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本資料では、トライアル環境で作成したデータを

代理店経由の新環境へ引き継ぐための移行作業についてご案内いたします

作業全体のステップ
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代理店経由の新環境で

管理者アカウントを作成
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一時的に個人アカウントに変換した

メンバーへ招待メールを送信
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招待メールからアカウントを

アップグレード

P13 ～ 15

4

※個人アカウント変換後に引き継げるデータ・設定については

P17～18の資料を事前にご確認ください

TRIAL

操作方法でご不明な点があれば下記サポート窓口までお問合せください。

Dropbox Businessカスタマーサポート：https://www.it-ex.com/products/contact/dbx_c_support/index.html

※契約番号はSBC&S社から届く「Dropbox 契約手続き完了のお知らせ」のメールをご確認ください。



トライアル環境を削除し、

個人アカウントへ一時的に変換

1



トライアルの環境

トライアル環境の削除
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1

管理コンソールへアクセスし、

「お支払い」＞「プランを管理」タブにアクセス

画面下部の

「トライアル版を

キャンセル」をクリック
1

2

本番環境へ移行するためには、トライアル環境を削除していただく必要があります。

以下の手順で削除を行います。



トライアルの環境

トライアル環境の削除
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1

3 「Dropbox Businessを

キャンセルする」をクリック
4

注意事項に同意のチェックを入れ、

「チームを解散してログアウトする」をクリック。

トライアル環境が削除され、各アカウントは個人無償版に変換されます。

※個人アカウント変換後に引き

継げるデータ・設定については

P17～18の資料を事前にご確認

ください



代理店経由の新環境で

管理者アカウントを作成
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代理店経由の新環境

本番環境が開通しますと、申請書に記載のメールアドレス宛にDropbox社から招待メールが配信されます。

件名が 【必ずお読みください】Dropbox Business利用開始のお願い（ご契約いただいた企業名より） の

メールから管理者用アカウントを登録いただきます。

Dropbox社からの招待メールを確認
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2



代理店経由の新環境

管理者アカウントの作成手順
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2

1

メール内の「チームに

参加する」をクリック

2 名・姓・パスワードの順にご入力いただき、利用

規約に同意後、「アカウントを作成」をクリック

Web

ブラウザが

起動



代理店経由の新環境

管理者アカウントの作成手順
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2

3
アカウント登録後、完了画面が表示されます。画面下部の「Dropbox ウェブ

サイトにアクセスする」をクリックすると、Webブラウザの画面に進みます。

Webブラウザが

起動



一時的に個人アカウントに変換した

メンバーへ招待メール送信
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代理店経由の新環境

メンバーの再招待
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3
本番環境の管理者アカウントの作成が完了しましたら、管理コンソールにて

トライアルを利用していたメンバーへチームへの招待メールを送信します。

1 画面左部の「管理コンソール」を

クリック
2 管理コンソールが表示されます

初期表示画面は、登録メンバーの一覧となっています



代理店経由の新環境

メンバーの再招待
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3

3 画面右上部の「メンバーを招待」

をクリック

4 一時的に個人アカウントに

変換したメンバーのメール

アドレスを入力し、「招待

を送信」をクリック

5
招待メール送信後、未参加の

メンバーは「招待済み」を

選択すると確認できます



招待メールから

アカウントをアップグレード

4



代理店経由の新環境

再招待されたメンバーのアップグレード

14

4
管理者から招待メールを受け取ったメンバーは、以下の手順で個人無償版のアカウントを

Business版へのアップグレードでき、保存しているデータも移行できます。

1 受信した招待メールを開き、本文内の

「チームに参加する」をクリック
2 個人版にログインを行っていない場合は、

ログインを実施
3 「複数アカウントの統合」を

クリックすると、Business版

への移行が完了



代理店経由の新環境

再招待されたメンバーのアップグレード
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4

4
画面下部の「Dropboxウェブサイトに

アクセスする」をクリック

Web

ブラウザが

起動

5
DropboxのWeb画面に移動すると、

本契約のDropbox Business版の

環境をご利用できます。



参考資料



トライアルで作成したデータ Basicでのステータス 新環境でのステータス

個人フォルダ・ファイル トライアル環境から引き継ぎ Basicから引き継ぎ

共有フォルダ

（詳細はP25を参照）
トライアル環境から引き継ぎ Basicから引き継ぎ

チームスペース

⚫ 個人フォルダ

⚫ 共有フォルダ

⚫ ファイル

以上は「ファイル一覧」の第1階層に表示

Basicから引き継ぎ

チームフォルダ

（詳細はP24を参照）

⚫ チームフォルダのコピーが残り、

管理者権限を持つユーザーにのみ表示される個人フォルダに変更

⚫ 第2階層以下のサブフォルダで権限を追加・削除しているものは、

親フォルダと並列で表示

⚫ アーカイブしていたフォルダは管理者アカウントでも一覧から非表示となる

共有フォルダとして

Basicから引き継ぎ

リンク

（詳細はP23を参照）
リンクのURLと設定は引き継ぎ Basicから引き継ぎ

データの引き継ぎ詳細❶
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各環境でのデータの推移の詳細については以下をご参照ください。

