mitene Mail
事業者向けクラウド型メールサービス

プロが認めるメールソリューション
「ISP としての運用経験」と「お客さまからのフィードバック」が品質に結実。

IT のプロから官公庁まで。

安心かつ効率的な管理体制。

10,000 を超える導入実績

階層別のアクセス権 &インターフェース

IT のプロであるネットワーク事業者をはじめとして、上場企業、
教育機関、官公庁など、これまでに 10,000 ケースを超える導入・
運用実績を重ねています。

メールサーバの移設作業もサポートいたします。

「事業者」「ドメイン管理者」「エンドユーザ」と、階層別のアクセス
権設定と使い勝手の良いインターフェースをご用意。ドメイン追加管
理やログ検索などの機能もご利用いただけます。

ミテネインターネット

機密情報を守る。

鉄壁のセキュリティ対策
メールサービスの信頼性向上のため、
「DoS/DHA 対策の流量制限」
「不

・ステータス把握
・サーバの生ログ検索
・ドメイン別のポリシー変更

正アクセス検知」「接続 IP 制限」「添付ファイル暗号化」など、セキュ
アな環境を構築します。
流量制限

（DoS/DHA 対策）

事業者 (ISP,SIer)

不正アクセス検知システム

OP25B 対策

送信者認証

（Message Submission）

（SMTP AUTH）

送信ドメイン認証

経路暗号化
（SSL/TLS）

（SenderID）

接続 IP 制御
（必要に応じ）

基本をしっかり。

充実のベーシック機能
「ウィルス・迷惑メール隔離機能」を標準搭載。さらに標準機能として、

「ス マ ー ト フ ォ ン 対 応 の Web メ ー ル」「5GB の メ ー ル ボ ッ ク ス」
「IMAP」「SSL/TLS による経路暗号化」など、お客さまのニーズに即
した機能を提供いたします。
メールボックス

Web メール

Anti-Virus

スパムフィルタ

スパム隔離ボックス

ホワイト／ブラックリスト

（5GB）

（CloudMark）

・ステータス把握
・ドメイン追加 / 停止 / 削除

（Ajax 対応）

（CloudMark）

（ユーザ毎）

ドメイン管理者

・アカウント追加 / 停止 / 削除
・アカウント検索 ( 全件 / 有効 / 停止 )
・各アカウントのステータス把握
・ログ検索
・各アカウントのパスワード初期化
・スパム対策オプション設定
・ホワイトリスト / ブラックリスト

エンドユーザ

・自アカウントのステータス把握
・蓄積メール削除
・スパム対策オプション設定
・パスワード変更
･メール転送先設定
・ホワイトリスト / ブラックリスト

メール基本機能
機能

備考

機能

備考

メール送信プロトコル

SMTP/SMTP over TLS(※最大宛先数 100 件 )

スパム隔離ボックス

15 日間保存。

メール受信プロトコル

POP3/POP3 over SSL,IMAP/IMAP over

1 メールアドレスあたりの

標準 5GB（※5GB 以上必要な場合はご相談下

メール 1 通あたりの最大容量

35MB

Web メール

Ajax 版。PC ブラウザ、携帯、スマートフォン

メールボックス容量

隔離専用 Web インターフェースまたは Web
メールからアクセス可能

SSL,APOP

さい）

条件付転送

ISP 向けは 5 件、法人向けは 10 件まで登録

ユーザ向け Web インター

グループアドレス帳を利用可能

メール保持期間

管理者が無期限 ,30 日 ,90 日 ,180 日 ,365 日

可能

フェース

に対応

を選択可能

セキュリティ対策標準機能
機能

備考

機能

備考

流量制限

DoS 対策

経路暗号化

SMTP over TLS、POP over SSL

送信ドメイン認証

Sender-ID、DKIM

DHA 対策
ウィルスフィルタ

CloudMark 社製品を採用

OP25B 対策

Message Submission(587)

スパムフィルタ ( ブラックリス

CloudMark 社製品を採用

送信者認証

SMTP AUTH

ト、ホワイトリスト設定可能 )

法人向けオプションサービス
メーリングリスト

接続 IP 制御

添付ファイルパスワード付

SMTP での接続制限※

上長承認

メール保存（アーカイブ）

ZIP 変換

共用アーカイブ、最大保存容量は 800GB

宛先数チェック

添付ファイル Web アップロード
最大保存容量は 10GB/ ドメイン

※POP3,IMAP の接続制限は別途費用

料金については担当者までお問い合わせください。

お問い合わせ

ミテネインターネット株式会社
mitene internet co.,ltd.
本社
〒910 - 8510 福井県福井市豊島 1- 3 -1
TEL：0776 - 20 - 3195

FAX：0776 - 21- 5824

東京営業所
〒105 - 0013 東京都港区浜松町 1- 24 - 8 オリックス浜松町ビル 2F
TEL：03-6809-2913

FAX：03-6809-2914

https://www.mitene.co.jp/

パートナー（特約店・代理店）

一時保留
ブラックリスト、ホワイトリスト

（ドメイン単位）ドメイン全体に適用

