アルファメール／アルファメール２

仕様比較表（メール）

※各機能の操作方法、注意・制限事項は、会員サイトのご利用の手引きやよくあるご質問をご確認ください。
機能

機能解説

◯標準提供 △オプション提供 ×利用不可

アルファメール

アルファメール2

2,800円

2,800円

月額（初期費用）

※全メニュー初期費用5,000円がかかります。
※アルファメールからアルファメール２への移行は、初期費用などの料金は
かかりません。

基本ディスク容量

基本料金でご利用できるメールディスク容量です。

30GB

100GB

基本メールアカウント数

基本料金で作成できるメールアドレスの数です。

10個

10個

データセンター

お客様のデータをお預かりしているセンターです。

米国

米国

設置場所

ドメイン管理

お客様ドメインの取得・更新作業を行います。

会員サイト

ログイン、ご利用の手引き、サービスの最新情報などを掲載しています。

1アカウントあたりの最大メールボックス容量・通数

1アカウントあたりの最大メールボックス容量・最大通数です。

1通あたりの最大メールサイズ

1通あたりの最大送受信メールサイズです。

1通あたりの最大宛先数

1通あたりの最大宛先（CC・BCC含む）数です。

〇（基本月額に含む）

〇（基本月額に含む）

www.alpha-mail.jp

www.alpha-mail.jp

制限なし

制限なし

20MB

20MB

100件（メールソフト／Webメール共通）
※サーバ状況により100件以下となる場合あり

100件（メールソフト／Webメール共通）
※サーバ状況により100件以下となる場合あり

SMTP／POP／IMAP

SMTP／POP／IMAP

独自開発

独自開発

×

×

iモード／EZweb／Yahoo!ケータイ
iOS 10／11／12, Android4.4／5.x／6.x

×

利用者機能
メールソフトにSMTP・POPを設定できます。IMAPはサーバ上にメールを残
したまま必要なメールだけを閲覧でき、スマートフォンに最適です。

SMTP／POP／IMAP
採用製品
共有（社員）アドレス帳
Webメール

対応携帯電話端末
対応スマートフォン

Webブラウザ上でメールを送受信する機能です。社外でも本格的にメール
の利用ができます。

※2（スマートフォン専用画面を利用可）

複数メールの一括転送操作

メール転送

自動返信

転送先
条件指定
添付削除
設定数
条件指定

条件を指定して必要なメールだけを転送する機能です。

×

◯

◯

1アカウントごとに10件
件名／送信者（5件まで）／宛先／期間／曜日

1アカウントごとに10件
件名／送信者（5件のみ）／宛先／期間／曜日／時間帯

◯

◯

1アカウントごとに1件

1アカウントごとに1件

期間／曜日
1アカウントごとに100件

期間／曜日／時間帯
1アカウントごとに100件

送信者・件名・言語（日・英・韓・中・露）

送信者・件名・言語（日・英・韓・中・露・アラビア語）

隔離された迷惑メールの一覧を利用者へ通知し、誤って隔離されたメール
がないか確認できます。

◯
通知元のメールアドレス
spamfilter@alpha-lt.netもしくはspamfilter@alpha-mail.net

◯
通知元のメールアドレス
spamfilter@alpha-mail.jp

受信したメールを自動的に指定したIMAP用のフォルダや迷惑メールボック
スに振り分ける機能です。

×

〇

1アカウントごとに100件

1アカウントごとに100件

送信者・件名・言語

送信者・件名・言語

◯（ClamAV）
△オプション10個／2,000円（トレンドマイクロ）

◯（ClamAV）
△オプション10個／2,000円（トレンドマイクロ）

◯（SpamAssassin）
△ オプション10個／1,000円（シマンテック）

◯（SpamAssassin）
△ オプション10個／1,000円（シマンテック）

×

SMTP／POP ／IMAP over SSLに対応

〇（一部のお客様を除いて設定必須）

〇（設定必須）

◯

◯

一括設定処理：即時

一括設定処理：即時

100件 ※各利用者のフィルタに共通適用

100件 ※各利用者のフィルタに共通適用

件名／送信者／言語

件名／送信者／言語

100件

100件

件名／送信者

件名／送信者

あらかじめ用意しておいた定型文を自動で返信する機能です。

設定数
条件指定

指定された条件に合致したメールをサーバで隔離する機能です。

迷惑メールフィルタ
一覧通知

メールの仕分け
受信許可リスト

×
Webブラウザを使って利用者がメール転送などのメール機能を直接設定で
きます。

利用者設定ページ

設定数
条件指定

×

指定された条件のメールを、迷惑メール検知や迷惑メールフィルタから回避
させる機能です。

メールウイルスチェック

送受信メールのウイルスチェックをサーバで行う機能です。

迷惑メール検知

迷惑メール情報をもとに、迷惑メールを自動で検知する機能です。

メール経路暗号化

お客様のPCとメールサーバの通信経路を暗号化します。

SMTP認証/サブミッションポート対応

メール送信時に認証を行い、なりすまし送信を防止します。587番ポート
からの送信も可能です。

管理者機能
管理者設定ページ

Webブラウザを使ってアカウント登録や各種設定できます。

アカウント管理

アカウントの登録・削除・パスワード変更を行う機能です。一括設定も可能
です。
設定数

管理者迷惑メールフィルタ
条件指定
設定数
