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大容量 5GB！IMAP4 標準対応など、大幅機能拡張の新メールサービス 

「DTI Cloud Mail(β版)」を本日より先行リリース！ 

～DTI 会員様は全て無料でご利用可能！まずは長期ご契約者様よりご提供開始、 

本格サービス稼動は 6 月 1 日を予定！3 分で利用可能な独自ドメインサービスにも対応～ 

 

 

当社連結子会社の株式会社ドリーム・トレイン・インターネットは、本日添付のプレスリ

リースを行いますのでお知らせいたします。 

尚、本件に伴う平成 22 年 4 月期の業績への影響はございません。 
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大容量 5GB！IMAP4 標準対応など、大幅機能拡張の新メールサービス 

「DTI Cloud Mail(β版)」を本日より先行リリース！ 
～DTI 会員様は全て無料でご利用可能！まずは長期ご契約者様よりご提供開始、 

本格サービス稼動は 6 月 1 日を予定！3 分で利用可能な独自ドメインサービスにも対応～ 

 
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石田宏樹、以下

DTI）は、「Ubiquitous プロバイダーDTI “飛躍の実感”キャンペーン」の一環として、本日 4 月 28 日より

クラウドテクノロジーに徹底対応した新メールサービス「DTI Cloud Mail（β版）」（以下、Cloud Mail（β

版））を長期ご契約者様を対象にご提供を開始いたします。 
 
今回、先行リリースの対象となるのは、サブドメインが（mars、venus、pluto）のご契約者様となります。 

上記ドメイン以外の既存のご契約者様、新規ご入会者様には、本年 6 月 1 日を予定しております本格サービ

ス開始時より順次ご提供させていただく予定です。 
 

DTI のご契約者様であれば、どのプランをご利用でも Cloud Mail を無料でご利用いただけます。DTI のご

契約者以外の方は、「Ubic プラン（接続サービスをお申し込みいただかないメールアドレスサービス）（注 1）」
がお勧めです。DTI が提供するさまざまなユビキタスサービスを、僅か月額 210 円から体感いただくことが

出来ます。 
 
「Cloud Mail（β版）」の主な特徴は、以下の通りです。 

・大容量 5GB！メールボックス容量の大幅拡充！保存期間も無制限！ 

これまで標準 100MB だったメールボックス容量を従来の 50 倍の 5GB まで無料で拡充いたします。 
保存期間も無制限（※1）でメール管理にストレスを感じること無くご利用いただけます。 

・「IMAP４」に標準対応！Web Mail は携帯アクセスもサポート！ 

どこからでも同じメールボックスの参照が可能になる「IMAP4」に標準対応いたします。ご自宅と外出先

で別の PC をご利用の場合、また、携帯電話や iPhone などのスマートフォンといったモバイル機器からでも、

ご自身のメールを一元的に管理できるようになります。本格サービス開始時には、フォルダ振り分け機能や検

索機能も追加される予定です。 
DTI の Web Mail サービス「My Mail」は、ウェブブラウザや iPhone などのスマートフォン以外にも、i-

モード、EZWeb、Yahoo!ケータイからもご利用いただけます。尚、従来どおり POP３での受信もご利用いた

だけます。 



・3 分でセットアップ可能な独自ドメインサービス「UbicName」に対応！ 

独自ドメインサービス「UbicName」（注 2）を一緒にご利用いただければ、いつもご利用の PC や携帯電話 
からだけでなく、Wii や iPhone/iPod touch などの環境からでも独自ドメインのメールをご利用いただけます。

ドメインはお客様専用となりますので、ぜひご家族やお友達とのグループ利用、SOHO 等の用途においてご

活用ください。 
 
また、他社では有料で提供されているケースが多いアンチ・スパム、アンチ・ウィルス機能はこれまで通り

無料でご提供いたします。 
 
「Cloud Mail（β版）」は、本年 3 月 3 日にフリービットと連結子会社のメディアエクスチェンジ株式 

会社（本社:東京都豊島区、代表取締役社長:石田宏樹、以下 MEX）が共同で発表した、IPv6 標準対応・仮想

化技術採用の“仮想データセンター”サービス「MeX VDC」（VDC は Virtual Data Center の略）をプラッ

トフォームに利用した新しいクラウドサービスです。MeX VDC では、フリービットの独自技術と、MEX の

データセンター構築力及び運用ノウハウというグループの強みを活かすことで、他社には無い、独自性の高い

クラウドサービスをご提供しております。「Cloud Mail（β版）」は MeX VDC の持つプラットフォームとし

ての先進性を活かし、今後も機能を拡張していく予定です。 
 
「Ubiquitous プロバイダーDTI “飛躍の実感”キャンペーン」は、iPhone/Android 携帯など向けに提供

し世界中でご好評をいただいている「ServersMan」機能付仮想専用サーバー「ServersMan@VPS」（注 3）
を既に 4 月 1 日よりご提供開始しており、サービス開始早々大変な人気を博しております。 
 
「Cloud Mail（β版）」におきましても、今後は例えば ServersMan 上に保存してあるデータをそのままメ

ール添付できるなどといった、ServersMan との連携に伴う機能開発を進めていくなど、ユビキタス時代に求

められるサービスの開発・提供に努めてまいります。 

 

■「DTI Cloud Mail（β版）」 基本仕様表 

基本仕様 
メールボックス容量 保存期間 無料アドレス アドレス追加 送受信容量※2 ウィルスチェック 

5GB 無制限※1 1 個 最大：無制限 

追加：210 円/月額

受信 100MB 

送信 100MB/5MB※3 

無料 

※1 迷惑メールとゴミ箱内のメールについては、30 日でサーバーから削除 
※2 メールを送受信する際の、一通あたりのデータ容量制限です。 
※3 ウィルスチェックありの場合は 5MB 
 

■ 「Cloud Mail（β版）」への移行方法（サブドメインが、mars、venus、pluto のご契約者様） 

ご契約者様手続き専用サイト「MyDTI」よりお手続きください。 
※なお、Cloud Mail のご利用申し込み機能は本日中にご提供予定です。 
注 1：Ubic プラン：接続サービスがアンバンドルで、現在ご利用のプロバイダや接続サービスを一切変更せ

ずに次世代のユビキタスサービスをご利用いただけるプランです。 
詳細は、http://dream.jp/ubic/をご覧ください。 
注 2：UbicName についての詳細は http://dream.jp/ubiquitous/ubicname/をご覧ください。 
注 3：「ServersMan@VPS」：詳細は http://dream.jp/vps/をご覧ください。 
 
■お客様からのお問い合わせ 
・ご契約内容、各種手続きに関するお問い合わせ  
 DTI カスタマーサービス  
  TEL：(186)-0120-830-501  
  携帯電話/PHS からは Tel (186)-03-5749-8091（有料）  
  受付時間 10:00～19:00［年中無休］  
・接続設定に関する技術的なお問い合わせ  



 DTI エンジニアリングサポート  
  TEL：(186)-0120-719-020  
  携帯電話/PHS からは TEL： (186)-03-5749-8092（有料）  
  受付時間 10:00～19:00［年中無休］ 
 
■報道関係者様からのお問合せ先 

フリービット株式会社 DTI 広報担当 
TEL：03-5459-0681 
E-Mail：public@dti.ad.jp 
※ServersManはフリービット株式会社の登録商標です。  

※iPhone/iPod touchは、Apple Inc.の商標です。 

※「i-モード」はNTTドコモの登録商標です。 

※「EZweb」はKDDI株式会社の商標または登録商標です。 

※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。 

※その他、記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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