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澤 将志 Masashi Sawa

HENNGE株式会社 / カスタマーサクセス部
エンゲージメントリードセクション

前職で某IT企業の情シスを7年間経験後、2017年にHENNGE
に⼊社。2年間HENNGE Oneの導⼊⽀援担当を経て、その後、
運⽤中のお客様に対して、HENNGE Oneの利活⽤や導⼊効果
⽀援など、お客様の課題解決の⽀援を担当。現在は当セクシ
ョンの統括を務める。

⾃⼰紹介
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会社名 HENNGE株式会社（HENNGE K.K.）
役員 代表取締役社⻑兼CTO    ⼩椋 ⼀宏

代表取締役副社⻑ 宮本 和明
取締役副社⻑ 永留 義⼰
取締役副社⻑ 天野 治夫

設⽴ 1996年11⽉5⽇
所在地 本社 ︓東京都渋⾕区南平台町16番28号 Daiwa渋⾕スクエア

⼤阪オフィス ︓⼤阪府⼤阪市北区⼤深町1-1 WeWork LINKS UMEDA 8F
名古屋オフィス︓愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21F
福岡オフィス ︓福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル3F

海外⼦会社 台灣惠頂益股份有限公司(HENNGE Taiwan, Inc.)
事業内容 HENNGE One の開発、販売、サポート
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会社紹介



• 接続状況により、⾳声や映像が途切れてしまう可能性がございます。
あらかじめご了承ください。

• セミナー終了後、アンケートのご記⼊をよろしくお願いいたします。
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セミナー開催にあたってのご協⼒のお願い



本⽇は沢⼭の⽅にご参加頂いているため、オンライン質疑応答ツール（Slido）を
利⽤します。以下⼿順を元に、アクセスをお願いします。
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質疑応答について（1/2）

1. Webブラウザで <https://app.sli.do/ >へアクセスします。

2. イベントコード 「273752」 を⼊⼒します。

上記QRコードからアクセスする場合は
イベントコード⼊⼒不要です。

イベントコードを入力し
をクリックします。

https://app.sli.do/


ご質問事項がありましたら、以下より投稿をお願いします。
すでに質問したい内容の投稿ががある場合は、 をクリック
してください。
セミナーの最後に、 が多い順に質問に回答いたします。

6

質疑応答について（2/2）

質問事項を入力し
をクリック



アジェンダ
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機能概要のご紹介（デモあり）

ご利⽤開始までの流れ

質疑応答



はじめに
HENNGE Secure Download が利⽤可能なプラン
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HENNGE Secure Download が利⽤可能なプラン

詳細︓「新プランに追加される機能について」
https://support.hdeone.com/hc/ja/articles/4405069338009

新ライセンス体系 ~ 単体ライセンス体系⽐較 メール関連機能 ~
旧ライセンス体系

“メッセージングセキュリティ”
新ライセンス体系

“E-Mail Security Edition”
HENNGE 

Email DLP
HENNGE 

Secure Transfer
HENNGE 

Email Archive HENNGE DLP HENNGE
ARC

HENNGE 
Cloud Protection

250 円/⽉ 100 円/⽉ 300 円/⽉ 300 円/⽉ 300 円/⽉ 200 円/⽉

200 ID~ 200 ID~ 200 ID~ 200 ID~ 200 ID~ 200 ID~

HENNGE 
Email DLP

送信メール⼀時保留 ● ●
添付ファイルZIP暗号化 ● ●
グループ内メール監査（チームメール） ● ●
上⻑承認 ● ●
監査フィルタリング ● ●
DKIM付与 ● ●
フィルタリング履歴ダウンロード ● ●
送信グループ同期 ● ●
外部宛てメールアドレス強制変換 ー ●
Secure Download ー ●

HENNGE 
Secure Transfer

⼤容量ファイル転送機能 ● ●
オプション オプション送受信容量 / 回 最⼤2GB 最⼤2GB

送受信回数 無制限 無制限

HENNGE 
Email Archive

メールデータ保管 ● ●
添付ファイル内キーワード検索 ● ●
第三者への閲覧権限付与 ● ●
データ保管期間 永年 10年間

Email Archive Add Real 1year (メール保管期間１年追加) オプション オプション

HENNGE 
Cloud Protection

添付ファイルの⾼度な保護（サンドボックス） － － － － － ●
カレンダー・連絡先・タスク内のURLスキャン － － － － － ●
侵害されたアカウント管理機能 － － － － － ●
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HENNGE Secure Download が利⽤可能なプラン

