学生を IT リーダーという名のトレーナーにしたり。
特定の教員や学生にいつも負荷をかけてしまい、本来の才能を発揮する機会を奪っていたら、もったいないと思いませんか?

Dropbox Education なら 
誰でも活用できるツールでコラボも活性化できます
Dropbox Education はあらゆるデバイスにアプリを提供。エクスプローラーと同じように活用できるた
め、トレーニングすることなく誰もが情報共有を行えます。さらに、グループワークに最適な Dropbox 
Paper も提供。議事録を入力しておけば、作業を共有のノートブックに明確化。To-do リスト機能もあ
るため、効率よく作業分担できます。文書の共同作成も可能。共同編集が行えるほか、写真や資料を
添付したり、コメントを記入したりでき、完成版はそのままプレゼンテーション モードで発表に使用で
きます。

デジタルが得意な先生は、
IT のトレーナーに

書記になるのは、
決まって面倒見のいい優等生

たくさんの才能に
気付いていないだけかも

@ メンションでコメントしたり、タスク割り当て

ファイルを埋め込んで共同作成し、
プレゼンテーション モードで発表

@A-kun

@B-san

@C-kun

どんなデバイスを使っている人でもアクセス

トレーニング不要で
使いこなせるアプリ

コメント機能

Paper

多様な OS に 
アプリを提供

主な機能
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高等教育機関の研究活動を変える、Dropbox Education

意外と手こずる、提出物の回収作業
書類やレポートなどの提出物に回収作業に頭を悩ませていませんか? 紙の提出物に紛失や破損はつきもの。難なく回収できた
としても、提出時に他の学生の目に触れてしまう危険性は回避できませんし、個人情報を含む提出物は保管先にも気を使いま
す。かと言って、メールでの回収も大変。容量が大きい添付ファイルでメールボックスはすぐいっぱいに。数が多いとトラッキ
ングも困難です。

Dropbox Education なら 
提出専用のフォルダを活用できます
Dropbox Education のファイル リクエストは、提出物の回収に最適な専用フォルダ。専用のフォルダ
が作成され、自分が保存したファイルしか確認できないため、安心して提出物をアップロードできます。
リクエスト フォルダにファイルがアップロードされると、依頼したユーザーには通知。選択型同期でファ
イル リクエストを選択しておけば、わざわざダウンロードすることなく自動で同期。メールをトラッキン
グし、添付ファイルを確認し、パソコンに保存しなおす手間もありません。

個人情報を含む
提出物は管理が大変

紙の提出物に
紛失や破損はつきもの

数が多いと
トラッキングも困難

添付ファイルで
メールボックスがいっぱいに

依頼者には
投稿されると通知

選択型同期で
自動的に同期

自分が提出したファイル
だけを閲覧可能

提出物の回収に最適な
専用フォルダ

アクティビティと 
通知

選択型同期と 
スマート シンク

主な機能
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高等教育機関の研究活動を変える、Dropbox Education

学内外の共有が増えれば、心配事も増えてしまう...
学部ごとにストレージを管理したり、学部の IT リーダーにメンテナンス作業を依頼したりするのは、実はもったいないことです。
外部アクセスや情報共有環境まで学内で提供したら、仕事は今の何倍になるでしょうか? 大学では他の組織と比べ、10 GB を
超えるファイルの共有数が 2 倍にものぼります。調査機関や研究機関など、産学連携に積極的な大学では、共同作業も活発
です。

Dropbox Education なら 
容量も管理も心配ない魔法の箱を提供します
Dropbox Education は、15 GB × ユーザー数のチーム フォルダを提供。学部や学科ごとにストレージ
を確保する必要もなく、リンクを送信するだけで簡単に共有できます。アプリが自動的に同期するため、
バックアップ作業自体も不要に。最大 120 日間のバージョン履歴を保管し、誤操作による上書きも、簡
単に正しいバージョンに復元できます。使いやすさはそのままに、IT 管理者のニーズに応える管理ツー
ルも提供。ユーザー管理、監視、共有設定などの管理機能を標準で提供します。

外部アクセス環境維持の
コストとリスクが心配に

学科や学部ごとに
その都度、購入申請

フォルダごと先祖返り
することもある復元作業

バックアップ作業は、
放課後や週末に

2.?

