
 

 
 

 

 

 

SharePoint Online、
Exchange Online、Project 

Online 、 OneDrive for 
Business、Microsoft

Teams、Planner からパブリック 
フォルダーまで、Office 365 
資産を包括的にバックアップ。

バックアップ対象の多いお客様に
は更に 無制限プラン をご用意。

Office 365 データ保護を
万全の態勢で実行します。

Microsoft サポートへの電話連
絡も、リストア ウィンドウの設定も、

プラットフォーム サイト レベルの
ールバックも、Cloud Backup 

があれば一切不要。

サイト・ライブラリ・OneDrive・メー
ルボックス・グループに Microsoft
Teams まで、必要な分だけのデ
ータを必要なタイミングで復旧

することが可能になります。

一度の設定で、最大 1 日 4 回
までのバックアップを自動実行。

自社ニーズにあわせた
頻度・タイミングで、自動的にバッ

クアップを実行します。

実行されたジョブや進行状況
などは、見やすい設定画面から 

レポート形式で確認可能 です。

AvePoint が提供する
拡張性の高い Azure

ストレージから、自社所有の
プライベート クラウド、

別ベンダーの提供するデータ 
センターまで、バックアップ データを
好きな場所に、セキュアに保存。

自社サーバー利用 (BYOS)・
自社暗号化キー (BYOK) にも

対応しています。

Office 365 バックアップ自動化ツール

ニーズに
合わせた

自由な設定

Office 365 
データなら

すべてバックアップ

シンプル操作で
Office 365 データを

欲しい分だけ復旧

全自動で 
手間いらず!

簡単バックアップ
 

AvePoint Cloud Backup
(アブポイント クラウド バックアップ) For Office 365 

SaaS 型データ バック モジュールである AvePoint Cloud Backup (アブポイント クラウド バックアップ) for Office 365 は、メール
・カレンダー・ファイル・会話などの最小単位アイテムから、Microsoft Teams のチーム、SharePoint Online のサイト／サ
イト コレクション、Office 365 グループ、更には Project Online のプロジェクトまで、包括的なバックアップ・リストアを提供します。

一度スケジュールを設定するだけで自動実行可能なバックアップや、場所を問わないストレージなど、Office 365 をさらに便利に、自
社ニーズにあわせて活用することを可能にする機能が揃っています。

AvePoint Cloud Backup とは
100% Azure から提供、Office 365 データの包括的バックアップ・リカバリー



 

Cloud Backup 導入のメリット AVEPOINT CLOUD BACKUP FOR OFFICE 365 

1 GB 21 円 / 1 ヶ月から!
ハイレベルなバックアップをお手頃価格でご提供

•     国境・業種・企業規模の壁を超えて世界中で愛用されている高
性能バックアップを、21 円/ 1 GB /1 ヶ 月からのお手軽な価格
でご提供いたします。

•     とにかく! たくさん! バックアップしたい企業向けに、対象無制限プラ
ンもご用意。BYOS (自社ストレージ利用) にも対応しています。

OFFICE 365 の安全な活用のために!
•     個別のドキュメントやバージョン以外にも、ヒューマン エラーによって生

じた権限の変更もセキュリティ ロールバック。退職者のドキュメント復
旧や、ランサムウェア対策にも最適です。

•     BYOK (自社暗号キー利用) 対応で、さらに高度なバック アップ デ
ータ保護を実現します。

これひとつで OFFICE 365 バックアップ対策は OK!
•     SharePoint Online

サイト コレクション、サイト、リスト、ライブラリ、フォルダー、アイテム、ドキュメント
のリストアに対応。メタデータ、セキュリティ設定、バージョン履歴をそのままリスト
ア可能

•     Microsoft Teams
チャネル、会話、ファイル、会議アイテムなどをリストア可能

•     Exchange Online
Exchange メールボックス、フォルダー、チャット、カレンダー、連絡先などをいつ
でもどこでもリストア可能。PST 1 ファイルからのリストアに対応

•     Office 365 Groups
グループ ファイル、会話、ノート、サイトなどのリストアに対応

•     OneDrive for Business
最小単位バックアップ・リストアで、従業員の突然の離職や、ファイルの誤消去
にも対応

•     パブリック フォルダー
メールボックスからメッセージ、ファイル、連絡先、フォーム、投稿などの情報資産
をカバー

•     Project Online
Project Online 内のジョブ、タスク、ファイルのリストアに対応

•     Planner
紐づいた Office 365 Groups や Microsoft Teams とともに、タスク、バ
ケット、進捗状況、ラベル、タスクの割り当てもリストア可能

   

体験版はこちらから

カレンダー画面からリストア内容を選択ひとつのプラットフォームから Office 365 コンテンツを総合バックアップ
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全世界でのバックアップ総量、 8PB!
グローバルに広がる CLOUD BACKUP 愛用企業の輪

•     ニュージーランドの国有企業からオーストラリアの有名大学、アイル
ランドの中小建設会社まで、公共・一般企業の枠を超え、グロー
バル規模で利用されています。

【アイルランド中小建築企業】
「バックアップ管理作業時間の 90% 削減
に成功!」

【豪州有名大学】
「好みの粒度でデータをリストアできた!」

【ニュージーランド国有企業】
「退職メンバーの OneDrive コンテンツが
取り出せた!」


