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Network All Cloud シリーズ

Network All Cloud 導入前 Network All Cloud 導入後
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セキュリティを重視する法人企業へ多数供給。

支える技術[amigram]は、
情報サービス産業協会(JISA)で

を受賞『JISA Awards 2020』

Network All Cloudは、3,700社を超える実績
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Network All Cloudは、行政/団体のガイドラインにも準拠したハイセキュアなサービス。
業種・業態問わず、すべての法人企業様で安心して御利用いただけます。

各種ガイドラインに準拠した、セキュリティ

日本建設業連合会
「建設現場ネットワークの 構築と
運用ガイドライン(2020年11月 改訂版) 」

文部科学省
「教育情報セキュリティポリシーに
関するガイドライン(令和4年3月)」

内閣官房（内閣サイバーセキュリティセンター）
「政府機関等の対策基準策定のための
ガイドライン(令和3年度版・改訂版) 」

総務省
「クラウドサービス提供における
情報セキュリティ対策ガイドライン(第3版)」

厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン第5.2版(令和4年3月)」

総務省/経済産業省
「医療情報を取り扱う情報システム
・サービスの提供事業者における
安全管理ガイドライン(令和2年8月)」

公共・民需

教育

医療

建設
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無線LANの良いところ
ビジネス無線LANをクラウドから設計構築/運用するネットワーククラウドサービスです。
オフィスや店舗/工場/学校/病院などあらゆるWiFi環境を快適安全に運用します。

オフィス 店舗 学校 ホテル病院 工場

クラウドLAN
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無線LANの良くあるお悩み

干渉がひどくて不安定になる 老朽化していて通信が遅い

無線利用が増えてキャパ不足
導入した後に、どんどん利用者が増えてきて
以前よりも通信が遅くなってしまった。

無線を導入した当初は快適に利用できていたが
近隣にオフィスが出来て接続が不安定になって
しまった。

多拠点の無線の管理が大変
当初は本社利用だけだったのに、拠点でも
無線を導入することになり、管理者が全て
を管理しきれなくなってしまった。

かなり昔に無線を導入したので、
規格が古くて最近になって通信が遅い。
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サービスの特長

• 自動ファーム更新
• セパレータ機能
• MAC機能/RADIUS連携
• ステルス機能

複雑な設計/構築作業は不要
運用作業は管理センターが代行

ゼロコンフィグで導入1

無線LAN通信の不安定さを回避
不通や干渉の原因を特定＆改善

「繋がらない」を解消2

ビジネスに必須の各種セキュリティ設定を網羅

ビジネスセキュリティを実現3

ビジネスシーンに応じたモデルを取り揃えております

多彩なラインナップ4

ベーシック
Free Wi-Fi

を想定

スタンダード
小中規模オフィス

を想定

ハイセキュア
大規模オフィス

を想定
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センターマネジメント
構築と運用をワンパッケージでご提供致します
運用作業は管理センターが代行して行うため、
コマンドの入力や設定は不要です

障害復旧

 電話・メールでの障害切り分け

 無線アクセスポイントの死活監視

 ログの記録/保管

 機器故障時の代替機器送付
※先出しセンドバック

通信安定とセキュリティ

 切断/遅延の回避

 干渉波フィルタリング

 チャネルチューニング

 ステルスモードの適用

 AD/RADIUS認証など

運用代行

 初期設定/導入/構築

 セキュリティ設定

 デバイス毎の接続設定相談

 MACアドレス登録、変更、削除

 ファームウェアのアップデート

1 ゼロコンフィグで導入

クラウド
管理センター

※ ベーシックタイプは除く
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Hypersonixなら、電波チャネルの変更を
アクセスポイントごとに個別設定できます

チャネルチューニング 干渉波フィルタリング
他機器が発する電波と干渉すると、無線通信は不安定に
なりがちです。干渉波フィルタリング機能を使って、
他機器からの電波干渉をカットします。

Hypersonixなら、別APにスムーズに切り換わる
ローミングアシスト機能※に対応しています

対応はハイセキュアタイプのみ

※薄い電波を断ち切って最寄りの強い電波を捉える機能

同チャネルで電波がバッティング。
速度低下＆切断が頻繁におきていた。

電波が干渉していた,,,

電波同士が衝突しないように
チャネルを適切に切換え
⇒通信が安定した。

スッキリ解消できた！

11ch

11ch11ch

電波干渉発生

従来の無線LAN

2

電子レンジ コードレス電話

6ch

11ch1ch

チャネル切り替え
で快適

「繋がらない」を解消
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不安定要因の発見と対処
無線通信が安定しない原因は多数存在します。
専門の管理者でない限り、その原因発見と対処は相当の
手間...。Hypersonixなら、専門スタッフがクラウドから
適切に調整します。

