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株式会社クロスパワー 

□会 社 名   株式会社クロスパワー（英文 Cross Power CO.，LTD.） 
□代 表 者   代表取締役   大江 龍介 
□設 立 日   2006年10月2日 
□資 本 金   2,000万円 
□人員構成 社員数 ６０名           
□子会社    株式会社クロスアシスト（2012年９月設立 所属 ８名） 
□住 所       東京都千代田区岩本町3丁目10番4号 寿ビルディング5階  
            TEL：03-5833-7570   FAX ：03-5833-7554  
□URL          http://www.x-power.co.jp （コーポレートサイト） 
              http://omile.jp （XP.CLOUDサービス） 
                          http://www.x-power.co.jp/terakoya/ (寺子屋ITライセンス) 
□届出等    特定労働者派遣事業（特13-304617） 
            プライバシーマーク認定番号 第10823369（03）号 
            ＪＰ１テクニカルパートナー 
 
□XP.CLOUDサービス               
 おまかせファイルサーバー 

データセーフタイムライン 
おまかせサーババックアップ 

会社紹介 
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株式会社クロスパワー 簡単なサービス紹介 

ファイル共有や受け渡しが簡単な操作で行える 
オンラインストレージサービス 

主な機能 

・ID制限による『グループフォルダ機能』 
・IDを持たないユーザー様とデータ受け渡しが可能な『Web公開』、『受取りフォルダ』 
・Webブラウザだけでも、GB単位のファイルのアップロード・ダウンロードが可能 
・専用クライアントをインストールすればエクスプローラーからでもファイル操作が可能 
・iPad,Android端末向けの専用クライアントからアップロード・ダウンロードも可能 
・ログインログやファイル操作等の監査ログを取得、どのIDやファイルがどのような操作が
行われたか確認できます 
・インターネット経由で何処からでも接続可能 
・接続元を制限したり、クライアント証明書による制限も可能 
・ファイルアップロード時にセキュリティスキャンを実行可能 
・保存データの暗号化に対応 
・ファイルがアップロードされたり、ダウンロードされた場合にメール通知が可能 

etc… 

アメリカや中国・シンガポール・タイ等のアジアや 
ヨーロッパとデータ共有の実績があります！！ 



グループフォルダ機能 
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株式会社クロスパワー 



Web公開・受取りフォルダ機能 
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株式会社クロスパワー 



ログ確認機能 
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株式会社クロスパワー 



アクセス制限機能 
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株式会社クロスパワー 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ログ確認機能では、。・ログインログ・管理ログ・ファイル操作ログ・ダウンロードログ・アップロードログ・Web公開操作ログ・Web公開ダウンロードログ・Web公開アップロードログといったログが保存されます。また、これらのログはユーザからは変更も削除もすることができません。アクセス制限では、許可IP or 拒否IPを指定することでIPアドレスによるアクセス制限を掛けることが可能です。これらは、システム単位やユーザ単位で指定することができます。より、制限を掛ける場合はクライアント認証によるアクセス制限も掛けることが可能です。
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株式会社クロスパワー 

おまかせファイルサーバーを利用した 
業務フローの変化 
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株式会社クロスパワー 画像データでの利用事例 

①写真を撮る ②PCへアップロード 
③メールで送信or  
ファイルサーバーへアップロード 

or  

工事現場などで撮った画像データのやり取り 

撮った画像をPCへ移動させてから

データのやり取りをしなければいけな
いので、時間が掛かる 

PCがあるところまで移動 
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株式会社クロスパワー 

①写真を撮る ②すぐにアップロード&メールでの通知もＯＫ！ 

おまかせファイルサーバーを利用すれば 

スマートフォンやタブレットを利用して、
その場でアップロード 

PCを利用しなくて

も簡単にデータの
やり取りが可能に 

画像データでの利用事例 

アップロードした画像は 
サムネイル表示も可能 
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株式会社クロスパワー 

メールに添付できない様な大きなデータファイル 

無料ストレージだと、誰が何のデータ
をやり取りしているか分からないし、 
一回一回、メディアに焼いてバイク便
を利用するのは面倒くさい 

大きなファイルのやり取り事例 

無料のストレージサービスを各々が利用していてどの様な
ファイルがやり取りされているか分からない 

ケース① 

ケース② 
お願いします。 

CD-ROM等の物理メディアに焼いてバイク便などを利用する 
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株式会社クロスパワー 大きなファイルのやり取り事例 
おまかせファイルサーバーを利用すれば 

社内ユーザA 

海外拠点など 
の社内ユーザB 

IDを持つ外部ユーザC 

IDを持たないユーザD 

https://xxx.xxxx.sie9128ekj1837jDI93・・・ 

https://xxx.xxxx.sLOsooxiuskfdiw89F・・・ 

グループフォルダB 

グループフォルダA 

Web公開 

受取りフォルダ 

ユーザフォルダ 

・グループフォルダ機能でIDを持つ社内外のユーザとデー
タのやり取りが可能 
・IDを持たないユーザとでも 
[Web公開][受取りフォルダ]でﾊﾟｽﾜｰﾄﾞなどの制限を掛けた
状態でデータのやり取りが可能 
・1ファイル5GB以上でもアップロード・ダウンロード可能 
・ログインやファイル操作ログ等を参照可能 

https://xxx.xxxx.sie9128ekj1837jdi93/
https://xxx.xxxx.slosooxiuskfdiwe89f/
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株式会社クロスパワー 

