
AvePoint は、Microsoft 365 365 ソリューションの移行・導入サービスと
補完製品を、デジタル トランスフォーメーションの実現を目指すお客様の  
ニーズにあわせて全方向的に提供するソリューション ベンダーです。

デジタル トランスフォーメーションの全過程をサポート

Microsoft 365 向け
総合的データ管理ソリューション

AvePoint について

2001 年の創業以来、AvePoint は全世界 17,000 組織・700 万以上のユーザーに 対
し、Microsoft Teams をはじめとする Microsoft 365 プラットフォーム、およ
び SharePoint データの移行・管理・保護を提供しています。本社を米国・ニュー        
ジャージー州に置き、世界 6 大陸にわたって約 1,600 人の従業員を擁します。日本で
は東京・港区を拠点に、2008 年からビジネスを展開しています。

AvePoint の
ソリューション・製品は、

クラウド導入検討から導入・
利活用促進・運用管理から

データ保護まで、
Microsoft 365 を活用する

上で企業・組織が直面する
様々な課題を解決します。

移行

運用管理

データ保護



AvePoint のクラウド 
ソリューション

Microsoft クラウド環境 へのスピーディーで安全・
安心な移行から、各種ツールの適切な導入と利活用、
移行後の効率性・生産性アップやコラボレーション
の 強化まで、Microsoft 365 のすべてをカバーし
ます。

業界初にして唯一、100% Microsoft Azure から提
供されている AvePoint の SaaS ソリューション 
は、 中小企業からグローバル規模の大企業、
ー 官公庁・公共団体に至るまで、世界 700 万ユー
ザーの Microsoft 365 データを管理しています。

AvePoint クラウドのセキュリティ体制
• ISO 27001:2013 Standard 取得

• Cloud Security Alliance メンバー

• AICPA SOC2 データ センター

AvePoint + Microsoft 
2001 年から続くパートナーシップ

AvePoint は、IT 部門の生産性向上・ガバナン
スおよびコンプライアンスの遵守、Microsoft
365 環境へのスムーズな移行から利活用促進
までをサポートする、クラウド / ハイブリッ
ド クラウド向け総合ソリューションを展開し
ています。

2017 Microsoft Partner of the Year: 
公共部門: Microsoft CityNext 部門

2016 Microsoft Partner of the Year: 
テクノロジーと社会貢献 部門

2015 Microsoft Partner of the Year: 
コラボレーション & コンテンツ 部門

2014 Microsoft Partner of the Year: 
公共部門: 国家安全保障 部門

創業以来 Microsoft テクノロジーに特化

Gold Azure Dual Credit Program

公共部門 Dynamics CRM GTM パートナー

AvePoint のハイブリッド 
ソリューション

ハイブリッド クラウド環境・完全オンプレ
ミス環境の両方に対応した、適切な導入計画
と利活用シナリオの策定、そして移行後の
運用管理・データ保護までを包括的に
カバーします。

チームのポリシー設定 •

 ルールに基づいた自動プロビジョニング •

Multi-Geo 対応 •

https://www.avepoint.com/products/cloud/
https://www.avepoint.com/products/hybrid/


Microsoft 365 環境移行・運用管理・ 
データ保護を可能にする AvePoint のサービス 

Cloud Records   
(クラウド レコーズ)

Microsoft 365 で、物理記録と電子記録
の管理をスムーズに実行します。

Cloud Insights
(クラウド インサイト)

PowerBI を援用し、ユーザー アクティ
ビティ傾向や、コンテンツ・サイトの使
用傾向を見える化します。

Cloud Backup  
(クラウド バックアップ)

Microsoft Teams、Exchange 
Online、SharePoint Online な
ど、Microsoft 365 インスタンスを                             
バックアップ・最小単位リストア      
します。

Clould Management
(クラウド マネジメント)

SharePoint Online などの Microsoft 
365 インスタンスに対する運用管理ア
ク ションを実行します。

Cloud Index 
(クラウド インデックス)

ファイル サーバー のコンテンツを
SharePoint Online から直接アクセス
可能にします。

Cloud Governance 
(クラウド ガバナンス)

SharePoint Online をビジネス サー
ビスとして自動化し、IT 部門の負担
軽減とスムーズなサービス提供を実現
します。

移行ツール
(FLY・DOCAVE 移行) 
スピード・効率性・データ セキュリ
ティを最適化した状態で、最新版
SharePoint/Microsoft 365 への移行を
スムーズに実行します。

• 複数のクラウド環境から単一の Microsoft
365 環境 へ、データをスムーズ・スピー
ディーに移行

• LiveLink・Notes 等の多様な移行元環境
に対応

*

日本語対応予定*

コンテンツ マネジメント

全体管理

プロビジョニング

ライフサイクル管理

チーム作成申請・承認ワークフロー •

ゲストアクセスON/OFF 自動コントロール •         

• 組織変更・人事異動に伴う、サイト構成変更

• 新組織に合わせた権限の一括変更

チーム有効期間／アラート・延長申請 •

未更新チームの自動検出と自動アラート •

• サイト設定内容のルール化、確認、一括変更
• チーム管理者・容量・ポリシーのレポート確認

チームのポリシー設定 •

ルールに基づいた自動プロビジョニング •

Multi-Geo 対応 •

• レコード管理による文書管理
• ADセキュリティグループ と

Microsoft 365 グループのメンバー同期
• 退職者・出向者の OneDrive データ移管

定期的なアクセス権限確認・変更のアラート •

クオータ容量設定／アラート・拡張申請・アーカイブ •

• アクセスログの長期保管、不正アクティビティ検出

• データのバックアップとリストア

• テナント間データ連携・移行

Teams SharePoint OneDrive

https://www.avepoint.com/products/cloud/records
https://www.avepoint.com/products/cloud/management
https://www.avepoint.com/products/cloud/fly
https://www.avepoint.com/products/cloud/office-365-governance
https://www.avepoint.com/products/cloud/backup
https://www.avepoint.com/products/hybrid/office-365-migration/
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