
ファイル共有から始める業務効率化

Dropbox Business で
共同作業をもっと自由に安全に

Dropbox はプライベートと仕事、それぞれのコンテンツをわかりやすく整理し
個人の高い生産性と創造性とチームの安全で自由な共同作業を実現する
「スマートな働き方」を支援します。
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Dropbox Business が
選ばれる理由

Dropbox Business はユーザーに高い支持を誇る Dropbox を企業が
必要とするセキュリティや管理機能を充実したサービスです。生産性
向上を目的にクラウドストレージを導入しても、現場の利用が進まな
いと本末転倒です。高い利便性（直感的なUI、マルチデバイス対応、
デスクトップアプリ）、圧倒的なパフォーマンス、高度なセキュリティ
機能を兼ね備え、世界で50万以上の組織で利用されている製品です。
日本でもユーザー企業が急速に拡大中のサービスです。

クラウドストレージの決定版  Dropbox Business

ファイルサーバーからクラウドストレージへ
肥大化するファイルサーバーや乱立する NAS を Dropbox に統合しませんか？　

-  物理的なNASやファイルサーバーは、バックアップや管理が大変

-  IaaSクラウドも費用面や使い勝手は変わらずコスパが良くない

-  使い慣れた UI のままで自然に使いこなせるため、ユーザー教育コストと期間も最小限　

ペーパーレス化の促進
会議の書類や議事録、プロジェクトを Dropbox で全て管理

-  書類、領収書、見積、電子サインした書類も全てDropboxに保存

-   ドキュメントスキャン機能や複合機と連携し、紙を全てデジタル化、そして OCR 機能で  
瞬時に全文検索

-  スマートシンクで PC の HDD 容量を消費せずにファイルをバックアップ

ビデオ会議、メール、チャットはコミュニケーション手段、ファイルアクセスは   
Dropbox でテレワークをさらに高度化

-  Dropbox Paper で議事録や企画書を一元化、みんなで共同編集

-   コメント機能を使ってコンテンツを軸としたコミュニケーションでメールやチャットを  
削減し業務に集中

テレワークの高度化

従来のファイルと同様に、Google ド
キュメント、スプレッドシート、スラ
イド、Microsoft O�ice のファイル、
Dropbox Paper のコンテンツもすべて 
Dropbox で作成、保管、共有すること
ができます。

チーム コンテンツを一括管理
Dropbox Spaces なら、ファイルやク
ラウドに保存しているコンテンツをす
べて 1 か所にまとめることができます。
PowerPoint、Google ドキュメント、
Trello ボード、チームが使いたいすべ
てのツールを同じ場所に保管できます。

従来のフォルダ概念を転換

パソコン、モバイル デバイス、ウェブ 
ブラウザからチームの作業ファイルへ
簡単にアクセスできます。

いつでも、どこでもチームと共同
作業

Dropbox Business にはあなたの働き方を支援する豊富な機能が搭載されています。社内、社外のファイル共有をストレスなく、
セキュアにサポートします。管理機能も充実したビジネス版はユーザー管理や、ダッシュボード、アクセス権限管理など安心
して導入、日々の運用をお助けします。

Dropbox で仕事をもっと自由に



安全なファイル共有から始まる
コラボレーションと業務効率化

Dropbox なら社内外で安全にファイルを共有、大容量ファイルを送信したり、ファイルを回収することが可能です。

ファイルを暗号化してメール添付で送信し、
解凍パスワードを別途メールする ーこれは、もうやめませんか？
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送り手側
Dropbox フォルダ：右クリックで表示され
るメニューからリンク発行、レビュー依頼

受け手側 (同じチームメンバー)

Dropbox サイト：プレビュー画面上
で修正箇所を指定してコメントを入力

リクエストする側
リクエストに応じて
ファイルを送る側

❷

❶

❷

❶

❷

社外にファイルを送るときには
「Dropbox Transfer」

❶異なるフォルダに保存されている複数の
　ファイルを1つにまとめて転送パッケージを作成
　（Advanced ライセンスの場合、最大100GB）

❷ダウンロード完了の通知を指定したり、
　ダウンロードリンクの有効期限やパスワード　
　の設定が可能

ファイルを集めるときは 
「ファイルリクエスト」

❶相手が Dropbox ユーザーでなくても、自分の 　　
　Dropbox フォルダへのファイル送付を
　リクエストすることが可能

❷リクエストメールに記載された URL にアクセス　
　して、ファイルを送信

※複数の相手に同時にリクエストを送信すること　
　が可能

社内でファイルを渡すときには
「共有リンク」

❶ファイルが格納されているフォルダのパス
　ではなく、共有リンクを発行

❷共有リンクからDropbox サイトで
　プレビューを表示して、コメントを入力 ❶
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アプリケーションサーバー 
ブロック処理サービス
ファイルデータを暗号化された
ブロックに処理してから格納