1.?

15 GB × ユーザー数の
チーム フォルダ

15 GB
×

最大 120 日間のバージョン履歴を
保管し、いつでも復元

バックアップ不要の
クラウド ストレージ

ユーザー管理、監視、共有設定

大容量の 
クラウド ストレージ

120 日間の 
バージョン管理

主な機能
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Dropbox Business をご活用いただければ、 
現場のコストを低減しながら、 
働き方を改善できます

すべての部門で Dropbox Business をご活用いただけます

利用場面/部門 営業部門 設計部門 現場 (施工管理) オフィス部門

ファイルの属性 見積書、提案書 設計図、工程表 工事中文書、竣工後文
書

その他文書

1) ファイルの作成、編
集

お客様への見積書や提
案書(プレゼンテーショ
ン、エクセル)

積算情報や設計図面 
(エクセル、CAD ファイ
ル)

工程表や議事録 (エクセ
ル、ワード)
現場の写真

人事、総務系の文書 
(ワード、エクセル)

2) 社内の部門間での
ファイル共有

設計部門や現場との
ファイル共有

営業部門、現場との設
計、原価情報の共有

現場写真や工程表、議
事録の共有

人事、総務系文書の社
内への公開、配布

3) 外出先からのファイ
ルアクセス

タブレット、ノート パソ
コンから提案情報に加
えて、カタログ、過去提
案事例などへの提案情
報

打ち合わせ先でノート 
パソコンやタブレットか
らの設計情報へのアク
セス

図面、竣工図、写真にタ
ブレットからアクセス
現場のパソコンからの
図面、工程表

移動時間を活用した業
務
BCP、働き方改革を推
進する在宅業務の実施

4) 社外とのファイル共
有

お客様との提案書や見
積書の送付

協力会社、設計事務所
との図面の送受信

協力会社/設備会社へ
の図面、ファイルの共
有

協力会社・派遣会社と
のファイルのやり取り

導入コスト タブレット端末費・通信費、Dropbox Business 利用費、写真管理サービス利用費、 図面管理サービス利用
費など

削減コスト ① 現場 NAS の撤去、印刷費、図面書庫費

削減コスト ② 残業代＝社員の時給 × 現場あたりの削減時間

─ 建設業界企業の場合 ─
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差分同期、LAN 同期、ストリーミング同期
Dropbox は最高のパフォーマンスを実現するため、さまざまな同
期機能を提供しています。例えば、ファイルの更新時には、変更さ
れた箇所だけを検出して同期。この差分同期はすべてのファイル
形式に対応し、差分を圧縮して転送するため、スピーディで信頼
性の高い同期を行うことができます。
また、LAN 同期を有効にしておけば、最新ファイルを同期済みの
デバイスを自動で検出。インターネット経由で更新しないため、ネッ
トワーク トラフィックを軽減しながら、迅速に同期できます。さ
らに、ストリーミング同期も実現しているため、アップロードが完
了する前に、他のメンバーはダウンロードを開始。大容量のデータ
もタイムリーに活用できます。

エクスプローラーや Finder と変わらない操作感
Dropbox デスクトップ アプリケーションをインストールすると、パ
ソコンを監視し、どのデバイスからも同じファイルにアクセスでき
るようになります。
操作方法もとてもシンプル。Windows ならエクスプローラーで、
Mac なら Finder で Dropbox フォルダを開くだけ。他のフォルダ
と同じように操作できるため、新しく導入した企業でも特別なト
レーニングを行うことなく、メンバーが活用しています。

