オフィス×リモートワークの両方を実現する

Microsoft 365

Microsoft 365 Apps for Business をご利用中のお客様へ

Office アプリケーションだけじゃもったいない！

30日間 25ユーザー
まずは試してみませんか？
申込方法は最後

オフィス×リモートワークの両方を実現する Microsoft 365
Microsoft 365 を利用すると、常に Office アプリケーションを利用することはもちろん、
場所やデバイスに関係なく効率よく作業することができます。
Exchange Online によるメール・スケジュール・連絡先管理、SharePoint Online による情報・ドキュメント共有、
Microsoft Teams によるチャットやオンライン会議も可能。
エンタープライズレベルのセキュリティで企業を守ります。

常に最新のオフィス
アプリケーション

クラウドから
ダウンロード

1TB OneDrive
For Business

クラウドから
ダウンロード

チーム
文書管理

情報共有

Security
Microsoft Teams
サイバー攻撃に ビジネス
対する防御
データ
保護
チャットベースの
ワークスペース

デバイスの
管理

オンライン
会議

SharePoint Online

掲示板

チーム
文書管理

情報共有
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上位プランにするメリット①

時間や場所にとらわれない働き方で効率アップ

人手不足を感じている中小中堅企業

リモートワークが今後定着することを望む従業員

73%

95%

出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業アンケート調査報告
「人手不足に関する中小企業への影響と状況（平成29年5月）

出典：ONEJapan「働き方意識調査」2020年4月

Exchange Online

SharePoint Online
社内のドキュメント保管・情報共有を、効率よく行えます。
強力な検索機能でファイルを探す時間も大幅に短縮。
チームサイトによる情報共有が可能。
1000GB(1組織)＋10GB×
(利用ユーザ数)の大容量。

外出先や自宅など、いつでもどこでもメールが見られる
環境を実現。スケジュール管理や連絡帳も装備。
企業向けのセキュリティ対策も万全。
Businessプランのメール
容量は50GB。
メール

スケジュール

タスク
管理

掲示板

チーム
文章管理

情報共有

Microsoft 365 で変わる働き方
Microsoft 365 の働き方

社外メンバーと Microsoft Teams で
必要な資料を共有しながらWeb 会議

通勤中にスマートフォンから
メールと今日の予定を確認。
必要なメールに返信

帰宅中に Outlookでメールを確認、
必要なものはすぐに返信

移動中にスマートフォンから
顧客へのプレゼン資料を最終確認
移動中にスマートフォンから
会議のプレゼン資料をお客様へ共有

全員が閲覧、共同編集可能な
OneNote で議事録作成、
資料は OneDrive で共有

お客様からの不明な質問には、
社内にいる専門のスタッフに
チャットで確認、すぐに回答

社内のポータルスタッフは
Web 会議で顧客との
ミーティングに参加

顧客訪問に向けた資料を
SharePoint の社内共有
ポータルからピックアップ

直帰

8:00

9:00

出勤

出社

10:00

11:00

12:00

13:00

ランチ

外出

14:00
顧客訪問

15:00
移動

16:00

17:00

顧客訪問

18:00

19:00

作業
帰社

これまでの働き方

出社後に Outlook を立ち上げて
メールを確認。昨晩からたまって
いるメールに返信
社外メンバーと
案件のすりあわせに
1時間を超える長電話

電話の内容をメールで
他のメンバーに共有

お客様からの不明な質問には
「いったん持ち帰ります」、
「確認して連絡します」ばかり
客先についてから、
プレゼン資料が古いと判明。
社内データにアクセスできないため
そのまま古い資料でお客様への説明を行う
帰社してから社内にある
最新のプレゼン資料を
お客様にメールで共有
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ニューノーマル時代に必要なリモートワークを実現