デバイスサポート
端末の多様化は今後も加速していきます。しかし同時にそ
れぞれの端末接続のサポートは管理者にとって悩みの種...。
Hypersonixのヘルプデスクが、具体的な技術的支援を
行います。

アクセスポイントの登録情報 / 
SSIDの登録情報 / MAC認証情報 / 
クライアント接続状況 / 各種ログ情報

Hypersonixなら接続状況や電波の強弱を
専用Viewer で参照可能です

もしかしたら
他機器か他テナント
との干渉か??

接続が不安定だな…
原因は周波帯?
それとも電波幅？

2

Windows MAC iOS Android

「繋がらない」を解消
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自動ファーム更新 セパレータ機能
セキュリティホールをふさぐファームの適用は、
セキュリティの必須行為。しかし実際のアクションは困難...
Hypersonixなら、最新のファームを自動適用します。

Wi-Fiルーターに同時に接続している端末同士のアクセスを
禁止します。共有フォルダへのアクセスを防げるため、
利用者のセキュリティ保護が実現します。

Hypersonixなら同一セグメント間の通信を遮断する
機能も実装。内部デバイス間を相互通信させずに許可
された端末のみ接続させることが可能です。

3

アクセスポイントを
通じた他PCからの
覗き見を禁止

ビジネスセキュリティを実現
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HypersonixならVLAN機能でネットワーク分割も可能。
業務用無線LANとゲストWiFiの分割をサポートします。
またSSIDごとに帯域を調節することも可能です。

MAC機能/RADIUS連携 ステルス機能
SSIDが見えるだけで外部からの攻撃リスクは増大...
Hypersonixなら、ステルス機能で外部から不可視化します。

SSID認証
アクセスポイントに接続できるユーザーを限定

MAC認証
許可された端末のみ無線LANへ接続を許可

AD/RADIUS認証
認証基盤を利用して、ユーザー単位で
ネットワークアクセスを制御

3 ビジネスセキュリティを実現

? ?

承認 未承認



© AMIYA Corporation 13

アクセスポイントの種類 クラウドPoEスイッチ
無線LANの不調はアクセスポイントではなく、
上位のスイッチが原因であることも...。
PoEスイッチとアクセスポイントをトータルでサポートします。

ハイセキュア
大規模オフィス向け

スタンダード
小中規模オフィス向け

ベーシック
Free Wi-Fi向け

機器のスペック不足が原因で、通信が遅くなることもしばしば...。
Hypersonixなら、ビジネスシーンにあった機器を3タイプから
選定できます。

Hypersonixなら本社はハイセキュア、支社はス
タンダードのような拠点ごとの使い分けも可能。

PoEでの電源供給なので電源配線（コンセント、
電源ケーブル、ACアダプター）が不要です。

無線LANアクセスポイント

クラウドスイッチ

8ポート 150W / 24ポート 250W

4 多彩なラインナップ
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※ インターネット回線障害などの理由で、クラウド管理センターよりアクセスポイント/スイッチを制御できない場合、お客様に機器
の再起動をお願いすることがあります。

迅速なスタートが導入から稼働まで簡単3ステップ

STEP1 STEP2 STEP3

クラウド
管理センター

ヒアリングシート
を記入

アクセスポイント
が届く

LAN
につなぐ

情報を管理センター
に登録 初期設定済みの

アクセスポイントを発送

アクセスポイントが
自動的にセンターに確認

その後センターが通信を許可

認証後
サービス開始



導入
事例
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店舗 編

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス様

電波干渉しやすい複合商業施設内でも安定したWi-Fi環境を整備

市販機の導入を進めていたが、電波干渉を考慮しておらず、
ネットワークトラブルが相次いでいた。

課題

他テナントとの電波干渉を回避し、安定化に成功。
さらにそれを維持できるWi-Fiマネジメント体制を獲得。

導入効果



導入
事例
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多拠点
事務所編

株式会社熊谷組様

煩雑な手間と時間を一気にアウトソース！ 本来の情シス業務に専念出来る様に

作業所含め300拠点分全てのIT機器の選定から調達、設定、管理、
障害対応等を情シス部門で行っており負担が大きかった。

課題

NW機器のキッティングから設定、障害対応まで全て委託。
情シス部門の負担削減に貢献。

導入効果

経営企画本部
経営企画部IT企画G 部長
鴫原功氏
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Wi-Fi6モデルリリース！
Wi-Fiの最新規格であるWi-Fi6 (IEEE802.11ax) に対応したHypersonixWi-Fi6モデルをリリース！
より高速で安定した通信を実現します。