大容量のクラウド ストレージ
Dropbox Business では、Standard プランでチームに 2 TB の
クラウド ストレージ を提 供しています。Advanced プランや 
Enterprise プランは必要に応じていつでも容量が追加できるので、
容量を気にせずにクラウド ストレージを活用することができます。
さらに、1 ファイルのサイズも無制限。CAD やマルチメディアなど
の大容量データがあっても、気兼ねすることなく保管できます。
新しいプロジェクトやチームのために、ディスクの追加やネット
ワーク設定はもはや不要。フォルダを作成し、メンバーを選択する
だけで、すぐに情報を共有できます。

高速な同期
高速なファイル同期は Dropbox の重要な基盤技術。どのクラウ
ドも大規模なスケールで、高速なスピードと高い信頼性を実現して
います。
第三者機関に委託したテストでは、圧倒的なパフォーマンスの高さ
を実証。25MB の大容量ファイルをデバイス間で同期した結果、
Dropbox Business の速度を 1 として、1.8 倍から 12 倍も高速で
あることがわかりました。

Dropbox Business を 1 とした場合の比較

大容量ファイルの同期テスト結果

Dropbox の特長

高速
平均 4.7 倍
最大 20 倍

※ Dropbox、Google ドライブ、Box、OneDrive を対象にした第三者の調査による予備データ。
25 MB のファイルの中の 1 KB のデータを変更した場合
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多様な OS にアプリを提供
Windows /Mac パソコン以外のデバイスには、モバイル アプリを
提供。iOS、Android、Windows のどのモバイル OS をご利用でも、
対応の Dropbox アプリをご利用いただけます。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスで撮影した写真や動画
は、Dropbox アプリに保存することで、タイムリーにチームに共有。
また、通知、プレビュー、Office アプリとの連携機能なども活用で
きるため、いつでも更新情報をキャッチアップし、どのデバイスで
もファイルを閲覧/編集したりすることが可能です。

ファイルのプレビュー
ビジネス ソフトウェアでは Microsoft Office が普及しているよう
に、クリエイティブならアドビ、CAD ならオートデスク製品がよく
利用されています。さらに、写真や動画にも多様なファイル形式
があり、多様な専門家との情報共有には専用のアプリが必要とお
考えではありませんか?
Dropbox では、主要なファイル形式のプレビューに対応。専用ソ
フトウェアをお持ちでない方も、ブラウザで閲覧したり、コメント
を記入したりできます。

Dropbox の特長

.aac .ai .arw .as .as3 .asf 

.asm .aspx .avi .bat .bmp .c 

.cc .cmake .coffee .cpp .cr2 .crw 

.cs .css .csv .cxx .dcr .dcs 

.diff .dng .doc .docm .docx .dv 

.eps .erb .erf .erl .flv .gif 

.groovy .gvy .h .haml .heic .hh 

.hpp .hxx .java .jpeg .jpg .js 

.json .jsx .kdc .less .lst .m 

.m2t .m4a .m4v .make .markdown .md 

.mdown .mef .mkdn .mkv .ml .mm 

.mos .mov .mp3 .mp4 .mpeg .mpg 

.mrw .mts .nef .nrw .odp .ods 

.odt .oga .oggtheora .ogv .orf .out 

.patch .pdf .pef .php .pl .plist 

.png .pps .ppsm .ppsx .ppt .pptm 

.pptx .properties .psd .py .r3d .raf 

.rb .rm .rtf .rw2 .rwl .sass 

.scala .scm .script .scss .sh .sketch 

.sml .sql .sr2 .svg .svgz .tif 

.ts .txt .url .vb .vi .vim 

.vob .wav .webloc .webm .website .wmv 

.xd .xhtml .xls .xlsm .xlsx .xml 

.xsd .xsl .yaml .yml .3fr .3gp 

.3gpp .3gpp2 .dwg (2018 年対応予定)