新プラン及び新機能の詳細に関しましては、
HENNGE One ヘルプセンターへ掲載いたしております。

内容の詳細につきましては
ヘルプセンターをご覧くださいませ。

[新プランに追加される機能について]
https://support.hdeone.com/hc/ja/articles/4405069338009

https://support.hdeone.com/hc/ja/articles/4405069338009


機能概要のご紹介
HENNGE Secure Download ができること



デジタル改⾰担当相による
脱PPAP宣⾔

利便性(ユーザビリティ)
ユーザーは意識することなくファイルをメールに添付するのみ
⼿動ZIP暗号運⽤からの脱却により⼯数削減が可能
ファイルを受け取る側も事前準備やインストールは不要

セキュリティ
URL / パスコード が合致しない限り、
ファイルのダウンロードはできないため安⼼︕

HENNGE Secure Download サービス開始︕

*PPAP:Password付きZIPファイルを送信、Passwordを送信、An号化（暗号化）Protocol（プロトコル）

・通信経路の盗聴防⽌
・機密情報漏洩防⽌
・⾃社内及び取引先とのセキュリティ遵守の取り決め事項
・・・など

とは⾔え、PPAP運⽤を始めた理由は…

HENNGEの脱PPAP*対策
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※正式リリース︓2021年10⽉1⽇(⾦)〜

※尚、新プランに関する内容については10⽉1⽇以降にお問い合わせをお願いいたします。



Q. みなさんの会社の脱PPAPの検討状況はいかがでしょうか︖︖

ここで皆さんに質問です。
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「脱パスワード付きZIPファイル送信(PPAP)対策ソリューション」

HENNGE Email DLP-Secure Download機能を使⽤したファイルのアップロード

HENNGE Email 
DLP利⽤ユーザー

①ユーザーが添付ファイル付きの
メールを送信します

②メールと添付ファイルを⾃動分割

■メールの添付ファイル

■メール本⽂
■ファイルダウンロード
URL記載のPDF

URL
お客様

③HENNGE Email DLPは元の
電⼦メールと、ダウンロードリンク
情報が含まれたPDFを送信します

URL

Secure Download  詳細機能︓アップロード

Email DLP
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「脱パスワード付きZIPファイル送信(PPAP)対策ソリューション」

HENNGE Email DLP-Secure Download機能を使⽤したファイルのダウンロード

Secure Download  詳細機能︓ダウンロード

①受信者がＰＤＦの
ダウンロードリンクをクリックします

②受信者は⾃分のメールアドレスを確
認してPINコードを受け取ります

③受信者が確認ページにPINコードを
⼊⼒します(または受信者がメール内の
確認リンクをクリックします)

PINコード

④確認後、受信者はHENNGE 
Secure Transferからファイルをダウ
ンロードできます



16

デモ動画
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注意事項

プロキシや URL フィルタリングの制限を⾏っている場合、以下のアクセス許可をお願いいたします。
https://download.transfer.hennge.com
HENNGE Secure Browser での閲覧はサポートしていません。
⼀度メールアドレス認証に成功すると、14 ⽇間は再認証を求められません。

本機能は、同⼀テナントから送信された URL に対して有効となります。
メールアドレス認証は、元のメールの宛先でのみ可能です。
そのため、グループアドレスへの送信時にはご注意ください。

本機能のご利⽤に際し、HENNGE Email DLP のルールの変更作業が必要になります。
Secure Download では、アップロード時にファイルのウィルスチェックは⾏いません。
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制限事項

⼀度に添付できるファイルは 20 ファイルです。
21 ファイル以上を添付した場合は送信できません。
ファイルサイズは、メール本⽂を含め 25MB までに対応します。



ご利⽤開始までの流れ
参加者のみなさまへ特別なお知らせ



導⼊前 フィルター講習会を開催いたします
└ HENNGE Email DLP のフィルター講習会

2021 年 9 ⽉ 15 ⽇（⽔）14:00-15:00

現在の⾃動ZIP暗号化の設定から、どのように脱PPAP⽤の設定へ移
⾏していくか、ユースケース毎に解説いたします。

●申し込み⽅法

└ 本⽇のアンケートにて、フィルター講習会へ参加希望の
旨、ご回答をお願いいたします。

※今すぐ本機能お試ししたい⽅は、まず上記フィルター講習
会へご参加ください。
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参加者のみなさまへ特別なお知らせ

本⽇のセミナー
ご参加者先⾏
ご案内
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ご利用開始までの流れ

