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新しいセキュリティサービスも加わり、
お客様のビジネス環境はより安心、安全に。

中小オフィス向け IT支援サービス

オプション

中小オフィス向けＩＴ支援サービス「HOME」タイプ別サービス構成
クラウドストレージ、情報共有、情報セキュリティ対策など多彩なサービスメニューより目的に応じたタイプを選択できます。

クラウドストレージ

セキュリティ

インターネット接続サービス

□HOME-BOX2

□HOME Link機能
□自動アップロード機能

サービス内容

□自社ドメイン取得・維持
□自社ドメインメール／Web／DNS
□アクセス分析

□メールウイルスチェック
□迷惑メールフィルタ
□WebMail

サービス内容

クラウドストレージ／グループウェア サービス内容

□スケジュール
□設備・備品予約
□掲示板
□ビジネスチャット
□タスク管理
□HOME-BOX2

□リモートアクセス　　□VPN　　□HOME クライアントセキュリティ Powered by ESET　　□AOSBOX

HOME-CC

サービス内容

□契約管理
□コンタクトセンター
□リモートツール
□機器管理自社ドメイン
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タイプ-CD/CS

クラウド型名刺管理タイプ-AU MDM・簡易資産管理タイプ-AM

Office 365タイプ-O

不正サイト

ウイルス

スパムメール

HOME-UNIT

HOME-Network Sensor

□ファイアウォール
□アンチウイルス
□アンチスパム
□Webフィルタリング

サービス内容

不正端末

タ
イ
プ-
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S

サービス内容

□不正接続検知・遮断

■   type-U3/U3 Pro
■   type-R
■   type-NS
■   type-AP
■   type-S2
■   type-M/W/D
■   type-CD/CS
■   type-AU
■   type-O
■   type-AM
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スパムメール

ウイルス

HOME
コンタクトセンター

ウイルス

新たに加わったセキュリティサービスによってお客様の選択肢が広がります。

ネットワークセキュリティを強化し、安心のビジネス環境をご提供します。

また、あわせてクラウドサービスをご利用頂くことでワークスタイルの変革、業務の効率化が加速します。

ビジネスシーンに安心と効率化を提供する新たなサービスが続々誕生していきます。

□スマートデバイス連携 □VPN・RAS □クラウドストレージ

スマートデバイスの浸透で
大きく変革するワークスタイル。
モバイル環境でのビジネスニーズに
応えるクラウドサービス。

社内ネットワークが日々直面している
新たなリスクから貴重なIT資産を守る
セキュリティーサービス。

□メール □ホスティング □ITサポート

業務に大きな影響を与える
ネットワークトラブルによるダウンタイム。
専門知識が必要なIT管理をリモートで
簡単にクラウドを活用するための支援。

スピードと正確性が求められる
ビジネス・コミュニケーション。
　場所を選ばず、情報共有を可能にする
　　　グループウェアサービス。

□PORTAL □SFA・CRM □Document Solution

業務の効率化業務の効率化

離れた拠点のHOME-UNIT同士を結ぶ
仮想プライベートネットワーク（VPN)を
構築できます。本社のサーバーで稼働
している業務アプリケーションに、離れ
た支店からデータを入力できます。

VPN

自宅や外出先など社外から安全に社内
ネットワークに接続できます。社内のファ
イルサーバーのデータを社外から参照し
たい場合などにご利用いただけます。

リモートアクセス

クラウド上で電子データを共有・管理する
ためのストレージです。 imageRUNNER 
ADVANCEでスキャンした紙文書や受信
したファクス文書を電子化してクラウド上
に安全に格納することで、外出先でもパ
ソコンやスマートデバイスなどからデー
タを閲覧することが可能です。また、フォ
ルダやファイルごとにアクセス権を付け
たり、全文検索や更新通知、版管理、イン
デックス機能などもご利用いただけます。