G Suite との親和性
メールや予定に G Suite を活用している組織では、Dropbox と密
接に連携して活用できます。
たとえば、Chrome ウェブストアの「Gmail 版 Dropbox (ベータ版)」
をダウンロードすると、Gmail の画面上で直接 Dropbox ファイル
のリンクを送信したり、プレビューしたりすることができます。メー
ルの作成画面には、編集機能と並んで Dropbox アイコンを表示。
選択するだけで、共有リンクを本文に挿入できます。また、Paper 
をご利用なら、Google カレンダーの会議から簡単に議事録を作
成。よくお使いのツールとファイルがシームレスに連携します。

Office 365 との親和性
グループウェアに Office 365 を活用している組織では、Dropbox 
を場所として追加したり、Outlook にアドインを追加したりできる
ようになります。
Dropbox フォルダに保存された Office ファイルは、[開く] をクリッ
クすると Office Online アプリで表示されるため、ブラウザ上でそ
のまま編集することが可能。また、Office で保存先の場所として 
Dropbox を追加しておけば、
Office デスクトップ アプリか
ら直接 Dropbox フォルダの 
Office ファイルを開いたり、
共有したり、保存したりでき
るようになります。 さらに、
Outlook 向け Dropbox アド
オンをインストールした環境
では、添付ファイルの代わり
に共 有リンクを本 文に挿入
し た り、 添 付 フ ァ イ ル を 
Dropbox フォルダに直接 保
存したりすることもできます。
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Dropbox の特長

アクティビティと通知
Dropbox フォルダで管理しているファイルは、いつ、だれが、どの
ような操作を行ったのか、アクティビティを記録。重要な業務情
報をメンバーが閲覧しているか、頻繁に更新されるファイルを誰が
変更したかなどの情報を確認できます。ファイルのアクティビティ
には、編集や移動などファイルの変更に加えて、共有などの設定
変 更も記 録。Dropbox Professional または Dropbox Business 
Advanced プランをお使いの場合には、閲覧者情報と閲覧履歴も
確認できます。
自分の共有フォルダでのアクティビティは通知機能で確認。通知
はお知らせメールで受け取り出来るほか、デスクトップ アプリの通
知を有効に設定しておけば、お仕事で使用しているパソコンにポッ
プアップで更新情報が通知されます。

120 日間のバージョン管理
Dropbox Professional および Dropbox Business では、Dropbox フォルダで管理しているファイルのバージョン履歴を標準で 120 日間保
管。特に設定しなくても、ユーザーが自分で復元できます。
誤った情報で上書きしてしまったファイルがあっても、[バージョン履歴] を確認すればすべての更新が残っているため、安心です。誤って削除
してしまった場合には、[削除したファイル] から復元できます。
パソコンのライブラリを Dropbox フォルダにリンクし、すべてのファイルを Dropbox フォルダで管理している環境なら、さらに安心。もし、
ランサムウェアに感染したファイルが見つかっても、感染前に復元できます。

コメント機能
Dropbox フォルダに保存されたファイルや画像には、コメントを
追加できます。特定のファイル形式では、プレビューを確認しな
がら場所を指定してコメントすることも可能。Office ドキュメント
なら、Dropbox バッジで [コメント] をクリックするだけでコメント
機能を表示。対象箇所までスクロールしてコメントしたり、コメン
トに返信したりできます。
特定の人に向けてコメントしたい場合には、@ メンションでユー
ザーを指定できます。連絡先に登録された相手ならオート コンプ
リートを活用。外部のユーザーでもメール アドレスを入力してコメ
ント。チームのメンバーや取引先の担当者に質問や依頼をする場
合にとても便利です。
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選択型同期とスマート シンク
Dropbox デスクトップ アプリには、同期するフォルダを選択できる機能があります。選択型同期を有効にしておけば、容量に制限のあるパ
ソコンをお使いのときやチーム フォルダに大量のデータが共有されている場合でも、業務に必要なフォルダだけをローカルにダウンロード
することができます。
容量を節約しながら、クラウドに保管されたファイルとローカルに同期されたファイルをシームレスに活用するなら、スマート シンクをご活用
ください。スマート シンクを有効にすると、ファイルやフォルダごとにオンラインで使用するか、ローカルに保存するかを指定可能。オンラ
インのファイルはインデックスだけを作成するため、ファイルがあることは確認できますが、容量はほとんど消費しません。