対応ラインナップ

Wi-Fi6 3つの新技術

ハイセキュア
大規模オフィス向け

スタンダード
小中規模オフィス向け

ベーシック
Free Wi-Fi向け

① 1024QAM符号化方式

1度に伝える情報を
8ビットから10ビットに

② MU-MIMO

複数端末からAPへ
同時に送信可能に

③ OFDMA

１つのチャネルを複数
ユーザーで共有可能に

※MU-MIMOに関しましては
ハイセキュアタイプ未対応となります。

10bit（2
10
＝1024）
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大規模オフィス向けWi-Fi6モデル

●管理画面 対応
●最大通信速度※1

● 同時接続台数 ：30台※推奨台数

2.4GHz : 573.5Mbps
5GHz : 2402Mbps

SSID ステルス MACフィルタ 外部認証連携 VLAN

7つまで ◎ SSIDあたり、
4,000件まで ◎ ◎※タグVLAN

無線セパレータ DHCP機能 プロキシ対応 ゲストWiFi OpenID認証

◎ ◎ ◎ △※2 ×

■セキュリティ設定

■スペック

無線
通信

規格 IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g

バンド選択

5GHz 802.11ax/ac/n/a [W52、53、56 
※3] DFS 対応

2.4GHz 802.11ax/n/b/g 暗号化 AES

5GHz/2.4GHz同時使用可 認証 IEEE802.1X/EAP-TLS、TTLS、PEAP

802.11ax
機能

2.4 GHz：2(TX)×2(RX) MU-MIMO 2ス
トリーム
5GHz：4(TX)×4(RX) MU-MIMO 4スト
リーム、DL/UL MU-MIMO セキュ

リティ

ステルス機能、他APのぞき見防止

帯域幅
20MHz/40MHz/80MHz/160MHz

WPA/WPA2/WPA3 (Personal AES)、
WPA/WPA2 (Enterprise AES)、
WPA3(Enterprise GCMP-256）

ネットワーク通信 LAN/PoEコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T/2.5GBASE-T 2ポート ※4
全二重/半二重/極性自動認識

※1 最大通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。
また、お客様の無線環境によっても変動します。

※2 上位NW機器との連携が必要となります。
※3 W52、W53は屋外使用不可。W56は屋外使用可能
※4 2.5GBASE-TはLAN1のみ

ハイセキュアタイプ
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中小規模オフィス向けWi-Fi6モデル

●管理画面 対応※1

● 最大通信速度※2

● 同時接続台数 ：25台※推奨台数

2.4GHz : 573.5Mbps
5GHz : 4800Mbps

SSID ステルス MACフィルタ 外部認証連携 VLAN

4つまで ◎ SSIDあたり、
128件まで ◎ ◎※タグVLAN 

無線セパレータ DHCP機能 プロキシ対応 ゲストWiFi OpenID認証

◎ × × △※3 ×

■セキュリティ設定

■スペック

無線
通信

規格 IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g

バンド選択

5GHz 802.11ax/ac/n/a [W52、53、56 ※4] DFS 対応

2.4GHz 802.11ax/n/b/g 暗号化 AES

5GHz/2.4GHz同時使用可 認証 IEEE802.1X/EAP-TLS、TTLS、PEAP

802.11ax
機能

2.4 GHz：2(TX)×2(RX) UL MU-MIMO 
2ストリーム
5GHz：4(TX)×4(RX) DL/UL MU-
MIMO 4ストリーム セキュ

リティ

ステルス機能、他APのぞき見防止

帯域幅
20MHz/40MHz/80MHz/160MHz

WPA/WPA2 (Personal 
AES/Enterprise AES)
WPA3 (Personal AES)

ネットワーク通信 LAN/PoEコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 1ポート
（IEEE802.at）
全二重/半二重/極性自動認識

