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ICTカテゴリ
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クラウド
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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「リモート・ネットワーク」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 フレッツ・ＶＰＮ プライオ SSL-VPN

シスコシステムズ合同会社 Cisco Webex Meetings &  Cisco Webex Room端末 Web会議

ソフトバンク株式会社 無線LAN環境構築ソリューション Wi-Fi・無線LAN

ソフトバンク株式会社 NetCloud Perimeter SSL-VPN

ソフトバンク株式会社 Smart VPN Twinアクセス SIM

TIS株式会社 リモートワークス/RemoteWorks 営業支援

凸版印刷株式会社 LPWA ZETA 通信・ネットワーク

日本マイクロソフト株式会社 Microsoft Teams グループウェア

バリオセキュア株式会社 マネージドセキュリティサービス 導入・運用サポート



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 検討中

トライアル費用 検討中

トライアル期間 検討中

トライアル可能時期 検討中

トライアル貸与数 検討中

トライアル時導入
サポート・勉強会等

検討中

会社名・製品に関するお問合せ先

NTT東日本 問合せ先
https://business.ntt-east.co.jp/service/vpnprio/

導入実績・事例

（導入事例）
・健康科学大学様
・株式会社テレビ岩手様
・株式会社孫の手・ぐんま様
・加藤段ボール株式会社様
・岡庭建設株式会社様

※他多数あり

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
7,000円(税抜)/VPN拠点
※SIM対応CPEは検討中

初期費用 13,000円(税抜)/VPN拠点

課金単位と期間
初期費用を初回請求と合算で請求
利用費用を毎月請求

提供形態 通信サービス利用

購入先 直販、パートナー企業経由

決済方法 請求書払い、口座振替

製品名 「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」

製品概要
※150文字程度

・IPv6網内折り返し通信を活用し、高速で安定したプライベートネットワークの構築を可能とする
IP-VPNサービスです。
・フレッツ回線はもちろん、モバイル回線・ギャランティ回線・及びNTT西日本が提供するフレッツ・ＶＰＮ
プライオ回線等の多様な回線からセキュアな通信が可能です。

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

ICTカテゴリ ＳＳＬ-ＶＰＮ

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

※モバイル回線・ギャランティ回線・NTT西日本の提供するフレッツ・ＶＰＮ プライオ回線との接続はオプションとなります。
※モバイル回線との接続は2020年1月提供予定です。
※次項以降にモバイル回線からの接続について、詳細を記載します。

◆「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」構成イメージ

詳細はこちらから
▼
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NTT東日本

https://business.ntt-east.co.jp/service/vpnprio/
https://business.ntt-east.co.jp/service/vpnprio/


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
クラウドサービス、Webex Room デ
バイス

トライアル費用 無料

トライアル期間 30日から90日

トライアル可能時期 提供中

トライアル貸与数 ライセンス最大1,000 IDまで

トライアル時導入
サポート・勉強会等

ウェビナー、各種マニュアルなどをご
用意しております。
https://www.cisco.com/c/ja_jp/training-
events/events-webinars/webinars.html

会社名・製品に関するお問合せ先

シスコシステムズ合同会社
https://www.webex.com/ja/contact-sales.html

導入実績・事例

• 佐賀県
• 長崎県
• 某県、某市町村など実績多数
• 日本生命保険相互会社業務部（北海道営業本部）
• 住友商事株式会社
• セガサミーグループ
http://www.cisco.com/c/ja_jp/about/case-studies-
customer-success-stories/customer-stories-listing.html

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用
1契約 5,000円/月（Webex Meetings)
機種により変動（Webex Room 端末）

初期費用 代理店へお問い合わせをお願いします

課金単位と期間 1契約、月または年契約（Webex Meetings)

提供形態
クラウド（Webex Meetings)
オンプレミス（Webex Room 端末）

購入先
シスコ代理店
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/workstyle-
innovation/telework-webex-campaign.html

決済方法 代理店へお問い合わせをお願いします

製品名 Cisco Webex Meetings & Cisco Webex Room端末

製品概要
※150文字程度

Cisco Webex Meetings はクラウド上にある会議室です。
PC、スマホ、Webex Room 端末、電話のいずれかを使い最大同時に1,000名まで
参加をすることができます。職員間はもちろん、外部の方とも安全に遠隔での会議を開催することが
可能です。

製品紹介サイト https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/conferencing/webex-meetings/index.html