HOME-BOX2

HOME-BOX2、HOME-PORTALはス
マートフォンからもご利用いただけます。

スマートフォン対応

パソコン内の指定ディレクトリ下にある
ファイルを自動的にHOME-BOX2にアッ
プロードすることができます。

自動アップロード機能

受信メールを監視し、スパムメールに
タグ付けします。

アンチスパム

社内ネットワークの電子メールやWeb
閲覧を監視し、ウイルスやスパイウェア
による被害を未然に防ぎます。

ゲートウェイセキュリティ

Windows PCのウイルスやスパイウエアによる被害を未然に防ぎます。

HOME クライアントセキュリティ Powered by ESET

ネットワークを監視し、インターネット
経由の不正な通信を遮断します。

ファイアウォール

悪意ある通信やP2Pソフトの通信を
ブロックします。

不正侵入検知・防御

インターネットの閲覧を監視し、不正
Webサイトへのアクセスを制限します。

Webフィルタリング

■ HOME-PORTAL

HOME-UNIT

社内全体に公開したい情報発信に活用
できます。またファイルを添付したり、掲
示期間を設定することも可能です。

掲示板

お客様の名刺管理をクラウドでお手伝
いします。スキャンするだけで名刺情報
をデジタル化し、パソコンやスマートデ
バイスで名刺管理ができます。

クラウド型名刺管理

自分の仕事の管理や、自分から他の
ユーザーに依頼した仕事を管理するこ
とができます。また、スケジュール機能
と連動した期日管理や、チャット機能と
連動してタスク関係者とコミュニケー
ションをとることができます。

タスク管理

ワークスタイルの変革ワークスタイルの変革

インターネットへの接続環境をご提供し
ます。可変IPアドレス又は固定IPアドレ
スの2つのタイプを用意しています。

インターネット接続

操作設定などのお問い合わせに、電話、
ファクス、メールで対応いたします。

HOMEコンタクトセンター

個人やグループのスケジュールを日/週
/月の単位で表示することができます。
また、定期スケジュールや、予定の開催
通知、会社の休日などを登録することも
可能です。

スケジュール

会議室や社有車など、設備や備品をス
ケジュール機能と連動して予約すること
ができます。

設備/備品予約

ユーザー間のコミュニケーションをリア
ルタイムにおこなうことができます。
HOME-BOX2に格納された新着ファイ
ルをチャット画面で表示することもでき
ます。

ビジネスチャット

コンタクトセンターではセキュアなツー
ルでお客さまのパソコンをリモートで操
作し、設定サポート、操作説明、障害切り
分けを行います。

リモートツール

ご利用中の契約を一元管理いたします。

契約管理

外部クラウドサービスを組込む機能
です。シングルサインオンに対応して
います。

HOME Link機能

IT Support

OPTION

OPTION

OPTION

Android、iOSデバイスの資産管理、マネ
ジメント機能をご利用いただけます。ア
プリケーションの使用制限や、紛失や盗
難時に安心のリモートワイプ機能など、
スマートデバイスの安全な利用をサポー
トします。

モバイルデバイス
マネジメント（MDM）

HOME-UNIT故障時の交換対応や、
バージョンアップを実施いたします。

機器管理

パソコンのOSバージョンやアプリケー
ション、ウイルス定義ファイルのバー
ジョン等の詳細情報を管理します。

簡易資産管理

自社ドメインのメール環境を提供いたし
ます。Webメールにも対応しています。

メールホスティング

自社ドメインでWebサイトを安心・安全
に開設できます。

Webホスティング

ファイルサーバーと比べて手薄になり
がちな個人パソコンデータのバックアッ
プを簡単に自動化するサービスです。
データはクラウド上に保管されるので、
災害対策としても活用いただけます。

AOSBOX OPTION

ITインフラ＆サポートITインフラ＆サポート
□UTM □BCP対策 □資産管理・MDM 
□エンドポイントセキュリティ

リスクマネジメントリスクマネジメント

■ ネットワークマップ（簡易資産管理）

業務に必要不可欠なOfficeアプリケー
ションを月額料金で利用できます。アッ
プグレードの手間なく常に最新バージョ
ンが利用可能です。
※提供するサービスはOffice 365 Businessとなります。

オフィススイート

パソコンや端末のネットワークへの接
続をセンサーにより検出し、設定に
従って不正なパソコンや不正端末を
遮断・排除します。

不正接続検知・遮断
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