管理者受信許可リスト
条件指定

管理者がすべてのアカウントに有効な迷惑メールフィルタを設定する機能で
す。※「迷惑メールフィルタ」参照

管理者がすべてのアカウントに有効な受信許可リストを設定する機能で
す。※「受信許可リスト」参照

DNSレコード設定

DNSレコードの登録・編集が行えます。（MXレコードの変更は不可）

◯

◯

SPF設定

SPFレコードの設定を行なうことができます。標準のメールサーバ以外のIP
アドレスを登録することができます。

×

×

オプション
メールアカウント追加

メールアカウントの追加ができます。

△ 10個／1,000円

△ 10個／1,000円

メーリングリスト

登録メンバーに一括送信する機能です。返信した場合はメンバー全員に
返信されるようにも設定できます。

△ 5個／1,000円
登録メンバー数50
アドレス：xxx＠ドメイン名

△ 5個／1,000円
登録メンバー数50
アドレス：xxx＠ドメイン名

送信メール保管

送信メールの保管や検索ができます。

△ 1,000円（送信のみ）
（90日もしくは容量10GBまで保管可能）

△ 1,000円（送信のみ）
（90日もしくは容量10GBまで保管可能）

日経テレコン21

インターネット上で新聞記事や企業情報を入手できる「日経テレコン21」を
利用できます。

△ 1 ID／1,000円

△ 1 ID／1,000円

※1 大量の宛先に対する送信により、サーバが過負荷となった場合は、送信停止などの措置を取らせていただく可能性があります。
※2 製品版Active!mailと比較した場合、スケジューラなど一部利用できない機能があります。
※3 スマートフォン、モバイル端末によって、一部制限事項が発生する場合があります。
※4 アカウントごとに設定が可能です。
※上記は概要のみを記載しております。詳細はこちらをご確認ください。 https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/hosting/alphamail2/
※記載内容は2021年10月現在のものです。
※記載内容は予告なく変更する場合があります。
※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
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アルファメール／アルファメール２

※各機能の操作方法、注意・制限事項は、会員サイトのご利用の手引きやよくあるご質問をご確認ください。

仕様比較表（Web）

◯標準提供 △オプション提供 ×利用不可

機能解説

アルファメール

アルファメール2

月額（初期費用）

※全メニュー初期費用5,000円がかかります。
※アルファメールからアルファメール２への移行は、初期費用などの料金は
かかりません。

2,800円

2,800円

基本ディスク容量

基本料金でご利用できるWebディスク容量です。
（プレミアのみメール+Webの合計）

10GB

基本Webディスク 50GB
ホームページ簡易作成 50GB

標準

標準

米国

米国

機能

Webサーバ
データセンター

設置場所

ホームページを公開する領域や下記の各種ホームページ関連機能をご
利用いただけます。
お客様のデータをお預かりしているセンターです。

ドメイン管理

お客様ドメインの取得・更新作業を行います。

〇

〇

会員サイト

ログイン、ご利用の手引き、サービスの最新情報などを掲載しています。

www.alpha-mail.jp

www.alpha-mail.jp

ホームページ作成ツール(CMS)

専門的な知識がなくても、デザインテンプレートやページ編集機能を使
い、ブログ感覚でホームページが作成できます。

◯
デザインテンプレート24種類、4ページ

◯
デザイン60種類以上、レスポンシブ対応

ホームページ自動更新

あらかじめ用意しておりたホームページのコンテンツを、指定した日付と時
間に更新する機能です。

◯

×

掲示板

お客様のホームページに掲示板を設置します。

◯

×

新着管理

お客様のホームページに新着情報を設置します。

◯

×

問合わせフォーム設定

ホームページに問合せフォームを設置する機能です。

◯

×

アクセス制限

特定のページにID・パスワードを設定してアクセスを制限する機能です。

◯
ユーザー数500件、フォルダ数100件

◯（通常Webのみ）
ユーザー数500件、フォルダ数100件

エラーページ設定

ホームページのエラーページを任意のページに変更する機能です。

◯

◯（通常Webのみ）
公開中のWebサーバの情報のみ閲覧可

携帯URL振分け

ホームページにアクセスしてきたモバイル端末を自動判別し、指定のペー
ジに振り分ける機能です。

◯

×

アクセスカウンタ

公開しているホームページ上にアクセスカウンタを設置する機能です。デザ
インやサイズを指定できます。

◯

×

Web管理者設定

Webサーバの管理権限を持つアカウントを設定できます。

×

×

FTPユーザ設定

FTPでアクセスできるアカウントを設定する機能です。アクセスできるフォル
ダをアカウントごとに制限できます。

×

×

ファイルマネージャ

ブラウザを使ってファイルのアップロードやフォルダの作成などができる機能
です。

×

×

アクセス解析

お客様のホームページのアクセス状況をレポートする機能です。
項目ごとに分析されたレポートを直感的なグラフで詳しく確認でき、マーケ
ティングデータとして活用できます。