ICTカテゴリ Web会議、テレビ会議

対象業種 自治体、教育委員会 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし
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シスコシステムズ

https://www.webex.com/ja/contact-sales.html
http://www.cisco.com/c/ja_jp/about/case-studies-customer-success-stories/customer-stories-listing.html


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 なし（導入前現地調査はあり）

トライアル費用 なし（現地調査費用は別途）

トライアル期間 なし

トライアル可能時期 なし

トライアル貸与数 なし

トライアル時導入
サポート・勉強会等

なし

導入実績・事例

黒部峡谷トロッコ電車様
京都産業大学様
赤城乳業株式会社様
戸田市教育委員会様

学校では1教室分（約40台）の同時接続・同時通信を
実現し、授業でも快適に使える無線インフラを提供

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 要見積り

初期費用
例) 1フロア4アクセスポイント 72.5万円

2フロア8アクセスポイント 120万円

課金単位と期間 レンタルの場合契約期間は1年/2年/3年

提供形態
機器提供：レンタルもしくは買い取り
運用・保守・ID管理他：オプション

購入先
Softbank
https://www.softbank.jp/biz/

決済方法 振込請求

製品名 無線LAN環境構築ソリューション

製品概要
※150文字程度

お客様のオフィスに無線LAN環境を構築することによって、ビジネスの機動力アップと効率性向上をご提
供するソリューション。オフィス内に無線LAN環境を構築するためのトータルサポートを提供。お客様のオ
フィス規模・環境・セキュリティポリシーに応じた様々なオフィスWi-Fi展開パターンをご提案

製品紹介サイト https://www.sbengineering.co.jp/network/

ICTカテゴリ Wi-Fi・無線LAN

対象業種 業種の指定なし 対象従業員規模 指定なし 利用可能人数 指定なし

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/

製品概要/システム構成（一例）

WANは基本的にはお客様の既存のネットワークを利用しますが、ソフトバンクが提供
することも可能です（別商材）。
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ソフトバンク
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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
・Windows7以上
・Windows Server 2012以降
・Mac OS X Version10.7以上
・iOS10.3以上
・Android 4.2.x以上(Jelly Beanのみ)

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/

導入実績・事例

非開示

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 6,000円/1ID(税抜)

初期費用 なし

課金単位と期間 1年(解除申請なければ自動更新)

提供形態 ソフトウェア提供

購入先 Softbank経由

決済方法 振込請求

製品名 NetCloud Perimeter

製品概要
※150文字程度

接続したい端末間に専用エージェントをインストールすることで、インターネット越しのセキュアな通信を確
立するオーバーレイ型のクラウドネットワーク
機器設置なし。安価かつ短納期で安全なアクセス環境を構築
専用アドレスで通信⇒既存ネットワークのアドレス帯と重複せず、ポリシーを変更の必要なし

製品紹介サイト https://www.softbank.jp/biz/cloud/nw/onelayer/

ICTカテゴリ SSL-VPN

対象業種 指定なし 対象従業員規模 業種の指定なし 利用可能人数 指定なし

【製品概要】
• 専用エージェントをインストー
ルするだけで専用のネットワー
クに接続

• 物理構成に捉われないオー
バレイネットワークを実現

• 各端末を管理者ポータルから
集中管理可能

【システム構成】
• 各端末にエージェントをインス
トールするのみ

• 既存ネットワークをそのまま活
用可能本社 支社 ショップ

サイネージ

NetCloud
Perimeter

メインネットワーク

インターネット

既存網

分断されたネットワーク

NetCloud
Perimeter網

拠点ありきのNWを、拠点レスの仮想NWへ

・Ubuntu Server 12.04,14.04,16.04
・Cent OS6.4,6.5

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 お客様環境にて実施

トライアル費用 営業にご相談ください

トライアル期間 開通メールから60日

トライアル可能時期 いつでも

トライアル貸与数 営業にご相談ください

トライアル時導入
サポート・勉強会等

営業にご相談ください
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ソフトバンク

https://www.softbank.jp/biz/


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 無

トライアル費用 無

トライアル期間 無

トライアル可能時期 無

トライアル貸与数 無

トライアル時導入
サポート・勉強会等

無

導入実績・事例

・みずほ銀行の店舗外ATM用の通信回線
https://www.softbank.jp/corp/news/press/
sbkk/2019/20190606_01/

