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ICTカテゴリ

クラウド

リモート・ネットワーク

業務効率化

認証

サイバーセキュリティ

教育

リモート・ネットワーク

クラウド

業務効率化・教育

認証

サイバーセキュリティ

テレワーク モバイルワーク WEB会議

ファイル共有 VDI

RPA

クラウドサービス

グループウェア 教育シンクライアント 経費精算

多要素認証・パスワードレス



ICTカテゴリ「クラウド」のソリューション一覧
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社名 製品名 ICTカテゴリ

東日本電信電話株式会社 おまかせクラウドVDI ビジネスツール

東日本電信電話株式会社 おまかせデータレスPC ビジネスツール

東日本電信電話株式会社 ひかりクラウドスマートスタディ 文書・情報共有

株式会社グロコミレモン LTE/5G閉域網 +3要素認証で実現する次世代の働き方改革 ソリューション シンクライアント

ソフトバンク株式会社 ビジネスコンシェルデバイスマネジメント スマートデバイス管理

ソフトバンク株式会社 PrimeDrive 文書・情報共有

株式会社Box Japan box コンテンツ管理



製品概要、システム構成/動作環境

訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

事業運営コストの削減

● 非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

● 人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

● ワークライフバランスの向上

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 ー

トライアル費用 ー

トライアル期間 ー

トライアル可能時期 ー

トライアル貸与数 ー

トライアル時導入
サポート・勉強会等

ー

会社名・製品に関するお問合せ先

NTT東日本営業担当者もしくは以下URLまでお問い
合わせください。
https://business.ntt-
east.co.jp/gf/form.php?service=gi0557&type
=pc

導入実績・事例

業種によらず、幅広く受注実績あり
• 商社（OSサポート切れに伴うPC更改に合わせてテレワーク
環境を導入）

• 販売業（企画系社員の在宅勤務用途でテレワーク化）
• 学校（PCのOS更新を自動化）
• 建築（PCのOS更新やファイルバックアップを自動化）

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用

➢ 運用サポートサービス：3,300円
➢ 24時間受付オプション：550円
（運用サポートのお申し込みが必要）

※上記は仮想デスクトップあたりの月額費用です
※別途、NTT東日本から提供されたAWSアカウントおよび

｢Amazon WorkSpaces」月額利用料が必要となります

初期費用
➢ クラウド初期設定費用：11,000円/AWSアカウントID
➢ 仮想デスクトップ設定費用：10,000円/作業回数

課金単位と
期間

上記のとおり/最低利用期間はございません

提供形態 パブリッククラウド（AWS）

購入先 当社営業担当等へのお申し込み

決済方法 請求書払い、口座振替

製品名 おまかせクラウドVDI

製品概要
※150文字程度

｢Amazon WorkSpaces」の手軽な利用をサポートする、設定･監視・運用代行サービスです。
Windows10への更改にあわせた､テレワーク推進やIT管理業務効率化にオススメです。

※ ご利用には、NTT東日本から提供されたAWSアカウントおよびAmazon WorkSpacesのご契約が必要です。
※ ｢Amazon WorkSpaces」はAmazon Web Services, Inc.が提供する、クラウド型仮想デスクトップサービスです

製品紹介サイト https://business.ntt-east.co.jp/service/vdi/

ICTカテゴリ ビジネスツール

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし

プロにおまかせ！安心のサポート特徴1 IT管理の稼動削減をサポート特徴2

✓ 「Amazon WorkSpaces」に関わるお問合
せにNTT東日本が一元対応

✓ パソコンからの接続設定もNTT東日本に相
談できるので、安心

✓ 24時間365日のクラウドの状態監視・障害
対応で安心

✓ 仮想デスクトップの設定変更の運用代行も
NTT東に本が対応
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https://business.ntt-east.co.jp/gf/form.php?service=gi0557&type=pc


訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

事業運営コストの削減

● 非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

● 人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

● ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 ー

トライアル費用 ー

トライアル期間 ー

トライアル可能時期 ー

トライアル貸与数 ー

トライアル時導入
サポート・勉強会等

ー

会社名・製品に関するお問合せ先

NTT東日本営業担当者もしくは以下URLまでお
問い合わせください。
https://business.ntt-east.co.jp/sf/sf0048st

導入実績・事例

業種によらず、幅広く受注実績あり
• 販売業（各店舗のデータをセキュアに管理）
• 飲食業（持出し用PCをセキュアな環境で利用）
• Webデザイン業（長期利用のPC更改）
• 飲食業（Windows7のOS更改、持出PCをセキュア
な環境で利用）

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 7,000円/月・台

初期費用 不要

課金単位
と期間

1台あたり月額。最低利用期間あり
（ノートタイプ：3年 デスクトップタイプ：4年）

提供形態
オンプレミス（PC）、パブリッククラウド（ストレー
ジ）

購入先 当社営業担当等へのお申し込み

決済方法 請求書払い、口座振替

製品名 おまかせデータレスPC

製品概要
※150文字程度

➢ クラウド上のストレージにデータを自動保存する「データレス機能」付きのレンタルパソコンサービスです。インターネット環
境があれば社内外問わずにテレワーク環境が導入可能となり、働き方改革やBCP（事業継続計画）対策に有効です。

➢ Microsoft® Office 365® Business、ウイルス対策ソフトなどを初期設定済みの状態でお届けするので「お手軽に」
導入可能です。

➢ ご利用中の操作や設定方法でわからないことは、専用のヘルプデスクまでお気軽にお問い合わせいただけます。

製品紹介サイト https://business.ntt-east.co.jp/service/dlpc/

ICTカテゴリ ビジネスツール

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし

□ こんなお困りごとのあるお客さまにおすすめです！

✓ パソコンを社外でも使いたいけどデータの持ち出しは情報漏えいが怖い…
✓ パソコンを買い換えたいけど初期設定が面倒、何を準備していいかわからない…
✓ Windows®10への更改、パソコン更改の費用を抑えたい…
✓ 働き方改革を推進したいけど、何からすればいいのかわからない…
✓ 困ったときにITに詳しい人に相談したい…

□ 充実の各種サポート

✓ パソコンの初期設定と合わせて、
Microsoft® Office 365®

Business、Passage Drive®、
OneDrive®、ウイルス対策ソフトな
どを初期設定済みの状態でお届
けします

⚫ 初期設定

✓ プリンタやネットワーク設定などを
ご希望 の場合は訪問での設定も
可能

⚫ 訪問設定

✓ IT管理者が不在でもヘルプデスク
でサポート

✓ パソコン設定、Officeの設定方法
まで幅広いサポートが可能

⚫ ヘルプデスク

• Passage Driveは、横河レンタ・リース株式会社の登録商標または商標です。
• Office 365、OneDriveは、米国Microsoft Corporationの、米国及びその他の国における登録商標または商標です。
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製品概要、システム構成/動作環境

【製品概要】

【利用イメージ】
研修コンテンツ・
周知文書等を配信

訴求可能なメリット

● 人材の確保・育成

業務プロセスの革新

事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

● 企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

● 自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 クラウド

トライアル費用 無償

トライアル期間 2週間

トライアル可能時期 いつでも可

トライアル貸与数 制限無し

トライアル時導入
サポート・勉強会等

https://business.ntt-
east.co.jp/sf/sf0047st

会社名・製品に関するお問合せ先

東日本電信電話株式会社
https://business.ntt-
east.co.jp/sf/sf0046st

導入実績・事例

【港区様】 職員向け研修のｵﾝﾗｲﾝ化
【ｳｴﾗ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ様】 自社製品取扱ｻﾛﾝへの商品情報配信
【社会福祉法人県央福祉会様】 ｽﾀｯﾌ研修動画配信、ｱﾝｹｰﾄ
【アイテム様】 Pマーク研修のｵﾝﾗｲﾝ化
【BPデザイナーズ様】 販売代理店向け情報共有
【ジートレンド様】 ｾﾐﾅｰのｱｰｶｲﾌﾞ配信
【河合塾様】 塾生向け解説授業動画配信、振り返りﾃｽﾄ実施
https://business.ntt-
east.co.jp/service/manabi/case.html