上位プランにするメリット②

新型コロナの影響で加速したリモートワークとその効果
リモートワークのおかげで事業が継続できた

79%

生産性の向上
従業員の移動時間の削減
オフィスコスト削減

アフターコロナのニューノーマル時代は
リモートワークを取り入れた柔軟な働き方が重要に

83%

選べる働き方

60%
オフィス

出典：東京都産業労働局都内企業（従業員 30人以上）2019年3月

コミュニケーションも
問題なく、効率があがっている

ニューノーマル時代の働き方
これからの時代を生き抜く企業へ

自身の業務や都合により
出社と在宅を選択できる
ことは人材採用にも
プラス

在宅・リモート

ウイルスだけではなく、 地震などの
災害時にも事業を継続できる

うちの会社はできないと
思っていた。始めてみる
ことが大事で、いまでは
すっかり定着した

オフィス勤務とリモートワークの柔軟な働き方を実現するコラボレーション機能

チャット、
通話 テレビ会議

Microsoft Teams

メール& カレンダー
Outlook、Exchange Online

Oﬃceドキュメント共同編集

Word、Excel、PowerPoint、OneNote

ファイル共有 & ポータルサイト
SharePoint Online

Microsoft Teams は、チーム コラボレーションのハブとして機能し、チームワークの成果を上げるために必要な会話、
コンテンツ、ツールは すべて、Teams を中心に展開できるようになります。
チャットツールとしてはもちろん、Outlook と連携し、スケジュール管理からオンライン会 議の設定も可能。
音声、ビデオ、Web での会議を、組織内外を問わず開催できます。
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上位プランにするメリット②

TCO 削減

● 他社サービスと Microsoft 365 Business Premium の比較

Microsoft 365

他社の個別サービス
ホスティングメールサービス アーカイブ
デバイス管理
クラウドID管理

（中堅・中小企業向け最上位製品）

3,650円～

Microsoft 365 Business

650円～

Windows 10 Business

300円～

チャットベースの共同作業

Intune

800円～

メールのフィルタリング

3,000円～

デバイスのウィルス対策

1,250円～

オンライン会議

Business Premium

Microsoft Defender for Oﬃce 365
Azure Information Protection P 1
Data Loss Prevention

2,900円～

ファイルストレージ

1,250円～

生産性ソフトウェア

1,000円～

Exchange Online Archiving
AAD 機能

1ヵ月 2,392 円 / 人

1ヵ月 13,000 円～ / 人
● プラン別の内容と価格比較
業務効率化を実現

業務効率化と
コミュニケーションを最大化

業務効率化と
最新セキュリティ

Microsoft 365

Microsoft 365

Microsoft 365

Apps for Business

Business Standard

Business Premium

Office アプリケーション

Office アプリケーション

Office アプリケーション

モバイル
アプリ対応

1ユーザーあたりPC・Mac5台、スマートフォン 5 台、
タブレット 5 台まで利用可能。

1ユーザーあたりPC・Mac5台、スマートフォン 5 台、
タブレット 5 台まで利用可能。

モバイル
アプリ対応

1ユーザーあたりPC・Mac5台、スマートフォン 5 台、
タブレット 5 台まで利用可能。

含まれるサービス

管理・セキュリティ
デバイスとセキュリティの一元管理、情報
漏えい対策、PC自動セットアップツール、
管理ポータルなど、これまで大企業でしか
利用できなかった堅牢なセキュリティ環境
を提供。

現在保有の
プランはこちら

¥ 900 / 1ユーザー
約 ¥ 30

/1日

¥ 1,360 / 1ユーザー
約 ¥ 45

/1日

¥ 2,392 / 1ユーザー
約 ¥ 80

/1日

※2022年3月1日より、Microsoft 365 Business Premium は 10％ほどの値上げが予定されております。
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上位プランにするメリット④

侵害を受ける企業の58%が
中堅中小企業

58%

Microsoft 365 が安全なリモートワークを実現

中堅・中小企業にデータ侵害が
発生したときの平均コスト

62％の企業が社内のスキルでは
セキュリティ問題に対応不可能

62%

1,200万円

（参照）Verizon 2018年データ漏えい/侵害調査報告書 （英語）

（参照）Kapersky Lab の調査結果 2018年度（英語）1

（参照）「Underserved and Unprepared: The State of SMB
Cyber Security In 2019」（英語）、Vanson Bourne for Continuum

Microsoft 365 Business Premium の頑固なセキュリティ機能
条件付きアクセス

多要素認証（MFA）

シングルサインオン

自宅のPCからブラウザー上でのアクセスに限定し、Office ファイルの
ダウンロードや保存を制限できます。急なトラブル発生に備えて、自宅
PCを利用して業務継続も可能です

資格情報の紛失や盗難が原因の侵害から、組織を守るのに役立つ
強力な認証機能です。どのアプリも1ステップで守ることができます。

社内のさまざまなサーバーへのアクセスを一元的に管理が可能です。
一度のログイン（サインイン）でドメインに参加している 全ての
サーバーへのアクセスが可能になり、システムごとに ユーザーIDと
パスいワードを入力する必要がなくなります。

Windows PC とモバイルデバイスを
管理コンソールから一元管理

クラウドベースの電子メール
フィルタリング サービス

リモートデスクトップにアクセス

モバイルデバイスとモバイルアプリケーションの管理ソリューション。
従業員がリモートワークで多様なモバイルデバイスを利用するときの
管理負荷を軽減し、セキュアな環境を提供します