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 月額14,000円/回線～（税抜）

初期費用
最低利用期間1年: 12,000円/回線～（税
抜）
最低利用期間無：47,000円/回線～（税抜）

課金単位と期間
月額料金及び初期費用とも回線数単位。
最低利用期間は1年 or 無（選択可）

提供形態 ネットワーク回線サービス

購入先 ソフトバンク株式会社

決済方法 銀行振込、口座振替 など

製品名 Smart VPN Twinアクセス

製品概要
※150文字程度

法人向けネットワークサービス（WAN）のアクセス回線として、モバイル通信の活用ニーズは増える一方で、
モバイル通信だと品質が不安定であるという課題が存在します。
「Twinアクセス」とは、モバイル2回線をいずれもアクティブ状態で利用することでモバイル通信の安定化
を実現するモバイルアクセスサービスです。

製品紹介サイト https://www.softbank.jp/biz/nw/smartvpn/detail/twinaccess/

ICTカテゴリ ネットワークサービス

対象業種 指定なし 対象従業員規模 業種の限定なし 利用可能人数 制限なし

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/

1. モバイル品質の懸念を解消
パケットコピー技術（独自技術）による2系統ACTIVE利用で品質改善

2. Internet網経由のリスクを解消
モバイル網と直結させた、法人VPNサービスとして閉域性を確保

3.無線区間の状況把握を可能
SmartVPN Web（お客様用管理画面）で電波状態等を見える化

4. カンタン導入が可能
回線工事が不要で専用端末を置くだけで使用可能。イベントなどの
臨時・短期利用にも対応
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ソフトバンク
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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

〇 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

〇 生産性の向上

〇 自律・自己管理的な働き方

職場との連携強化

〇 仕事全体の満足度向上と労働意欲の向上

〇 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 -

トライアル費用 無料

トライアル期間 申込み月の翌月末まで利用可

トライアル可能時期 随時

トライアル貸与数
１回のお申し込みで最大3ライセン
スまで発行可能

トライアル時導入
サポート・勉強会等

-

会社名・製品に関するお問合せ先

TIS株式会社
https://www.tis.jp/inq/rw_query/?solt=s0142
0800-600-9810

導入実績・事例

・株式会社JTB様
・旭化成ネットワークス株式会社様
・旭化成ホームズ株式会社様
・株式会社アルプスピアホーム
など

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用

・ブラウザ版：1IDあたり年間12,000円（税
抜）
・PC版：1IDあたり年間9,900円（税抜）
・PC版：1IDあたり年間9,900円（税抜）
・モバイル版：1IDあたり年間7,200円（税抜）
上記以外のサービスについての価格は次ペー
ジに記載

初期費用 0

課金単位と期間 問合せ窓口にてご確認ください

提供形態 -

購入先 -

決済方法 問合せ窓口にてご確認ください

製品名 リモートワークス/RemoteWorks

製品概要
※150文字程度

「リモートワークス/RemoteWorks」は、パソコンやタブレット端末、スマートフォンを使って、外出先から社
内のPCへセキュアにアクセスできるSaaS型リモートアクセスサービスです。 リモートワークスなら社内シス
テムもそのまま利用でき、出張や移動中でも見積書作成や承認作業を行えるため業務の効率化を実現。

製品紹介サイト https://www.remoteworks.jp/

ICTカテゴリ 営業支援 /本人認証 / シンクライアント

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 制限なし
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TIS

https://www.tis.jp/inq/rw_query/?solt=s0142


UNB（超狭帯域）

2kHzの狭帯域で利用可能で

電波干渉に強い・高信頼性

特徴 ①

メッシュネットワーク

遠方にあるセンサーとの

通信の中継が可能
（区間あたりの距離：見通し10~20km）

ローパワー双方向通信

サーバーからのダウンリンク受信で

遠隔のファームアップデートも可能

特徴 ② 特徴 ③

スマートシティを実現する共通通信基盤イメージ

凸版印刷のLPWA ZETAであれば、広範囲のセンシングを活用したまちの共通通信基盤が構築可能です。

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 -

トライアル費用 -

トライアル期間 -

トライアル可能時期 -

トライアル貸与数 -

トライアル時導入
サポート・勉強会等

-

導入実績・事例

・ 埼玉県総合リハビリテーションセンターにおける
トイレの見守り実証実験
・ 大日養鯉場株式会社の養鯉場における実証実験
・ 京都「えきにし」地区スマートシティー実証実験

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 -

初期費用 -

課金単位と期間 -

提供形態 -

購入先 -

決済方法 -

製品名 LPWA ZETA

製品概要
※150文字程度

LPWA規格のひとつ、ZETAを活用し、職場のセンシングや施設管理が可能

製品紹介サイト https://www.toppan.co.jp/securities/solution/zeta.html

ICTカテゴリ 通信・ネットワーク

対象業種 限定なし 対象従業員規模 限定なし 利用可能人数 限定なし
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凸版印刷