本番
リリース

本番環境有効化 本番用設定

申込→規約ご同意後本機能
を有効化します。

※本番環境での新機能利
⽤については新プランへの移
⾏が前提となります。

全社展開用の設定
を実施します。

また、必要に応じ、

ご要件の見直しを
行います。

2021年10月1日(金)
にHENNGE One各
新機能をリリース
いたします。

フィルター
講習会

本日ご参加いただ

いた方向けに新機
能のフィルターを

どう設定するか講
習会にて案内いた
します。

2021/08/27

アンケート

本セミナー後に新

機能に関するアン
ケートを実施いた
します。

2021/09/15 2021/10/01 2021/10/01～

※尚、新プランに関する内容については10⽉1⽇以降にお問い合わせをお願いいたします。

HENNGE
に

お問い合
わせ



質疑応答



本⽇は沢⼭の⽅にご参加頂いているため、オンライン質疑応答ツール（Slido）を
利⽤します。以下⼿順を元に、アクセスをお願いします。
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質疑応答について（1/2）

1. Webブラウザで <https://app.sli.do/ >へアクセスします。

2. イベントコード 「273752」 を⼊⼒します。

上記QRコードからアクセスする場合は
イベントコード⼊⼒不要です。

イベントコードを入力し
をクリックします。

https://app.sli.do/


ご質問事項がありましたら、以下より投稿をお願いします。
すでに質問したい内容の投稿がある場合は、 をクリックしてください。
セミナーの最後に、 が多い順に質問に回答いたします。
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質疑応答について（2/2）

質問事項を入力し
をクリック
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質疑応答

【FAQ例】
Q1︓受信者はいつまでダウンロード⽤ URL からダウンロードできますか︖
A1︓HENNGE Email DLP から送信されてから 31 ⽇間ダウンロード可能です。
Q2︓受信者は何回までダウンロード⽤ URL からダウンロードできますか︖
A2︓1 つの URL について、100 回までダウンロード可能です。
Q3︓送信したファイルやダウンロード履歴はどのように確認できますか︖
A3︓HENNGE Email DLP のユーザ画⾯で確認可能です。
Q4︓送信後にダウンロード⽤ URL を無効にできますか︖
A4︓HENNGE Email DLP のユーザ画⾯から無効にできます。

なお、複数宛先に送信したダウンロード⽤ URL を無効にする場合、
⼀部の宛先のみを無効にすることはできず、すべての宛先に対して無効になります。

※尚、新プランに関する内容については10⽉1⽇以降にお問い合わせをお願いいたします。

本⽇の内容に関して気になるところやご不明点など
ございましたら、Slidoへご投稿をお願いいたします。



補⾜
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補⾜︓Secure DownloadとSecure Transferとの違い
FU
N
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③メールで送受信できない⼤容量のファイルのやり取りを⾏う場合
「容量制限を超えるファイルを 送る/受取る際にHENNGE Secure Transferを利⽤する」
というように、運⽤いただくことで ①、②と合わせていかなる場合でも
最適な⽅法でセキュアにファイルのやり取りが可能です。

メールセキュリティ（誤送信）対策のための
HENNGE Secure Download

⼤容量ファイル転送のための
HENNGE Secure Transfer

● 添付ファイルを⾃動でダウンロードURL化して送信が可能。
● To/Ccに⼊っている⼈のみダウンロードが可能。
● 相⼿がダウンロードした際にメール通知なし*
* ユーザーコンソールよりダウンロード状況の確認は可能。

● ダウンロード回数上限やダウンロード可能期間は設定変更不可
** ダウンロード回数上限は100回、ダウンロード可能期間は31⽇。

● 添付ファイルの上限は20ファイル、25MB***まで
*** メールデータ含めて25MBまで。

● ダウンロードURLは別途メールにコピペが必要。
● URLとパスワードを知っていれば、誰でもダウンロードが可能。
● 相⼿がダウンロードした際にメール通知あり
● ダウンロード回数上限やダウンロード可能期間は設定変更可能*
* ダウンロード回数上限は1-500回、ダウンロード可能期間は1-45⽇で設定変更可能。

● 添付ファイルの上限は5ファイル、2GBまで

①特定の取引先様 (メール宛先) が URL フィルタを実施されている場合
「特定の宛先（メールアドレス / ドメイン）への添付メール送信時は ZIP 暗号化で送信する」
「それ以外の宛先への添付メール送信時は Secure Download で送信する」
「添付ファイル名の特定キーワードに応じて Secure Download / ZIP暗号化の利⽤分けをする」

②特定の固定PWを⽤いてファイルを送受信する運⽤を実施されている場合
「特定の送信者（メールアドレス / グループ）が添付メール送信時は ZIP暗号化(PW固定)で送信す
る」
「それ以外の送信者が添付メール送信時は Secure Download で送信する」
というように、送信者（メールアドレス / グループ）に応じてアクションを設定することが可能です。