データベース

セキュリティやコンプライアンスも
Dropbox Businessなら安心

Dropbox Business と Dropbox Education のコンプライアンスについての詳細
dropbox.com/business/trust/compliance でご覧になれます。

IT サポートは簡単な仕事ではありません。複雑なチーム構造、執拗なセキュリティ上の脅威、膨大な量の情報。これらの要因が
データ管理を困難にしています。しかし、Dropbox をセキュアな IT ソリューションとして導入すれば、現代ビジネスに最適な
職場環境を実現できます。

-   導入を簡単に管理できる、アジャイルな IT ソリューションをデザインしました。

-    ITシステムの集中管理ツールで社内全体に Dropbox を一括導入。エンタープライズ コンソール
からチームのアクティビティを監視できます。

-    IT システム管理の可視性を向上。クラウド コンテンツを含めて、Dropbox 内でチームやユーザー
がどのようなアクティビティを行っているかを把握できます。

 -    リスクを軽減し、コンプライアンスを維持。法的ホールドや最大 10 年のデータ保持といった高
度なアドオンのデータ ガバナンス ツールを利用できます。

Dropbox を使えば、セキュアでアジャイルな職場環境を実現できます
IT マネジメントは複雑で厳格、高リスクな作業

チーム管理をシンプルに

データのセキュリティとコンプライアンスを確保

-   より多くの選択肢を提供　　-   ニーズに柔軟に対応　　-   妥協のないパフォーマンス

国内のデータ格納で、ビジネスの選択肢を広げます

- 様々なシステム環境に統合可能なアカウント管理

-  「ユーザー」「フォルダ」「期間」の組み合わせで、柔軟な  
アクセス権の管理

-  「お客様のデータ」を守るポリシー  
数々のコンプライアンス基準にも準拠 

-  シャドー IT を組織の管理下へ移行したり個人版 Dropboxの  
アクセス制限も可能 

-   社内の Dropbox 活用状況を可視化する アクティビティ管理

Dropbox Business はエンタープライズでの利用にふさわしい管理性、
セキュリティやコンプライアンスに配慮した数々の機能を搭載しています
Dropbox Business が、貴社のビジネスに" 安心" をもたらします

ブロック処理サービス 
-各ファイルをブロックに分割
-各ブロックをハッシュ化、暗号化 
-ファイル コンテンツを暗号化して保管

ストレージサービス 
-ファイル コンテンツを暗号化して保管
-拠点 :米国、ドイツ、オーストラリア、日本

メタデータ サービス
- 基本的なユーザー データをファイルデータから分離 
-インデックスとして機能 
-  割と複製によりパフォーマンスと高可用性を実現

通知サービス
-変更の監視 
- ここではファイルやメタデータを保管しない
-関連するクライアントに変更を通知

取得規格 内容

ISO27001 情報セキュリティ マネジメント

ISO27017 クラウドのセキュリティ

ISO27018 クラウドのプライバシーとデータ保護

ISO22301 事業継続マネジメント

クラウドセキュリティ
アライアンス

セキュリティ、信頼性、保証登録 
(CSA STAR) 

SOCレポート SOC1、SOC2、SOC3

HIPAA/HITECH 医療情報技術に関する法律 (HITECH)を 
遵守する

FERPAと COPPA 児童オンライン プライバシー保護

ストレージ サーバー
ストレージサービス
ファイル データは暗号化された
ブロックに格納

複数のデバイス

メタデータ サービス
ファイル名
重要なドキュメント
保存先 
/files/work
最終更新日
2017年 8月 14日
ファイル形式
.doc
その他
 ファイル自体ではなく、ファイル
に関する情報が保存されます。

