
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

ニフクラ メールゲートウェイ
メールアーカイブサービス

仕様変更および料金改定のご案内



平素より弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、当社より提供しております「メールアーカイブサービス」についてサービス仕様と

提供価格を下記の通り変更いたします。

記

■サービス仕様の変更内容

・ サービスプラン

└ ご提供価格

└ 保存されるメールの期間の延長

└ 保存されるメールの容量の増加

└ 保存されたメールの管理画面での検索期間の延長

└ 一括ダウンロード機能の廃止

・ 管理者画面

└ ログイン画面のURL

└ ログイン方法

└ パスワードポリシー

└ 検索結果一覧画面のユーザーインターフェース

└ 検索結果画面のユーザーインターフェース

└ 表示設定画面の廃止（別の画面への機能統合）

以上

「メールアーカイブサービス」は、今後もサービス・機能強化をはかります。

また、弊社は今後も皆さまに快適かつ安心・安全にご利用いただけるクラウドサービスの

提供に努めてまいります。

今後とも、弊社サービスをどうぞよろしくお願い申し上げます。

2019年1月吉日

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

１．サービスの仕様変更について
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サービスプランの相違点は以下となります。

【現在のサービスプラン】 ※1：一定の容量を超えると超過料金が発生します。

２．現在のサービスプランと新しいサービスプランの相違点について
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プラン名（サービス仕様） 保存対象 月額費用（税別）

アーカイブ・ライト（２ヶ月保存）
検索：1か月 + ダウンロード：1か月
保存容量：制限あり ※1

送信メール 300円

送受信メール 600円

アーカイブ・スタンダード（6ヶ月保存）
検索：1か月 + ダウンロード：5か月
保存容量：制限あり ※1

送信メール 500円

送受信メール 1,000円

アーカイブ・スタンダード+6（12ヶ月保存）
検索：1か月 + ダウンロード：11か月
保存容量：制限あり ※1

送信メール 700円

送受信メール 1,400円

アーカイブ・スタンダード+12（18ヶ月保存）
検索：1か月 + ダウンロード：17か月
保存容量：制限あり ※1

送信メール 900円

送受信メール 1,800円

【新しいサービスプラン】 ※2：新規のご契約の場合となります。

プラン名（サービス仕様） 保存対象 月額費用（税別）

アーカイブ・1.5年保存
検索：1.5年（一括ダウンロードなし）
保存容量：無制限

送受信メール
※2

300円

アーカイブ・3年保存
検索：1.5年（一括ダウンロードなし）
保存容量：無制限

送受信メール
※2

400円

アーカイブ・5年保存
検索：1.5年（一括ダウンロードなし）
保存容量：無制限

送受信メール
※2

500円

アーカイブ・7年保存
検索：1.5年（一括ダウンロードなし）
保存容量：無制限

送受信メール
※2

600円



既存契約者様向けの新しいサービスプランと料金は以下となります。

【引き継ぎ先のプラン】

３．既存契約者様向けの新しいサービスプランと料金について
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※ 既存契約は「アーカイブ・1.5年保存」のプランに引き継がれます。

※ 保存対象のメールは既存契約のままです。

※ 保存対象を送信メールのみから送受信メールへ変更する場合、または

別のプランへ変更する場合は、別途、お申し込みが必要です。

弊社サポート窓口までお問い合わせください。

※ 「一括ダウンロード機能」は廃止されますので、一括ダウンロードが必要な場合は

弊社サポート窓口までお問い合わせください。

プラン名 サービス仕様 月額費用

アーカイブ・1.5年保存

検索：1.5年

１アカウント
当たり

300円（税別）

ダウンロード：一括ダウロードなし
（１通ずつのダウンロードは可能）

保存対象：既存契約のまま

保存容量：無制限



2019年3月１日(金)0時にシステム環境の切り替えを行います。

■スケジュール

・ 2019年3月1日（金）0時以前のメールは、現環境での保存となります。

・ 2019年3月1日（金）0時以降のメールは、新環境での保存となります。

※メールの送受信状況により完全に0時での切替とならないことがあります。

■システム環境の切り替えに伴う影響

・メール送受信に影響はありません。

・お客様にて実施いただく作業はありません。

４．システム環境の切り替えのスケジュールについて
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2019年2月28日 2019年3月1日

現環境

新環境
2019年3月1日（金）0時以前の
メールは、現環境での保存

2019年3月1日（金）0時以降の
メールは、新環境での保存



５．新しいメールアーカイブの管理者画面について

サービス利用に必要な管理者画面のURLは以下の通りとなります。

なお、2019年3月1日（金）以降は管理者画面は2つになりますのでご注意ください。

■新しい管理者画面

・URL：https://archive.mailgateway.nifcloud.com/admin/login

・対象：2019年3月1日（金）以降に保存されたメール

・ご利用日：2019年3月1日（金）からご利用可能

※現在の管理者画面で設定している「ドメイン管理者」の「アカウント」と

「パスワード」でログインできます。

※「サブアカウント管理者」の「アカウント」と「パスワード」も

すべて引き継がれますので、改めて設定いただく必要はございません。

※2019年2月28日（木）までに保存されたメールは、新しい管理者画面で検索などを

行うことはできません。

【新しい管理者画面 > ログイン画面】
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６．現在のメールアーカイブの管理者画面について