スタンダードタイプ

※1 条件付きでのご提供となります。
※2 最大通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。

また、お客様の無線環境によっても変動します。
※3 上位NW機器との連携が必要となります。
※4 W52、W53は屋外使用不可。W56は屋外使用可能
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Free Wi-Fi向けWi-Fi6モデル

●管理画面 対応※1

● 最大通信速度※2

● 同時接続台数 ：20台※推奨台数

2.4GHz : 574Mbps
5GHz : 1200Mbps

SSID ステルス MACフィルタ 外部認証連携 VLAN

3つまで ◎ SSIDあたり、
128件まで × ×

無線セパレータ DHCP機能 プロキシ対応 ゲストWiFi OpenID認証

◎ ◎ × ◎ ◎

■セキュリティ設定

■スペック

無線
通信

規格 IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g

バンド選択

5GHz 802.11ax/ac/n/a [W52、53、56 ※3] DFS 対応

2.4GHz 802.11ax/n/b/g 暗号化 AES

5GHz/2.4GHz同時使用可 認証 -

802.11ax
機能

2(TX)×2(RX) MU-MIMO 2ストリーム
セキュ
リティ

ステルス機能、他APのぞき見防止

帯域幅
20MHz/40MHz/80MHz WPA2/WPA3 (Personal AES)

ネットワーク通信 LAN/PoEコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T/2.5GBASE-T 1ポート（IEEE802.at）
全二重/半二重/極性自動認識

ベーシックタイプ

※1 条件付きでのご提供となります。
※2 最大通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。

また、お客様の無線環境によっても変動します。
※3 W52、W53は屋外使用不可。W56は屋外使用可能



21© AMIYA Corporation

クラウド管理NWカメラ
もしもの時の証跡管理や、集客状況の確認等に必要不可欠なネットワークカメラ。
網屋では、セキュアなAIカメラソリューションをワンパッケージで提供します。

ハイブリッドなAIカメラを
ワンパッケージでご提供！

AIカメラ活用シーン

来場者/集客状況の分析
マーケティング

来店者の動線や
商品売れ行きの確認

トラブル時の
証跡管理と検知

AIカメラで来店者の年齢、性別を把握。
集客状況の詳細を把握可能。

AI画像認識と音声識別機能で本部へ
リアルタイムに通知可能。

入店から退店までの来店者の動線や
立ち止まり時間を分析、可視化が可能。
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※スタンダードタイプのみの対応です。
※多段が増える度に通信速度が低下します。
※記載の通信速度は弊社検証環境での測定値となります。

速度を保証するものではありません。

メッシュWi-Fi
メッシュ機能により、LANケーブルの配線不要で無線LANエリアを拡張します。
電波状況に応じて親機となる無線APを自動で選択するため、安定した通信を実現します。

【1段目】
120M～130Mbps

【2段目】
70M～80Mbps

LAN配線が無くても
親機の電波をキャッチして
Wi-Fi用の電波を飛ばします

より安定した電波を自動選択

※推奨は２段まで
(最大3段まで)

多段での中継も可能！

V-sonic スタンダードタイプ
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ルータ/スイッチ/APのクラウド統合管理を実現します。
機器のステータスやアプリケーション単位の通信量など
ネットワーク全体の情報を確認できます。

※スタンダードタイプのみ対応します。
※運用はセンターで行います。
※管理画面ご利用の際の推奨ブラウザ：Google Chrome（最新バージョン）

•全ポートがPoE対応
•クラウドから設定変更や稼働監視が可能
•各ポートの通信情報を取得可能
（トラフィック量、PoE給電量、接続クライアント情報など）

◇8ポート(上)
外形寸法： 204(縦)×235(横)×43(高さ) mm
質量： 1.65 kg

◇24ポート(下)
外形寸法： 285.4(縦)×485(横)×43.7（高さ) mm
質量： 4.7 kg

PoE対応クラウドスイッチ 統合管理

V-switch
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無線LANのセキュリティ対策には、デジタル証明書を使った認証がオススメ。
安全性と運用性の両面で優れ、悪意あるユーザー・不適切な端末の侵入を防ぎます。
ソリトンシステムズ社が提供する認証サービス OnegateとHypersonixは連携し、
デジタル証明書の認証基盤をスピーディに構築することが可能です。

