
キキNavi クラウドバックアップ 効果的なBCP対策・テレワーク環境構築には、TeraStationとクラウドストレージサービスを連携させて
TeraStation内のデータをクラウド上に保存する、NASとクラウドのハイブリッド運用がおすすめです。

TeraStationは、バッファローが提供するクラウドバックアップサービス「キキNavi クラウドバックアップ」に加え、
各社クラウドストレージサービスと連携可能です。お客様の使用環境・使用目的に合わせて最適なサービスを
選択いただけます。

インターネット

スイッチ

クラウド
ストレージサービス

指定したフォルダーをインターネット経由で、
クラウドストレージサービスにアップロード

アップロード

※対応商品は3ページ目「TeraStationとの対応状況」をご確認ください

無料
サービス

TeraStationやAirStation Pro、バッファロー製スマートスイッチの保守・管理を簡単に。

○ 稼働状況の把握 ○ 稼働状況の共有○ 遠隔簡易操作 ○ 設定情報の保存

○ 稼働状況の把握
○ 稼働状況の共有

○ 遠隔簡易操作
○ 設定情報の保存

管理者

https://www.buffalo.jp

導入ご相談・お問い合わせ窓口 https://forms.buffalo.jp/biz/cp-contact

T0423

遠隔地バックアップの選択肢として
クラウドストレージを活用

NASの設定もバックアップ/
復元（リプレース）可能

複数拠点をお持ちでないお客様でもBCP対策が可能。バックアップ機器
管理も不要となるため、管理工数を削減することができます。

625万ファイル/5TBのバックアップで動作確認済み※2。 ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップでも安心してお使いいただけます。
また、必要な共有フォルダー単位で扱えることで効率的な運用が可能です。

大量ファイルでも安定動作。共有フォルダー単位のバックアップ/復元（リプレース）可能※1

クラウド 
契約年数

クラウド 
容 量 型番 希望小売価格

1年

1TB OP-KCB01-1Y ￥36,300（税抜 ￥33,000）

3TB OP-KCB03-1Y ￥106,700（税抜 ￥97,000）

5TB OP-KCB05-1Y ￥172,480（税抜 ￥156,800）

3年

1TB OP-KCB01-3Y ￥106,700（税抜 ￥97,000）

3TB OP-KCB03-3Y ￥313,720（税抜 ￥285,200）

5TB OP-KCB05-3Y ￥506,880（税抜 ￥460,800）

5年

1TB OP-KCB01-5Y ￥172,480（税抜 ￥156,800）

3TB OP-KCB03-5Y ￥506,880（税抜 ￥460,800）

5TB OP-KCB05-5Y ￥819,060（税抜 ￥744,600）

※1 PCからキキNaviにアクセスして行うデータダウンロードはファイル単位となります。　※2 約550KBのランダムデータからなるファイルを125万ファイルずつ8個の共有フォルダーに保存し検証した結果を元に、
625万ファイルの安定動作を確認。（あくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、値を保証するものではありません。）

本商品は、リモート管理サービス「キキNavi」の追加サービスのライセンスパックで、大容量・大量のファイルを保存することが
可能なTeraStationに最適なクラウドバックアップサービスです。