SSL/TLS

SSL/TLS
通知サービス

Dropbox では、セキュリティで保護されたデータ転送、暗号化、ネットワーク構成を導入したり、拡張可能で安全なインフラス
トラクチャ全体にアプリケーションレベルの管理機能を割り当てたりするなど、幾重もの安全対策を講じています。

Dropboxのセキュアなアーキテクチャ



5

チームでのコラボレーションを実現する
Dropbox Paper

Paper は単なるドキュメントではありません。1 か所でアイデアを出し合ったり共同作業を行うのに最適なワークスペースです。
入力、編集、ブレインストーミング、デザインのレビュー、タスク管理、そしてミーティングに活用することができます。

 情報をすっきり整理
Paper のタスク管理ツールなら、タスクの割り当てや締め切りの追加、
ユーザーへのメンションなどがドキュメント上でできます。

わかりやすいフィードバック機能
注釈機能を使うと、画像の特定の部分へのコメントが可能です。また、
誰が何を追加したかも表示されます。絵文字も豊富に揃っていてより
気持ちを伝えやすくなっているので、フィードバックのやり取りが、
もっと楽しくなります。

さらに充実した会議に
Paper をカレンダーとリンクすると、会議に必要なドキュメントが簡
単に見つかります。Paper のテンプレートで議事録の作成も簡単です。

Paper がコラボレーションにおける課題を解決します。チームメンバーとリアルタイムにドキュメントを編集でき、レビュー
や承認も簡単です。また、現場から直接プロジェクトを管理できるのも便利です。

共同作業をもっとクリエイティブに

動画、音声、写真などあらゆるコンテンツを追加できます。すべてを 1 か所にまとめられるので作業がスムーズに進みます。

表示も再生もおまかせ
YouTube動画、GIF、Pinterestボード、Google マップ、SoundCloudクリップなど
へのリンクをドキュメントにドロップするだけ。あとは Paper におまかせください。

使い慣れたツールと連携
Paper に埋め込んだ Invision、Sketch、Dropbox ファイルを正確にプレビューでき
ます。どんなファイルも表示できるので作業の手を止める必要がありません。

スマートフォンやタブレットにひらめきを記録
Paper のモバイル アプリ（iOS/Android）があれば、いいなと思ったらいつでもア
イデアを書き留めたり、写真を撮ったり、フィードバックを送ったりできます。

言葉だけでは足りない。そんな時も、Paper なら好きな形で表現できます

ドキュメントのレイアウト調整、プレゼンの作成、チームへのリマインダの送信。意外と時間のかかる作業を、Paper が自動化
します。書式設定にかかる時間を短縮できるので、アイデアを磨き上げる時間を増やせます。

洗練されたデザイン
Paper のシンプルで使いやすいデザインと、フォーマットの自動化機能で、時間をかけ
なくても美しく洗練された作品が完成します。

ドキュメントをすぐプレゼンテーションに
ボタンをクリックするだけで、Paperが自動的にドキュメントを本格的なプレゼンテー
ションに変換します。

Paper でプロジェクト管理
タスクの期限が迫ったときや、他のユーザーがドキュメントを共有したり、コメント
を追加したときは、Paper がお知らせします。ちょっとしたアシスタント代わりです。

面倒な仕事は Paper におまかせください



Dropbox Business 
プランご紹介

搭載機能
個人向け チーム向け

Basic
無料

Standard
¥15,000/年

Advanced
¥24,000/年

Enterprise
¥30,000/年 

Education 
¥5,000/年

Dropboxのコア機能

ストレージ容量 2GB/1人 5TB/1チーム 必要なだけ 必要なだけ 15GB/1人

日本データセンター ー

バージョン履歴とファイルの復元 30日 180日 180日 180日 180日

スマートシンク ー

高度な共同作業及び生産性向上

ファイルロック
(排他制御 ) ー ー

共有権限の詳細設定

無料ユーザーとの
容量無制限フォルダ共有 ー ー ー ー

ファイルサーバー的なフォルダ階層 ー

強力な管理機能

エンタープライズ コンソール ー ー ー ー

デバイスの遠隔削除 ー

2段階認証の要求 ー ー

シングルサインオン (SSO)連携 ー ー

ファイル単位の監査ログ ー △

Basicユーザーの利用制限 ー ー ー ー

Dropboxへのお問い合わせ： https://experience.dropbox.com/ja-jp/contact

Dropbox Japan株式会社
www.dropbox.com/business

Dropbox Business 検索