メールに添付できない様な大きなデータファイル 

数GBの大きなファイルでも手軽にや

り取りできて、どのファイルがどの様
な操作されたかもログから簡単に追
跡可能になった 

大きなファイルのやり取り事例 

社内ユーザA 

IDを持たないユーザD 

https://xxx.xxxx.sie9128ekj1837jDI93・・・ 

https://xxx.xxxx.sLOsooxiuskfdiw89F・・・ 

グループフォルダB 

グループフォルダA 

Web公開 

受取りフォルダ 

ユーザフォルダ 

海外拠点など 
の社内ユーザB 

IDを持つ外部ユーザC 

https://xxx.xxxx.sie9128ekj1837jdi93/
https://xxx.xxxx.slosooxiuskfdiwe89f/
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株式会社クロスパワー 簡単なサービス紹介 

オンラインPCバックアップサービス 

主な機能 

・マルチOS対応(Mac,Windows,Linux) 
・一度設定すれば後は自動でバックアップ、バックアップの取り忘れもなくなります 
・バックアップデータは重複排除＋圧縮されるのでスピーディにバックアップが可能 
・バックアップデータは暗号化(448bit Blowfishアルゴリズム）されて保存されます 
・バックアップデータはファイルは世代管理され、任意のときのファイルをリストア可能 
・リモートで端末からデータのリストアが可能 
・バックアップ先をインターネット上のバックアップサーバだけでなく、ローカルディスクにも
バックアップが可能 

etc… 
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マルチプラットフォームでバックアップもリストアも簡単にできる！ 
どのプラットフォームでも操作は同じ！ 

バックアップしたいフォルダ・ファイルにチェッ
クを入れるだけ！ 
一度設定すれば、後は自動でバックアップし
ます 

ファイルをリストアするときもチェックをして、
リストアしたいバージョンのファイルを選択す
るだけ！ 
モバイルやタブレット端末にもリストアできま
す。 

バックアップ設定画面 リストア設定画面 

データセーフタイムラインの操作性 株式会社クロスパワー 



データは全て自動で暗号・圧縮されてSSL通信でサーバに保存されます。 
例えデータが流出・盗聴されてもデータを復元することは困難になります。 

データは全て自動で、圧縮・
暗号化されてサーバへ送信
されます。 
その為、データを確認するこ
とができません 
 

にゃる
ほど！ 

バックアップ対象データ 
をブロック単位で分析 

分析したバックアップ対
象データを圧縮・暗号
化 

暗号化したデータを 
SSL通信で送信 

サーバに暗号化した
データが保存される 

データセーフタイムラインセキュリティ 株式会社クロスパワー 
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データは全て自動で、圧縮・
暗号化されてサーバへ送信
されます。 
だから安心安全です。 

にゃる
ほど！ 

ブロック単位で分析、
赤文字の部分が変更
箇所 

変更箇所を圧縮・暗号
かします 

暗号化したデータを 
SSL通信で送信 

サーバに暗号化した
データが保存される 

バックアップ対象ファイルに変更があった場合でも、ブロック単位の変更分
のみをバックアップします。フルバックアップに比べて効率的でディスク容量
の消費も少なくなります！ 

効率的なバックアップの仕組み 株式会社クロスパワー 
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株式会社クロスパワー 

データセーフタイムライン利用した 
バックアップとバックアップデータ活用 
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株式会社クロスパワー データセーフタイムライン利用事例 

データセーフタイムラインでのバックアップ 

ファイルサーバーにデー
タは置いてあるけど、最
新ファイルはPCにしかな
かったのに・・・ 

今すぐリストアしたいの
に、管理者じゃないと
データをリストアできない 

あ、最新のファイルは会
社のPCのなかだ！ 

・自動でバックアップされる
ので、ファイルサーバーに
アップロードしてなくてもす
ぐにリストアすることが出
来ます。 

・データのリストアはユー
ザ様が行えるので、リスト
アしたいときに直ぐにデー
タを戻せます。 

・外出先からでもバックアップ
データはタブレット端末や他の
PCから参照することも可能です。 
(クラウドに保存時) 
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株式会社クロスパワー データセーフタイムライン利用事例 

データセーフタイムラインでのバックアップ 
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株式会社クロスパワー テレワークの推進に 

在宅勤務 

会社 

パートナー会社 

外出先 

おまかせファイルサーバーとデータセーフタイムラインを利用することで、何処からでも
安全にファイルのやり取りをすることが可能になります。 
自宅で作成したファイルを本社やパートナー会社と共有したり、常にバックアップデー
タを取得することで、ファイルの操作ミスや不意の事故でも簡単にデータをリストアす
ることができます。 
また、VPNと組み合わせることでより強固なセキュリティでテレワークやモバイルワーク
を利用することが可能です。 
 
 
 
 
 
 
 



□会 社 名      株式会社クロスパワー（英文 Cross Power CO.，LTD.） 
□問合せ先    クロスパワークラウドサポートセンター 
□メールアドレス  info@omile.jp        
□URL                    http://www.x-power.co.jp （コーポレートサイト） 
                        http://omile.jp （XP.CLOUDサービスサイト） 
                        
 
□XP.CLOUDサービス               
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株式会社クロスパワー 

おまかせファイルサーバー 

データセーフタイムライン 
おまかせサーババックアップ 

問合せ先 
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株式会社クロスパワー 

ご清聴いただきましてありがとうございました 
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