1. ネットワーク経由でデジタル証明書を安全に配布する。
2. 無線アクセスポイントと連携してデジタル証明書による認証を行う。

認 証
デジタル証明書による認証

• Onegateは「デジタル証明書による認証」(EAP-TLS)に
対応する認証サービスです。

• ゼロコンフィグのEPS-edgeで802.1X認証を手早く導入します。

管 理
• ユーザ/デバイスごとに発行されるデジタル証明書の管理
（アカウント作成/配布/更新/失効）を低負荷で導入できます。

• 認証に使用するデジタル証明書を安全かつ効率的に配布す
る仕組みもあわせて提供します。

管理用Webサイト

不正
対策

• ユーザ/デバイスごとに個別の情報で認証されるため、社員
の持ち込みデバイスが接続されるなどのシャドーIT対策を
実現します。

• 退職や異動、デバイスの紛失時にも迅速に該当アカウント
の消去が可能です。

シャドーIT対策

エンタープライズ向け無線LAN認証
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自由なSSID
お店の名前で電波を飛ばせるので、

利用者も一目でわかります。

サインイン画面カスタム
ブランドに合わせてデザインも自由自在、

モバイルにもPCにも使える
テンプレートをご用意しています。

サインイン後の遷移先設定
WiFiサインイン後に、お店の
Webサイトを表示したり、

SNSページをご紹介したり。

WiFiサインインシステム

利用者は自分のSNSアカウントでログインするだけ。
Free WiFiの利用時にネックとなっていたユーザー登録やパスワードの配布、利用者のログ管理まで全ての手間から解放されます。

※OpenID認証はベーシックタイプのみ対応しています

SNSで誰でも簡単に
WiFiが利用できる

OpenID(SNS)認証



26© AMIYA Corporation

SNS認証用
RADIUSサーバ

SNSアカウントでのログインや
メールアドレス認証をするための
認証サーバをHypersonixが提供します

フリーWiFiの提供には、個人を特定する認証環境が推奨されています。
HypersonixのOpenID認証オプションを使えば、サービス展開に必要となる多くの機能を
設備の準備やシステム設計をすることなく、極めてスピーディーに利用できるようになります。

認証Webページ用
Webサーバ

ログイン画面用のWebサーバもご用意。
自ブランドSSIDが可能で、ログイン画面も
自由にデザインできます。
指定の広告ページに誘導も可能です。

＋

アナリティクス
（統計/制御）

国別/言語別統計グラフの表示/レポート
一回あたりのWiFi利用時間の制限などが可能

＋

※ OpenID認証に使用するSNS側ログインAPIの発行はお客様での作業が必要です。
※ API発行作業の委託は別途費用で承ります。

DBサーバー webサーバー

OpenID(SNS)認証
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アナリティクス

１日単位でのアクセス数やSNS別/国籍別
/言語別の接続統計をグラフ化します

利用時間制限

ひとり当たりのWiFi利用時間を制限します
/１回あたりの利用時間 /
/１日あたりの利用回数 /

選べるSNS

メール認証/SNS/チャットは
任意で必要なものだけを設定可能

工事不要

クラウド型OpenID認証で認証サーバも接続
画面も工事不要・設定不要で完結

OpenID(SNS)認証
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タイプ別提供機能

※1 条件付きでのご提供となります。また、推奨ブラウザはGoogle Chrome（最新バージョン）となります。
※2 条件付きでのご提供となります。
※3 最大通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。また、お客様の無線環境によっても変動します。
※4 上位NW機器との連携が必要となります。
※5 MACフィルタ変更、ネットワークパラメータ設定変更、SSID変更等が含まれます。

ハイセキュアタイプ スタンダードタイプ ベーシックタイプ

利用環境 大・中規模オフィス 中・小規模オフィス 小規模オフィス・店舗

管理画面 ◎ ◎※1 ◎※2

スペック
無線規格 IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g

最大通信速度※3 2.4GHz : 573.5Mbps
5GHz : 2402Mbps

2.4GHz : 573.5Mbps
5GHz : 4800Mbps

2.4GHz : 574Mbps
5GHz : 1200Mbps

推奨同時接続台数 30台 25台 20台
干渉波フィルタ ◎ × ×

セキュリティ設定
SSID 7つまで 4つまで 3つまで
ステルス ◎ ◎ ◎
MACフィルタ SSIDあたり、4000件まで SSIDあたり、128件まで SSIDあたり、128件まで
外部認証連携 ◎ ◎ ×
VLAN ◎※タグVLAN ◎※タグVLAN ×
無線セパレータ ◎ ◎ ◎
DHCP機能 ◎ × ◎
プロキシ対応 ◎ × ×
ゲストWiFi △※4 △※4 ◎
OpenID認証 × × ◎