Dropbox の特長

Dropbox にアップロードしたファイルの保存先 URL を相手に送信

共有リンク
共有フォルダや保存されたファイルはチームのメンバーだけで共有するとは限りません。しかし、更新ごとにメールに添付して送信している
と、相手に迷惑をかけてしまうことも。インターネット経由で共有できる場合でも、指定した情報以外は外部ユーザーに公開したくはありま
せんし、パスワードを設定したり、期限を設定したりしたいとお考えのはずです。
Dropbox の共有リンクは、これらの課題を一度に解決するソリューション。共有リンクは専用の URL を生成するため、メールにファイルを
添付する必要がありません。指定したフォルダやファイル以外にはアクセスできないため、他にどのようなフォルダやファイルで構成されて
いるか、外部ユーザーにはわかりません。さらに、パスワードや有効期限を設定できるので、安心して情報共有できます。
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Dropbox の特長

データ セキュリティ
Dropbox では、作成者や作成日、サイズ、保存期間、コピー回数などの情報を持つメタデータと、ファイル データを別々に管理することで情
報漏えいに対するセキュリティを向上しています。また、Dropbox クライアントと Dropbox サービス間で転送されるデータは、SSL/TLS で
暗号化することで安全な転送を実現しています。保管されているデータはブロックで分割し、256 ビットの Advanced Encryption Standard 
(AES) を使用して暗号化されています。
Dropbox Business は、ISO 27001/27018/27017/22301 取得。SOC 1/2/3 および EU セーフ ハーバー フレームワークに準拠しており、第三
者による監査、認定によってビジネスにも安心してお使いいただけます。

情報の管理と保護
• ユーザー管理
• ２ 要素認証
• アクティビティ ログ
• アクセス ポリシー

データ プライバシー
• データの送受信の暗号化 (SSL/TLS)
• ストレージ内での 256 bit AES による暗号化
• アプリケーション セキュリティ
• 業界標準に対応した運用監視ポリシー

インフラストラクチャ
• 分散されたセキュアでスケーラブルな環境
• 最高水準の信頼性: N+2 の冗長性、Nine 9s の

可用性、バックアップ

コンプライアンス
• SOC2/SOC3
• セーフ ハーバー (US-EU、US-Swiss)
• ISO 27001、27017、27018、22301

SSL レイヤ

ストレージ サービス
ブロック暗号で
ファイル データを保管

暗号化と
アプリケーション サービス

ファイルではなく
ユーザーのファイル

情報を保管

メタデータ サーバーストレージ サーバー

処理サーバー

データベースメタデータ サービス

SSL レイヤ

通知サービス

名称
重要ドキュメント
ロケーション
/files/work
最終編集日
2016 年 4 月 1 日
ファイル形式
.PPT
その他

Paper 
Dropbox の新しいツール Paper はグループワークにぴったりのプ
ラットフォーム。議事録を Paper に作成しておけば、作業を共有
のノートブックに明確化できます。To-do リスト機能もあるため、
効率よく作業分担。Google カレンダーをお使いの場合には、会議
の予定から議事録を作成できます。
さらに、ドキュメントの共同作成も可能。リアルタイムに共同編
集が行えるほか、共同執筆者が写真や資料を添付したり、校閲者
がコメントを記入したりすることができます。計画書や企画書を
速成している場合には、プレゼンテーション モードで完成版をそ
のまま発表に使用できます。

ファイル リクエスト
Dropboxのファイル リクエストは、提出物の回収に最適な専用
フォルダ。専用のフォルダが作成され、自分が保存したファイルし
か確認できないため、安心して提出物をアップロードできます。リ
クエスト フォルダにファイルがアップロードされると、依頼した
ユーザーに通知。メールをトラッキングし、添付ファイルを確認し、
パソコンに保存しなおす手間もありません。
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