メールに添付された未知のマルウェアやウイルス、メールや
ドキュメント内の有害なリンク、フィッシング メールから組織を
保護する機能に加えて、多機能なレポートを利用できます。

仮想デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）のAzure Virtual
Des kto p は、クラウドで実行され るデスクトッ プおよびアプリ
仮 想 化 サ ー ビ ス で す 。 安 全 で 生 産 性 の 高 い リ モ ー ト 作 業 を、
スピーディに構築することができます。

ファイルやメールを
暗号化して保護

訴訟対策としてすべてのメール
データを管理者側で保持

口座番号などの機密情報の
流出を防止

Office アプリケーションと統合でき、ワンクリックでファイルやメール
を暗号化して保護できる情報漏えい対策機能です。

大容量のメールデータを保持できるだけでなく 、訴訟対策として
すべてのメールデータを管理者側で保持しておくことも可能なデータ
アーカイブサービスです。

クレジットカード番号や銀行口座番号など、機密情報を含むメールを
外部に送信しようとした際にブロックすることが可能です。

Windows 10 の標準セキュリティ機能
Windows Defender ウイルス対策

Windows Bitlocker

●高い法人の利用率 ● 高度な機械学習による検知
●クラウド型保護機能で教科

データを暗号化しパスワードでロックすることにより
USB メモリなどの紛失時に情報漏洩のリスクを大幅に減少
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上位プランにするメリット⑤

Exchange Online
外出先や自宅など、いつでもどこでも
メールが見られる環境を実現。スケジュー
ル管理 や連絡帳も装備。企業向けの
セキュリティ対策も万全です。

Forms
アンケートやテスト、投票など作成して、
結果を簡単かつリアルタイムで表示でき
ます。

Planner
プランを作成し、タスクを整理してチーム
に割り当てます。ファイルを共有し、最新
の進 捗状況を共有できます。

いろいろ使えるグループウェア

SharePoint Online
社内やチームのドキュメント保管や情報
共有を効率的に行えます。強力な検索
機能でファイルを探す時間も大幅に短縮で
きます。

Stream
動画配信ソリューションです。授業や会議、
トレーニングなどの動画を、組織内のみに
共有できます。

Power Apps
プログラミングする必要が無く 、Power
Point のような直感的な操作で簡単にビジ
ネスアプリケーションを作成できます。

Yammer
社内のソーシャルネットワークで 、社員
同士がつながり情報を共有できます。社内
でアイデアや質問への回答を募ったり、
ビジネスの成功例を共有します。

Delve
SharePoint に保存や共有されている、アク
セス権があるファイルから、AIがぴったり
なドキュメントを自動検索します。

Power Automate
アプリ、ファイル、データ間でワーク
フロー を作成して、業務の自動化を行う
ことができます。
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試用版のお申込み

時間や場所にとらわれない
これからの働き方に

30日間 25ユーザー

▶ 申込方法
microsoftcsp@synnex.co.jp

試してみてください！

こちらまでトライアル申し込み希望をご連絡ください。

▶ 申込時必要な情報

クラウド化で
リセラー様名：
効率アップ！
エンドユーザー企業様名：
ご担当者様名：
エンドユーザーご担当者様電話番号：
ご担当者様メールアドレス：
既存のMicrosoft 365 のドメイン：
ご希望のプラン： Microsoft 365 Business Standard or Microsoft 365 Business Premium
Teams でのデモ希望：希望・不要

▶ その他
試用版は30日間25ユーザーでの提供となります。既存テナントで過去に同じプランの試用版をシネックスより
ご提供の企業様にはご利用いただけませんので、ご留意ください。
試用期間中のカスタマーサポートはシネックスのサポート窓口にて、有償版と同様にサポートいたします。

さらに上位プランの試用版をご利用のお客様に
Teams を使って
Teams の使い方（デモ）
無償でレクチャーします！
Microsoft 365 の気になるご質問などのご相談もお気軽に!
試用版申し込みいただいたお客様にご連絡いたします。

是非ご覧いただきご活用ください！
SYNNEX がお届けする Microsoft 365 の活用Tips YouTube 動画

● 本サービスに関するお問い合わせ

TD SYNNEX株式会社 Microsoft CSP 問い合わせ窓口
microsoftcsp@synnex.co.jp
TD SYNNEX株式会社
〒135-8559 東京都江東区東陽6-3-1 東京イースト21ビジネスセンター2F

https://www.synnex.co.jp/

● 掲載されている社名又は製品名は、各社の商標又は登録商標です。

●©2022 TD SYNNEX K.K..