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用

基本：100円/1ID
ビデオ：配信75円/1GB,ストレージ150円
/1GB
ライブ：配信200円/1GB

初期費用
基本機能：5,000円
オプション機能（ビデオ）：5,000円
オプション機能（ライブ）：5,000円

課金単位と期間 月毎の利用料（最低利用期間無し）

提供形態 パブリッククラウド

購入先
こちらのＵＲＬよりお問い合わせください
https://business.ntt-
east.co.jp/sf/sf0046st

決済方法 コンビニ支払い、口座振替

製品名 ひかりクラウドスマートスタディ

製品概要
※150文字程度

業務マニュアルや研修教材、お客様がアップロードしたコンテンツを配信できるクラウドサービスです。
情報配信やオンライン研修に必要な機能をオールインワンでご利用でき、ＩＣＴ化にかかる投資を抑えなが
ら、少人数で始められます。

製品紹介サイト https://business.ntt-east.co.jp/service/manabi/

ICTカテゴリ 文書・情報共有、教育、Web会議

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし

「誰が」「いつ」
「どの」コンテンツを
閲覧したのか
履歴管理が可能

インターネット接続
環境があれば、
移動中やご自宅等
どこでも利用が可

能
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訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

● 非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

● 企業ブランド・企業イメージの向上

生産性の向上

● 自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

● 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

製品概要

システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 専用パソコン
専用

トライアル費用 無償

トライアル期間 １ヶ月

トライアル可能時期 いつでも

トライアル貸与数 １台以上（別途お打ち合わせ）

トライアル時導入
サポート・勉強会等

無償サポートあり

会社名・製品に関するお問合せ先

株式会社グロコミレモン
nemo@glocomi.com

導入実績・事例

・大手旅客運輸会社

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 定価：月額900円＋各社SIM月額費用

初期費用 定価：300千円〜

課金単位と期間 １年間更新

提供形態 購入・構築ベンダーとの要件定義の上

購入先 NECネッツエスアイ、ソフトバンク

決済方法 購入先条件に準ずる

製品名 LTE/5G閉域網 + 3要素認証で実現する次世代の働き方改革 ソリューション

製品概要
※150文字程度

次世代 5G LTE 閉域網と多要素認証と Microsoft 365 (Azure AD 及び Intune) が弊社３要素認証と組
み合わさることで、いつでもどこでもセキュアにクラウドと企業内 LAN につながるシームレスな環境を実現!!

製品紹介サイト 現在：http://www.tripodworks.co.jp/product/mobiledevice/ （近日別法人より）

ICTカテゴリ シンクライアント、本人認証

対象業種 全般 対象従業員規模 １人以上 利用可能人数 無制限
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訴求可能なメリット

人材の確保・育成

業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

● 非常時の事業継続性（BCP)の確保

企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

● 自律・自己管理的な働き方

● 職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 デモアカウントあり

トライアル費用 無料

トライアル期間 1カ月

トライアル可能時期 随時

トライアル貸与数
IOSデバイス/Androidoデバイス
計20台

トライアル時導入
サポート・勉強会等

マニュアルあり

導入実績・事例

人材派遣業・保険会社・金融会社

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 300円～

初期費用 0円

課金単位と期間 1台/月

提供形態 サーバー提供

購入先 ソフトバンク

決済方法 各種相談

製品名 ビジネスコンシェルデバイスマネジメント

製品概要
※150文字程度

複数台のスマートフォンおよびタブレット端末をリモートで一元管理・運用できるサービスです。管理者に負
担をかけず効率的に、端末状況把握やアプリの管理などが遠隔から実施でき、セキュリティ対策向上に最
適です。また、紛失された際に、端末ロックやデータ削除などのリモート制御を行うことで、情報流出を未然
に防ぐことが可能です。

製品紹介サイト https://www.softbank.jp/biz/cloud/saas/dm/

ICTカテゴリ スマートデバイス管理

対象業種 全業種 対象従業員規模 10人～ 利用可能人数 指定なし(1ID/1デバイス)

会社名・製品に関するお問合せ先

ソフトバンク株式会社
お問い合わせ先
https://www.softbank.jp/biz/

動作環境
・Softbankもしくは
ワイモバイルの
iOS/Android端末

・PC(Windows/Mac)