保守運用
機器監視 ◎ ◎ ◎
設定変更依頼※5 無制限 無制限 5回/月まで
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V-sonic スペック表

法人向けに最適なハードウェア品質
●取付け金具で壁や天井裏などにも設置可能 ●電源工事が不要なPoE給電に対応 ●高性能CPUを使った高速スループット
※ W52、W53は屋外使用不可。W56は屋外使用可能。

ハイセキュアタイプ スタンダードタイプ ベーシックタイプ
無線通信 規格 IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g

バンド選択 5GHz 802.11ax/ac/n/a 
[W52、53、56 ※]

5GHz 802.11ax/ac/n/a 
[W52、53、56 ※]

5GHz 802.11ax/ac/n/a
[W52、53、56 ※]

2.4GHz 802.11ax/n/b/g 2.4GHz 802.11ax/n/b/g 2.4GHz 802.11ax/n/b/g

5GHz/2.4GHz同時使用可 5GHz/2.4GHz同時使用可 5GHz/2.4GHz同時使用可

802.11ac機能 2.4 GHz：2(TX)×2(RX) MU-MIMO 2スト
リーム
5GHz：4(TX)×4(RX) MU-MIMO 4ストリー
ム、DL/UL MU-MIMO

2.4 GHz：2(TX)×2(RX) UL MU-MIMO 2ス
トリーム
5GHz：4(TX)×4(RX) DL/UL MU-MIMO 4
ストリーム

2(TX)×2(RX) MU-MIMO 2ストリーム

帯域幅
20MHz/40MHz/80MHz/160MHz

帯域幅
20MHz/40MHz/80MHz/160MHz

帯域幅
20MHz/40MHz/80MHz

DFS 対応 対応 対応

暗号化 AES AES AES

認証 IEEE802.1X/EAP-TLS、TTLS、PEAP IEEE802.1X/EAP-TLS、TTLS、PEAP -

セキュリティ ステルス機能、他APのぞき見防止 ステルス機能、他APのぞき見防止 ステルス機能、他APのぞき見防止

WPA/WPA2/WPA3 (Personal AES)、
WPA/WPA2 (Enterprise AES)、
WPA3(Enterprise GCMP-256）

WPA/WPA2 (Personal AES/Enterprise 
AES)
WPA3 (Personal AES)

WPA2/WPA3 (Personal AES)

ネットワーク通信 LAN/PoEコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T/2.5GBASE-T 2ポート
全二重/半二重/極性自動認識

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 1
ポート（IEEE802.at）
全二重/半二重/極性自動認識

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T/2.5GBASE-T 1ポート（IEEE802.at）
全二重/半二重/極性自動認識
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価格表アクセスポイント

サポート時間は平日9時～17時の電話/メールの対応となります。
通信規格変更による筐体の変更は、別途費用が必要です。
初期費用には機器購入費と登録料が含まれます。レンタルモデルは登録料のみ

となり、機器を貸与致します。
レンタルモデルは最低1年間のご契約が前提となります。
サービス料には機器保守、運用代行、サポートが含まれます。

※価格はすべて税別です

24-365オプションは、CE（カスタマーエンジニア）による対応となります。
そのため、24-365オプションのサポート提供範囲は、標準サポート提供範囲のうち、
ファームウェアの自動更新 / MACアドレスの追加・変更・削除 /SSIDの設定変更 /
障害監視・対応 /カスタマーサポートとなります。

※障害対応はCEによる一次切り分けまでとなります。
※故障時、またはSEによるサポートや対応を要する場合は翌営業日の対応となります。

■ベーシックタイプ（Wi-Fi6モデル）

品名 数量(台)
初期費用 サービス料(月額) 24-365オプション(月額)

型番 価格 型番 価格 型番 価格

V-sonic type-M 1 HS-VSTM6-E101 ¥55,000 HS-VSTM6-M ¥1,500
HS-VSFS-M6 ¥390

V-sonic type-M[レンタル] 1 HS-VSTM6-I ¥5,500 HS-VSTM6-R ¥4,200

■スタンダードタイプ（Wi-Fi6モデル）

品名 数量(台) 初期費用 サービス料(月額) 24-365オプション(月額)
型番 価格 型番 価格 型番 価格

V-sonic type-ST 1 HS-VSTT6-U6P ¥90,000 HS-VSTT6-M ¥2,000
HS-VSFS-T6 ¥650

V-sonic type-ST[レンタル] 1 HS-VSTT6-I ¥5,500 HS-VSTT6-R ¥6,700
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価格表アクセスポイント
※価格はすべて税別です