会社名・製品に関するお問合せ先

凸版印刷株式会社 経営企画本部
デジタルビジネスセンター スマートシティ企画室
小林 浩希 hiroki_1.kobayashi@toppan.co.jp

https://www.toppan.co.jp/securities/solution/zeta.html
mailto:hiroki_1.kobayashi@toppan.co.jp


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 Office 365の試用環境

トライアル費用 無償

トライアル期間 ３０日間

トライアル可能時期 いつでも可能

トライアル貸与数 ２５ユーザー

トライアル時導入
サポート・勉強会等

オンラインにて提供

会社名・製品に関するお問合せ先

-

導入実績・事例

公開済み事例では「渋谷区」様の事例が公開され
ています。

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用

月額：￥2,170 /ユーザー (*参考価格）
(*) 2019年９月１３日時点の参考価格となります。貴社の最終的
な購入価格は、貴社のリセラー様により決定されます。マイク
ロソフトは、本情報に対して明示的、黙示的または法的な、い
かなる保証も行いません。
Office 365 E3 年間契約。Webからの直接サインアップの場合。
フル機能のデスクトップ版Officeアプリが含まれます。稼働率
99.9％の保証に加えて、Microsoftによる２４時間年中無休サ
ポートを利用できます。

初期費用
クラウドサービスのため初期費用なし
別途インテグレーターによる構成費が必要

課金単位と期間 月額単位

提供形態 クラウドサービス（SaaS)

購入先
弊社ライセンスソリューションプロバイダー
クラウドサービスプロバイダー

決済方法 請求書による支払いが可能

製品名 Microsoft Teams

製品概要
※150文字程度

Teams には、チャット、通話、ビデオ会議、ファイル共有、Office ファイルの閲覧、編集が集約されています。
チームで議論し、決定するのに最適なワークスペースです。
※インターネット接続前提のクラウドサービスです。インターネットに接続するデバイスが必要です。

製品紹介サイト https://products.office.com/ja-JP/microsoft-teams/group-chat-software

ICTカテゴリ コミュニケーション（グループウェア、スケジュール管理、会議室予約、Web会議、企業内SNS)

対象業種 その他 対象従業員規模 1、000人以上 利用可能人数 1、000人以上

◆ チャットベースのコミュニケーション

◆ Web会議

◆ スマホ、デスクトップ、ブラウザアクセス

◆ 人工知能を搭載（メッセージの翻訳、Web会議の文字おこし、
Web会議中の人物背景のぼかし）
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日本マイクロソフト

https://products.office.com/ja-JP/microsoft-teams/group-chat-software


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

サービス提供構成

トライアル貸出に関する情報

トライアル環境 なし

トライアル費用 無償（サービス利用料）

トライアル期間 1ヶ月間

トライアル可能時期 いつでも可

トライアル貸与数 制限はしていない

トライアル時導入
サポート・勉強会等

パラメータシート作成支援
セキュリティ勉強会

会社名・製品に関するお問合せ先

バリオセキュア株式会社
お問合せ先
https://variosecure.force.com/contact/s/

導入実績・事例

官公庁・大企業から数名規模の
営業所まで、規模を問わないサー
ビス提供が可能です。

導入実績7,100拠点以上
※2019年10月時点の実績

価格・ライセンス、提供形態等の情報

利用費用 サービス利用料

初期費用 オープン（¥70,000～）

課金単位と期間

基本サービス＋オプション機能毎の月額課金
（基本サービスの最低利用期間は1年、その後
は1ヶ月毎の自動更新。オプション機能の1ヶ
月単位で利用可能）

提供形態 オンプレミス、プライベートクラウド

購入先 基本パートナー企業経由（直接販売も可能）

決済方法 振込

製品名 マネージドセキュリティサービス

製品概要
※150文字程度

企業のゲートウェイセキュリティ対策を一括アウトソーシング
・自社開発、製造の専用機器（VSR-Vario Secure Router）を利用し、運用・保守サービスをメーカ自ら
提供
・ネットワーク、セキュリティ等の豊富なオプション機能を必要な時に必要なものだけ利用可能

製品紹介サイト https://www.variosecure.net/

ICTカテゴリ 導入・運用サポート

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

豊富なオプション機能より、お客様ニーズに合わせた
オプション追加によるサービス利用が可能
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バリオセキュア

https://variosecure.force.com/contact/s/