※対応OS等の詳細はウェブサイトにてご確認ください。
https://tm.softbank.jp/outsource/concierge/dm/

製品概要
ソフトバンク自社開発の
クラウド型MDMサービス

【特徴】
・複数のデバイスを
リモートで一元管理
・端末情報やアプリの
管理・運用を効率化
・遠隔ロック・初期化等
セキュリティ対策へも
活用可
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訴求可能なメリット

人材の確保・育成

業務プロセスの革新

事業運営コストの削減

非常時の事業継続性（BCP)の確保

● 企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 あり（無料トライアル）

トライアル費用 無料

トライアル期間 30日

トライアル可能時期 いつでも可

トライアル貸与数 1

トライアル時導入
サポート・勉強会等

なし

導入実績・事例

・2011年9月1日より提供開始
・1,300社以上の導入実績
・製造・金融・官公庁・製薬・建設・サービス業など、
さまざまな業界で導入頂いています

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用

1GB～：12,000円／月額～
契約容量別料金について詳しくは公式ホーム
ページのオンライン見積もりフォームをご利用く
ださい

初期費用 30,000円

課金単位と期間

1～9GBは1GB単位、10GB以上は10GB単
位、100GB以上は100GB単位、1TB以上は
1TB単位でお申込み可能です
最低利用期間は1か月です

提供形態 SaaS

購入先 ソフトバンク株式会社

決済方法 請求書払い

製品名 PrimeDrive

製品概要
※150文字程度

ビジネスシーンにおける取引先とのファイル送付・共有を安全に、かつシンプルな操作で実現できるクラウ
ド型法人向けオンラインストレージサービスです
いつでもどこでもインターネット接続できる場所からサービスをご利用頂けます

製品紹介サイト https://www.softbank.jp/biz/cloud/saas/primedrive/

ICTカテゴリ 文書・情報共有

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 10,000ユーザー

会社名・製品に関するお問合せ先

ソフトバンク株式会社
お問い合わせ先
https://www.softbank.jp/biz/cloud/saas/pri
medrive

製品概要 動作環境

システム
構成

iPad/iPhone/Android

ブラウザ

デスクトップアプリケーション（DTA）
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ソフトバンク

https://www.softbank.jp/biz/cloud/saas/primedrive


訴求可能なメリット

人材の確保・育成

● 業務プロセスの革新

● 事業運営コストの削減

● 非常時の事業継続性（BCP)の確保

● 企業内外の連携強化による事業競争力の向上

人材の離職抑制・就労継続支援

企業ブランド・企業イメージの向上

● 生産性の向上

自律・自己管理的な働き方

● 職場との連携強化

仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

● ワークライフバランスの向上

製品概要、システム構成/動作環境

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 あり

トライアル費用 無償

トライアル期間 １ヶ月

トライアル可能時期 いつでも

トライアル貸与数 要相談

トライアル時導入
サポート・勉強会等

あり

会社名・製品に関するお問合せ先

ウェブ：https://www.box.com/ja-jp/about-
us/contact-us
メール： japan-marketing@box.com

導入実績・事例

・グローバルで95,000社以上の導入実績
・社員数 を問わず幅広く導入
・官公庁、製造、建設、流通、メディア 業種を
問わず、様々な用途で採用実績あり

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 1,800円〜 ＜オプションあり＞

初期費用 基本不要

課金単位と期間 ユーザ課金の年単位

提供形態 SaaSモデル

購入先 販売代理店経由

決済方法 販売代理店からの請求

製品名 box

製品概要
※150文字程度

「Cloud Content Management（CCM）」→ コンテンツ・マネジメント・プラットフォームを提供。ファイルサーバにとどまらず、お客様業務
で発生するファイルコンテンツを１箇所に集約し、外部や組織内、業務システムを含めた連携にご活用できます。
・容量無制限で利用可能
・セキュリティを担保しつつ、いつでも、どこでも、
どのデバイスでも利用可能

製品紹介サイト https://www.boxsquare.jp/

ICTカテゴリ コンテンツ管理

対象業種 業種の限定なし 対象従業員規模 従業員数 問わず 利用可能人数 5名から可能

・社内外の共同作業の場所を提供して生産性を向上
・シンプルで直感的操作を実現

業務
システム

グループ
ウェア

CRM/SFAイントラ
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