サポート時間は平日9時～17時の電話/メールの対応となります。
通信規格変更による筐体の変更は、別途費用が必要です。
初期費用には機器購入費と登録料が含まれます。レンタルモデルは登録料のみ

となり、機器を貸与致します。
レンタルモデルは最低1年間のご契約が前提となります。
サービス料には機器保守、運用代行、サポートが含まれます。

24-365オプションは、CE（カスタマーエンジニア）による対応となります。
そのため、24-365オプションのサポート提供範囲は、標準サポート提供範囲のう
ち、ファームウェアの自動更新 / MACアドレスの追加・変更・削除 /SSIDの設定
変更 /障害監視・対応 /カスタマーサポートとなります。

※障害対応はCEによる一次切り分けまでとなります。
※故障時、またはSEによるサポートや対応を要する場合は翌営業日の対応となります。

■ハイセキュアタイプ（Wi-Fi6モデル）
802.11ax（Wi-Fi6）に対応した新規格無線アクセスポイント。
Wi-Fi6でより高速に、より安定するとともに、WPA3対応でセキュリティも向上。

品名 数量(台)
初期費用 サービス料(月額) 24-365オプション(月額)

型番 価格 型番 価格 型番 価格

V-sonic type-L 1 HS-VSTL6-F13 ¥128,000 HS-VSTL6-M ¥3,000
HS-VSFS-L6 ¥820

V-sonic type-L[レンタル] 1 HS-VSTL6-I ¥5,500 HS-VSTL6-R ¥9,000
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価格表スイッチ

■PoEタイプ
※価格はすべて税別です

品名 数量(台)
初期費用 サービス料(月額) 24-365オプション(月額)

型番 価格 型番 価格 型番 価格

V-switch type-UE08P 120W 1 HS-SWTS-UE08P ¥190,000 HS-SWTS-UE08P-M ¥3,800
HS-VSWFS-

UE08P ¥950
V-switch type-UE08P 120W[レンタル] 1 HS-SWTS-UE08P-I ¥5,500 HS-SWTS-UE08P-R ¥14,820

V-switch type-UP24P 400W 1 HS-SWTL-UP24P ¥272,000 HS-SWTL-UP24P-M ¥5,440
HS-VSWFS-

UP24P ¥1,430
V-switch type-UP24P 400W[レンタル] 1 HS-SWTL-UP24P-I ¥5,500 HS-SWTL-UP24P-R ¥19,040

サポート時間は平日9時～17時の電話/メールの対応となります。
初期費用には機器購入費と登録料が含まれます。レンタルモデルは登録料のみ

となり、機器を貸与致します。
レンタルモデルは最低1年間のご契約が前提となります。
サービス料には機器保守、運用代行、サポートが含まれます。

24-365オプションは、CE（カスタマーエンジニア）による対応となります。
そのため、24-365オプションのサポート提供範囲は、標準サポート提供範囲のうち、
ファームウェアの自動更新 / 障害監視・対応 / カスタマーサポートとなります。

※障害対応はCEによる一次切り分けまでとなります。
※故障時、またはSEによるサポートや対応を要する場合は翌営業日の対応となります。
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価格表インターネットルータ
※価格はすべて税別です

品名 数量(台)
初期費用 サービス料(月額) 24-365オプション(月額)

型番 価格 型番 価格 型番 価格

V-router type-USG 1 HS-VRUG ¥52,800 HS-VRUG-M ¥1,320
HS-VRFS-UG ¥390

V-router type-USG[レンタル] 1 HS-VRUG-I ¥5,500 HS-VRUG-R ¥4,400

V-router type-USGpro 1 HS-VRUGP ¥105,600 HS-VRUGP-M ¥1,980
HS-VRFS-UGP ¥590

V-router type-USGpro[レンタル] 1 HS-VRUGP-I ¥5,500 HS-VRUGP-R ¥7,480

サポート時間は平日9時～17時の電話/メールの対応となります。
初期費用には機器購入費と登録料が含まれます。レンタルモデルは登録料のみ

となり、機器を貸与致します。
レンタルモデルは最低1年間のご契約が前提となります。
サービス料には機器保守、運用代行、サポートが含まれます。

24-365オプションは、CE（カスタマーエンジニア）による対応となります。
そのため、24-365オプションのサポート提供範囲は、標準サポート提供範囲のうち、
ファームウェアの自動更新 / 障害監視・対応 / カスタマーサポートとなります。
※障害対応はCEによる一次切り分けまでとなります。
※故障時、またはSEによるサポートや対応を要する場合は翌営業日の対応となります。
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価格表オプションサービス