現在の管理者画面も継続して提供となります。

■現在の管理者画面

・URL：https://mailfilter.mailgateway.nifcloud.com/webapp/filter/独自ドメイン

/adminLogin

・対象：2019年2月28日（木）までに保存されたメール

・ご利用日：2019年5月31日（金）までご利用可能

※保存されたメールのダウンロードは、現在のご契約プランのダウンロード期間内、

または、2019年5月31日（金）のどちらか早い期日までに行ってください。

2019年6月1日（土）以降はダウンロードをすることはできません。

※「ウイルスフィルター」と「迷惑メールフィルター」もあわせて契約をいただいている

場合は、「ウイルスフィルター」と「迷惑メールフィルター」の管理者画面のURLに

変更はありません。

2019年6月1日（土）以降も現在のドメイン管理者画面を継続してご利用ください。

【現在の管理者画面 > ログイン画面】
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管理者画面 対象サービス

新しい管理者画面 メールアーカイブサービス（3/1（金）以降に保存されたメール）

現在の管理者画面
メールアーカイブサービス（2/28（木）までに保存されたメール）
ウイルスフィルター・迷惑メールフィルター

fjct.com

【管理者画面の使い分けについて】



７．新しい管理者画面のログイン方法について

新しい管理者画面へのログイン方法に変更がございます。

■管理者メールアドレスの入力方法

（例）管理者メールアドレスが「admin@fjct.com」の場合

・新しい管理者画面：「admin@fjct.com」をすべての文字列を入力

・現在の管理者画面：「@」より前の文字列の「admin」だけを入力

【新しい管理者画面 > ログイン画面（入力部分のアップ）】

メールアドレスを
すべて入力
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８．パスワードポリシーについて

パスワードポリシーに変更がございます。

■パスワードポリシー

・新しい管理者画面のパスワードポリシー：

→ 「アルファベット」、「数字」、「記号」を使用した、6～24 文字の文字列

かつ、「アルファベット」と「数字」を必ず最低 1 文字以上を使用

・現在の管理者画面のパスワードポリシー：

→ 「アルファベット」、「数字」、「記号」を使用した、128以内の文字列

※詳しくは別途提供するマニュアルを参照してください。

■新しい管理者画面のパスワードポリシーの適用タイミング
・新しい管理者画面でパスワードを変更する際に適用されます。

初期パスワードは現在の管理者画面のパスワードになりますが、
初期パスワードには、パスワードポリシーが適用されていません。

【新しい管理者画面 > パスワード変更画面】
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新しいパスワードに変更する際に
新しいパスワードポリシーが適用されます。



９．検索結果一覧画面について

検索結果一覧画面の表示内容が変更になります。

■変更点

・新しい管理者画面では「宛先」が表示されます。

・新しい管理者画面では「添付ファイルのアイコン」の表示がありません。

検索条件として「添付ファイル」の「有」、「無」、「両方」で絞り込めます。

・現在の管理者画面の「題名」が新しい管理者画面では「件名」になります。

・表示件数は「件数」のプルダウンから変更ができます。

・現在の管理者画面にあった表示設定画面は廃止されます。（一覧画面での件数変更）

【新しい管理者画面 > 検索画面 > 検索結果一覧画面】
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【現在の管理者画面 > 検索画面 > 検索結果一覧画面】

変更できます。

宛先が表示されます。

題名から変更されます。

添付ファイルのアイコンは
表示されません。



10．検索結果画面について

検索結果画面の表示内容が変更になります。

■変更点

・新しい管理者画面では「ページング」が表示されます。

現在の管理者画面では前後のメールへの遷移のみ可能。

・新しい管理者画面では「重要度」が表示されます。

・現在の管理者画面にあった表示設定画面は廃止されます。

（ヘッダ情報の表示とHTMLメールの表示は検索結果画面で変更）

【新しい管理者画面 > 検索画面 > 検索結果一覧画面 > 検索結果画面】
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【現在の管理者画面 > 検索画面 > 検索結果一覧画面 > 検索結果画面】

重要度が表示されます。

ページングが表示されます。

切り替えるとHTML形式の
メールが表示されます。

切り替えるとヘッダーの
情報が表示されます。



ご不明点などありましたら、こちらへお願いいたします。

サポートセンターよりメールにてご回答差し上げます。

また事前に別添の「よくあるご質問」もご一読ください。

お問い合わせフォーム

https://support.nifty.com/form/0/hjmls/

※2017年4月に「ニフティ株式会社」は、「ニフティ株式会社」と弊社「富士通クラウドテ

クノロジーズ株式会社」に分社しておりますが、現時点で、会員情報管理やご請求を「ニフ

ティ株式会社」にて、まとめて行わせていただいております都合上、お問い合わせフォーム

は「ニフティ株式会社」のご提供となっております。
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11．お問い合わせについて