△
（アクセス統計）

△
（アクセス統計）

◯ （当月+前月）
エラーログは当日・前日のみ

◯ （当月+前月）
エラーログは当日・前日のみ

×

×

5.8.8／5.3.2

5.24.0／7.2.6

1.8.5／2.4.3

2.0.0／3.4.8

×

×

◯／6.2.8／◯／2.0.34

◯／6.7.8.9／◯／2.2.5

MySQLのみ対応（5.1.47）
データベース3個

MariaDBのみ対応（10.0）
データベース3個

×

×

×

×

◯

◯

◯
サブドメイン50個

◯
サブドメイン50個

◯
https://sec.alpha-mail.jp/お客様ドメイン名/ファイル名

◯
https://［サブドメイン］.secure-web.jp/(ファイル名)
サブドメインはお客様ドメイン名のピリオド（.）をハイフン（-）に置き換えたもの

管理者機能

Webサーバログ／エラーログ
FTPログ
スクリプト言語

Perl／PHP
Ruby／Python

cron設定

アクセスログやエラーログをダウンロードする機能です。当月と前月のログを
ダウンロードできます。
FTPのアクセスログの前月と当月分をダウンロードする機能です。当月と
前月のログをダウンロードできます。
スクリプト言語を使って自由にホームページ作成ができます。
お客様が用意されたスクリプトを指定した時間に実行する機能です。

.htaccess／ImageMagick／ mod_rewrite／GD 各種モジュール・ライブラリを利用できます。
MySQL／MariaDB
データベース

PostgreSQL

さまざまなデータベース・管理ツールを利用できます。※2

SQLite
SSI
Webマルチドメイン設定／サブドメイン割り当て

HTML文章内に記述されたコメントに対し、コマンドの実行結果を置き換
える機能です。※execは利用不可
外部のドメイン、またはサブドメインをWebサーバに設定できます。特定の
ディレクトリにドメイン名を割り当てることにより、標品やサービスなどの複数
のサイトを一元管理できます。

共有SSL

SSLサーバ証明書を必要とせずに暗号化する機能です。

独自SSL

お客様が取得されたSSLサーバ証明書を利用する機能です。URLは
https://www.お客様ドメイン名

×

◯

FTP接続元制限

IPアドレスで外部からのFTP接続を制限できます。制限の対象とする
FTPアカウントを選択することもできます。
※海外IPアドレスからのFTP接続を制限することも可能です。

◯

◯（通常Webのみ）

ブログやECサイトの作成ツールに対応しています。右記のバージョンで動
作確認をしています。※1

MovableType 6.0
WordPress 4.2.4
phpMyAdmin 4.0.5
NetCommons 2.3.1.0
※ネットショップオーナー／ダヴィンチカート は非対応

MovableType 7.0.1
WordPress 5.8.1
phpMyAdmin 4.8.1
※NetCommons／ネットショップオーナー／
ダヴィンチカートは非対応

Web改ざん検知

ホームページを改ざんを検知し、安全なページへ自動へ切り替えます。

△ 3,000円

△ 3,000円

ディスク容量追加

ディスク容量の追加ができます。

×
（サーバタイプ「1」のお客様のみ100MB/1,000円）

△ 10GB／1,000円(通常Webのみ)

ブログ・ECツール

オプション

関連サービス
EV SSLサーバ証明書（SureServer）

ブラウザのアドレスバーが緑になる信頼性の高い EV SSL証明書
「SureServer」を月額料金で利用できます。

×

◯

SSLサーバ証明書（SureServer）

暗号化と企業証明を行うスタンダードな証明書です。
信頼性の高いサイバートラスト社のSSLサーバ証明書「SureServer」を
月額料金で利用できます。

×

◯

※1 各種ツールはお客様でご用意頂く必要があります。
※上記は概要のみを記載しております。詳細はこちらをご確認ください。http://www.alpha-web.jp/hosting/
※掲載されている内容は、2021年10月現在のものです。これらの内容は予告なく変更することがあります。
※会社名・製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。
※表示価格に消費税は含まれておりません。
※アルファメールのWebサーバーの仕様はサーバタイプ「３」のものとなります。

株式会社大塚商会

2