一般的なバックアップ

本サービスの活用メリット従来の運用 （拠点間接続）

キキNavi クラウドバックアップ

キキNavi クラウドバックアップでバックアップ管理を簡単に

（有料：NASのみ）

　NASのデータをクラウドに
バックアップする

○

設定・データ
・共有フォルダ
・ユーザーグループ
・アクセス制限など

設定（キッティング）

設定・データを合わせてバックアップ/復元

共有フォルダへのアクセス制限等を合わせ
て復元するので、NASへの設定（キッティン
グ）の手間を削減します。

データのみバックアップ/復元

NASへの設定（キッティング）が必要となり
復元したデータとの紐付けなど、追加作業の
手間がかかります。自社で機器の管理や

更新が必要
機器の管理や更新
が不要

地理的冗長化のために
離れた拠点が必要

離れた拠点がなくても、
地理的に冗長化とれた
バックアップを実現

メイン機 メイン機

バックアップ機
（拠点別）

キキNavi
クラウドバックアップ

データ

TeraStation            クラウドストレージサービスで

BCP対策・テレワーク環境を万全に

インターネット

TeraStation

Microsoft Azure
（Blob Storage、Azure Backup）

Microsoft OneDrive 
 OneDrive for Business 

Amazon S3 

Dropbox
Dropbox Business

Working Folder

バッファロー
キキNavi クラウドバックアップ



高信頼なファイルサーバーやサーバー機の
大容量ストレージとして最適

 TS6000シリーズ

なぜ TeraStation × クラウドストレージサービスが必要なのか？

TeraStation × クラウドストレージサービスなら

TeraStationだけだと？

災害時の重要データ消失リスク

同一拠点

メイン機 サブ機

業務データ

社外秘データ

ライセンス付与 ライセンス非付与

クラウドストレージ
サービス

クラウドストレージ
サービス

複数端末とのクラウド同期によるネットワーク
帯域の圧迫

企業ポリシーによる社外秘データの
クラウド保存はNG

クラウドストレージサービスだけだと？

外出先からアクセスしたいデータはクラウドへ、
社外秘データは社内のNASだけに保存

クラウドとの通信をNASに集約することで、
ネットワークの負荷を軽減

社外で勤務する社員のみクラウド利用の
ライセンスを配布し、コストを最適化

災害等によるデータ損失の際も、クラウドからの
復元で最短の業務復旧が可能

クラウドストレージ連携の通信方法と主な用途

TeraStationとの対応状況

おすすめのTeraStationシリーズのご紹介
クラウドストレージ

サービス

両機とも
データ消失

帯域圧迫による
遅延の可能性 スイッチ

BCP対策

BCP対策・テレワーク環境を万全に BCP対策・テレワーク環境を万全に

同一拠点

メイン機 サブ機

災害発生時災害発生時

外出用 外出用 外出用 内勤用 内勤用 内勤用

OS Linux Windows Server IoT 2019 for Storage

サービス名 TS6000
シリーズ

TS5010
シリーズ

TS3020
シリーズ WSHシリーズ WSシリーズ

Microsoft OneDrive /
OneDrive for Business

バッファロー
キキNavi クラウドバックアップ

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 ー ー

Dropbox/
Dropbox Business 〇 〇 〇

Microsoft Azure
(Blob Storage) 〇 〇 〇

Microsoft Azure
（Azure Backup） 〇 〇

Amazon S3 〇 〇

Working Folder 〇 〇

ー

ー

ー ー

ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

クラウドストレージ
サービス

※キキNavi クラウドバックアップではNAS以外から直接クラウドストレージ上のデータを編集・新規ファイルを追加することはできません。

※1 2ドライブモデルは1.5GHzデュアルコアCPU

片方向通信 双方向通信

クラウドストレージ
サービスにも反映される

クラウドストレージ
サービスにも反映される

TeraStationには反映されない

データ編集・
新規ファイル

データ編集・
新規ファイル TeraStationにも反映される

データ編集・
新規ファイル

クラウドストレージ
サービス

データ編集・
新規ファイル

クラウドストレージ
サービス

Microsoft Azure
（Blob Storage、Azure Backup） Microsoft OneDrive 

 OneDrive for Business 
Amazon S3 

Dropbox
Dropbox Business

Working Folder

バッファロー
キキNavi クラウドバックアップ

対応サービス

おすすめ
利用シーン

対応サービス

おすすめ
利用シーン災害に備えたバックアップ テレワーク（社内外で編集したい）



高信頼なファイルサーバーやサーバー機の
大容量ストレージとして最適
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クラウドとの通信をNASに集約することで、
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キキNavi クラウドバックアップ 効果的なBCP対策・テレワーク環境構築には、TeraStationとクラウドストレージサービスを連携させて
TeraStation内のデータをクラウド上に保存する、NASとクラウドのハイブリッド運用がおすすめです。

TeraStationは、バッファローが提供するクラウドバックアップサービス「キキNavi クラウドバックアップ」に加え、
各社クラウドストレージサービスと連携可能です。お客様の使用環境・使用目的に合わせて最適なサービスを
選択いただけます。