「グループで設定していた共有」は削除

「チームメンバーフォルダ」は削除

紫色のログイン中のユーザー名の

名前が書かれたフォルダ

リンクを閲覧できるユーザーが

「Dropbox のチームメンバーのみ」に

設定しているリンクは削除

引き継ぎ不可・設定が変更されるデータ



トライアルで作成したデータ Basicでのステータス 本番環境でのステータス

管理コンソールの設定 アクセス不可

アクティビティ ログの取得不可

ストレージ容量

⚫ 個人で2GB

⚫ 2GB以上のデータがある場合は同期が停止

（データの更新・アップロード不可）

⚫ Standard：チームで5TB

⚫ Advanced：容量無制限

Paper トライアル環境から引き継ぎ Basicから引き継ぎ

Showcase トライアル環境から引き継ぎ
トライアルのデータを引き継ぎ

（編集はAdvanced以上のプランで可能）

データの引き継ぎ詳細❷
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各環境でのデータの推移の詳細については以下をご参照ください。

初期状態

引き継ぎ不可・設定が変更されるデータ

本番環境開通後から記録



稀に、Dropbox社からのメールが「迷惑メールフォルダ」

に振り分けられてしまう ことがございます。

開通後、受信ボックスにメールが見つからない場合は、

迷惑メールフォルダをご確認ください。

迷惑メールフォルダをご確認いただいても見当たらない場合は、

大変お手数ではございますが、右記の手順で

Dropbox Businessカスタマーサポート窓口へ再送の依頼

をお願い致します。

招待メールが見つからない場合
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再送依頼方法

1 下記URLへアクセス

Dropbox Businessカスタマーサポート

https://www.it-ex.com/products/contact/dbx_c_support/index.html

2 以下の内容を「お問い合わせ内容」に記入し、

その他の必要事項を入力後「入力内容を確認」を押す

サポート担当者宛て

私は、SB C&S経由で購入したDropbox Businessのチームの

一番目のチーム管理者ですが、チームへの招待メールを受け

取ることができません。

一番目のチーム管理者かつメンバーであるため、管理者へ

再送の依頼を行うことができませんので、Dropbox側より

私宛に招待メールの再送をお願いします。

3 入力内容に誤りがなければ、「この内容で送信」を押す

https://www.it-ex.com/products/contact/dbx_c_support/index.html


下記の場合「チームに参加する」をクリックした際、

新規作成画面ではなく、ログインを促す画面が表示されます。

ログインを促された場合❶
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トライアル環境で利用されていた

メールアドレス

個人版Dropboxをご利用中のメールアドレス

（Basic/Plus/Professional）



ログインを促された場合❷
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ログインを行いますと、

以下の画面が表示されます。
2

「複数アカウントの統合」を選択すると、

個人版で利用していたアカウントをDropbox 

Businessアカウントにアップグレードでき、

所有していたデータも引き継がれます。

3

⚫1つのメールアドレスで、個人版とビジネス版の併用はできません。

Dropbox Businessとは別に個人版を使用し続けたい場合は、まずDropbox

をご利用していない別のメールアドレスをご用意ください。

⚫その後、左図の画面で「新しいアカウントを作成」からご用意いただいた

メールアドレスで新しい個人版アカウントを作成しますと、所有していた

データを紐づけられます。

※個人版用のメールアドレスとビジネス版のメールアドレスの

2種類を使い分けていただく形になります。

ご注意



確認事項



リンクの設定について
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リンクの設定は共有画面の

「リンクの設定」から確認

●パスワード

●有効期限

●ダウンロードの無効設定

上記はBasic版では設定できませんが、

トライアルで設定していた場合、設定

値は引き継がれます。

※Basic変更後、再設定はできません。

トライアル利用時に「チーム

メンバー」に設定していた

場合、リンクが削除されます

リンクを閲覧できるユーザーを

「Dropboxのチームメンバー

のみ」に設定している場合

トライアルで設定した

内容は引き継がれます

Basicにダウングレードした

タイミングで

リンクが削除されます



チームフォルダについて
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トライアル環境を削除すると、チームフォルダのコピーが管理者権限を持つ

ユーザーにのみ表示される個人フォルダになります。

トライアル環境削除 前 トライアル環境削除 後



グループ機能をご利用の場合
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グループで共有を行っている共有フォルダは、トライアル環境削除後は所有者のみ

アクセス可能となりますので、削除前に共有設定をご確認ください。

グループで共有を行っているかどうかの確認方法

グループで共有している場合は、

共有者一覧を確認しますと、

共有を行っているグループ名が

表示されます。