■サイトサーベイサービスは、現地環境を電波調査して適切なAPの配置や設置間
隔を設計/提案致します。
※対応時間は原則として平日9:00-17:00となります。夜間または休日の調査をご希望の場合は別途
ご相談ください。
※ご訪問に際し、宿泊費または一定額以上の交通費が発生する場合には、別途ご請求となります
のでご了承ください。

■プロフェショナルサービスは、導入に関する設計施工を請け負うSIサービスです。
要件定義、設計、導入、工事、テスト（実地立会い）を行ないます。

■再契約オプションは、過去購入した機器を再利用するオプションサービスです。
※機器購入モデル限定です。また、機器1台あたり上記金額が発生します。
※再契約した場合でも、機器保守期間は初回購入時から5年間までとなります。

品名
初期費用（認証サイト毎） サービス料（AP毎の月額）

型番 価格 型番 価格

Open ID認証 HS-VSOI-I ¥300,000 HS-VSOI-M ¥900

■サーベイ / SIサービス / 再契約オプション

品名 初期費用
型番 価格

サイトサーベイサービス (AP5台毎) HS-APSUR ¥85,000

プロフェッショナルサービス - 別途お見積り

再契約オプション HS-VSTR-I ¥5,500

■フリーWiFiモデル用 OpenID認証

■ベーシックタイプのみ対応しています。
■初期費用は認証サイト毎に発生します。また、サービス料は、認証サイトに登録するAP毎に発生します。

例）認証サイトを2つ設置し、それぞれ40台・60台のAPを登録した場合
初期費用: ¥80,000×2サイト=¥160,000 ／ サービス料: ¥800×(40AP+60AP)＝¥80,000/月

■OpenID認証に使用するSNS側ログインAPIの発行はお客様での作業が必要です。
■API発行作業の委託は別途費用で承ります。

※価格はすべて税別です
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Veronaは、インターネット上に自社専用のプライベートラインを構築する”クラウドWAN”サービスです。
拠点間VPNやリモートアクセスVPNによる場所に縛られない働き方を実現。
また、クラウドゲートウェイを利用すればサイバー攻撃対策を強化することができます。

WAN as a Service

サービスでネットワーク
をもっと自由に

Check!

クラウド上の管理センターが
運用代行

 追加変更設定
 セキュリティ設定
 障害監視
 回線障害切り分け
 証明書発行・停止
 機器の修理交換
 ファームウェアの更新
 テクニカルサポート

VPNなら
クラウドゼロトラスト
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人材不足を解決するクラウドCSIRT・情シスサービス

CSIRT部隊のアウトソースなら 情報システム部門のアウトソースなら

サイバー攻撃
対策

内部不正
対策

強化レポート

セキュリティ
相談窓口

インシデント
レスポンス支援

サイバー保険

脆弱性
対策

サーバ、ネットワークの
運用/監視業務

障害/トラブル
対応

定型業務
代行

PCマスター
イメージ作成

BCP関連
支援

年間計画
の作成支援

クラウド移行
支援

セキュリティ対策
支援

セキュサポは、サイバー攻撃や内部不正の検知、対応支援から、
日ごろのセキュリティ相談の窓口、攻撃の入り口となる脆弱性の
診断まで、社外のCSIRTとして企業のセキュリティ対策・強化を
トータルにサポートするサービスです。

ランサポは、ITシステムのパラメータシート作成やトラブル対応、
設定変更など、社外の情報システムとして企業のITシステム
運用をトータルにサポートするサービスです。

セキュサポはSOCサービスだけでなく、攻撃の予防もサポート
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株式会社網屋
ネットワークセキュリティ事業部
TEL : 03-6822-9995（ダイヤルイン）

E-Mail : infra-sales@amiya.co.jp

創造する時間を生み出す、

クラウド型ネットワークインフラ
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