インターネット

スイッチ

クラウド
ストレージサービス

指定したフォルダーをインターネット経由で、
クラウドストレージサービスにアップロード

アップロード

※対応商品は3ページ目「TeraStationとの対応状況」をご確認ください

無料
サービス

TeraStationやAirStation Pro、バッファロー製スマートスイッチの保守・管理を簡単に。

○ 稼働状況の把握 ○ 稼働状況の共有○ 遠隔簡易操作 ○ 設定情報の保存

○ 稼働状況の把握
○ 稼働状況の共有

○ 遠隔簡易操作
○ 設定情報の保存

管理者

https://www.buffalo.jp

導入ご相談・お問い合わせ窓口 https://forms.buffalo.jp/biz/cp-contact

T0423

遠隔地バックアップの選択肢として
クラウドストレージを活用

NASの設定もバックアップ/
復元（リプレース）可能

複数拠点をお持ちでないお客様でもBCP対策が可能。バックアップ機器
管理も不要となるため、管理工数を削減することができます。

625万ファイル/5TBのバックアップで動作確認済み※2。 ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップでも安心してお使いいただけます。
また、必要な共有フォルダー単位で扱えることで効率的な運用が可能です。

大量ファイルでも安定動作。共有フォルダー単位のバックアップ/復元（リプレース）可能※1

クラウド 
契約年数

クラウド 
容 量 型番 希望小売価格

1年

1TB OP-KCB01-1Y ￥36,300（税抜 ￥33,000）

3TB OP-KCB03-1Y ￥106,700（税抜 ￥97,000）

5TB OP-KCB05-1Y ￥172,480（税抜 ￥156,800）

3年

1TB OP-KCB01-3Y ￥106,700（税抜 ￥97,000）

3TB OP-KCB03-3Y ￥313,720（税抜 ￥285,200）

5TB OP-KCB05-3Y ￥506,880（税抜 ￥460,800）

5年

1TB OP-KCB01-5Y ￥172,480（税抜 ￥156,800）

3TB OP-KCB03-5Y ￥506,880（税抜 ￥460,800）

5TB OP-KCB05-5Y ￥819,060（税抜 ￥744,600）

※1 PCからキキNaviにアクセスして行うデータダウンロードはファイル単位となります。　※2 約550KBのランダムデータからなるファイルを125万ファイルずつ8個の共有フォルダーに保存し検証した結果を元に、
625万ファイルの安定動作を確認。（あくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、値を保証するものではありません。）

本商品は、リモート管理サービス「キキNavi」の追加サービスのライセンスパックで、大容量・大量のファイルを保存することが
可能なTeraStationに最適なクラウドバックアップサービスです。

一般的なバックアップ

本サービスの活用メリット従来の運用 （拠点間接続）

キキNavi クラウドバックアップ

キキNavi クラウドバックアップでバックアップ管理を簡単に

（有料：NASのみ）

　NASのデータをクラウドに
バックアップする

○

設定・データ
・共有フォルダ
・ユーザーグループ
・アクセス制限など

設定（キッティング）

設定・データを合わせてバックアップ/復元

共有フォルダへのアクセス制限等を合わせ
て復元するので、NASへの設定（キッティン
グ）の手間を削減します。

データのみバックアップ/復元

NASへの設定（キッティング）が必要となり
復元したデータとの紐付けなど、追加作業の
手間がかかります。自社で機器の管理や

更新が必要
機器の管理や更新
が不要

地理的冗長化のために
離れた拠点が必要

離れた拠点がなくても、
地理的に冗長化とれた
バックアップを実現

メイン機 メイン機

バックアップ機
（拠点別）

キキNavi
クラウドバックアップ

データ

TeraStation            クラウドストレージサービスで

BCP対策・テレワーク環境を万全に

インターネット

TeraStation

Microsoft Azure
（Blob Storage、Azure Backup）

Microsoft OneDrive 
 OneDrive for Business 

Amazon S3 

Dropbox
Dropbox Business

Working Folder

バッファロー
キキNavi クラウドバックアップ


