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決め手はクラウドからの遠隔操作
Hypersonixが叶える「途切れない無線LAN」
株式会社ネットプロテクションズ
ネットプロテクションズ様は、 未回収リスク保証型の後払い決済サービス「NP後払い」を提供されています。社内ITを担当される
ビジネスアーキテクトグループの本岡様に、クラウド型無線LANサービス「Hypersonix」の導入背景についてお話しを伺いました。

繋がらない無線LANで、
ストレスの限界
「元々無線LAN環境を構築して運用していたのですが、普段から繋
がらないというクレームがあがっており、応対に煩わされ困ってい
ました。そんな時、網屋さんより管理者の業務を軽減できるという
触れ込みで、Hypersonixを紹介されました。現在使用している無線
LANのAP（アクセスポイント）と比較してパフォーマンスも上がり、
障害も私たちが気づく前に対応してくれるという点に惹かれまし

シンクラでも満足の使い勝手

た。」

--導入に際して懸念していたことはありましたか？

--なるほど。それではHypersonixを選択頂いた決め手はなんだった

「繋がらない原因がわからなかったので、APを入れ替えても改善

のでしょうか？

しないのではないか、という懸念はありました。 Hypersonixに

「以前より、ネットワークの管理業務を網屋さんの「ランニングサ

変えたことで、嘘のようにつながらない問題が解決しました。」

ポーター」でお願いしてましたので、無線LANも含めて全て一括し

「社内システムは、シンクライアント環境です。今まで一番多

て管理をお任せできるというのは魅力でした。また、管理業務を人
が来るのではなく、クラウドで遠隔から管理してもらえるというこ
とも決め手になりましたね。」

かった問い合わせが、ログイン出来ないというものです。そのう
ち、8割がワイヤレスネットワークの不具合が原因でしたが、
Hypersonixの導入で、その問題が消えたことは一番の大きな効果
ですね。」
--今後期待されることがあればお聞かせください。

乗り換えてみたら、
とにかく切れない！

「網屋さんには、いつも迅速に対応を頂いているので、これから
も色々と相談に乗って頂きたいと考えています。特に加藤さん

--ありがとうございます。実際ご利用頂きいかがでしょうか。
「Hypersonix導入直後から、社内のどこからでもネットワークが切

（網屋担当営業）には、大変満足しています。 」（笑）
本日は貴重なお話をどうもありがとうございました！

れなくて、とても快適に仕事に専念できます。とお褒めの言葉を頂
いたのが一番うれしかったですね。（笑）
社内ユーザーの満足度が大幅に向上しました。予想していたよりも、
ネットワークのスピードもアップしたことや、コストパフォーマン
スの面でも非常に満足しています。」

株式会社ネットプロテクションズ

※ランニングサポーターは、網屋が展開する

ビジネスアーキテクトグループ

本岡 伸朗 氏

IT情報システム業を代行/支援するサービスです。

Copyright Amiya Corporation.

本社： 東京都中央区銀座1-10-6
銀座ファーストビル4階
設立： 2000年1月
資本金： 3億8千5百万円
事業内容： 後払い決済サービスの運営、企業間
決済サービスの運営、クレジットカ
ード決済サービスの運営
URL： http://www.netprotections.com/
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LANにつないだだけで構築完了！
セキュリティも障害監視もすべておまかせ
株式会社共同テレビジョン
共同テレビジョン様は、映画/ドラマを始め様々な分野で活躍する総合制作会社。誰もが見たことのある人気番組やドラマを多数創出
しているクリエイティブカンパニーです。
今回はシステム管理室 室長 富澤様に無線LAN導入の背景とHypersonixを選定頂いた理由についてお伺いしました。
--導入の背景をお聞かせ下さい。
「番組制作では演出家や脚本家の方など、
社外の方も含めた制作チームで活動するこ
とが多い為、ゲスト用のWi‐Fi環境でも、安
定/高速/高セキュリティの通信を実現する
必要がありました。
市販の無線ルータや一般向けのサービスも
検討しましたが、セキュリティ面、導入時
の設計/構築の面、導入後の機器メンテナン
ス/障害対応 の運用面で不安があり、ワンス
トップで行えるクラウド型の法人用サービ

無線LANが、
やりたいことを実現する

--今後の計画についてお聞かせください。

--どのようなシーンで活躍していますか？

あくまでファーストステップ。今後も様々

「とくに番組制作における企画出しの会議
の際に、無線LANが活躍しています。その
場で出たアイデアを検索し掘り下げて調べ
たり、話題の動画をチェックしたり、事前
にクラウド上にあげたデータを見たりと、

--Hypersonix 選定の決め手はなんでした

--通信の安定性はいかがですか？

唯一その必要がなく宣伝文句通り、まさに
“運用丸ごとお任せ”のクラウドサービスで
した。
実際、導入時には盗聴防止や侵入防止と
いったセキュリティ面の設定もすべて済ん

ころです。｣
素晴らしいですね、 Hypersonix がそのお
本日は貴重なお話をどうもありがとうござ

制約を受けず、景観を損ねることなくスッ

理する必要がありました。Hypersonixは、

をより一層、充実させたいと考えていると

また、デジタルサイネージを用いた会議室

宣伝文句通り、まさに
“運用丸ごとお任せ”!

したが、いずれもコントローラは自社で管

なサービスや製品を取り入れ社内インフラ

役に立てるのだと思うと嬉しい限りです。

予約システムを導入した際も、無線LAN環

「他社のクラウド型のサービスも検討しま

LANは強固な社内インフラを構築する為の

様々なシーンで重宝してます。

スを探していました。」

か？

「やりたいことはたくさんあります。無線

境を活用することで、ケーブル配線による

いました！

キリと設置できたので大変満足していま
す。｣
「利用者の利用状況や通信状況はなかなか
把握しづらいものですが、専用のステータ
ス管理画面があり、そこから確認すること
ができるので大変助かっています。
思っていた以上に、多くのスタッフが利用
していることがわかりビックリしましたが、
途切れることなく安定して稼働しています。

会議室には富澤様お手
製の設置台にしっかり
とAPが設置されていま
した。

会議室の前に設置された
会議室予約システム。

現場スタッフからもこれまで不満が上がっ
てきたことはありません。」

だ機器が届き、LANに繋いだだけであっと
いう間に構築が完了しました。導入後も、
設定変更から障害監視までCAS-Center（ク
ラウド上にある集中管理センター）で行っ

株式会社共同テレビジョン

て頂けるので、かなり助かっています。そ
れでいて価格は、他社よりも圧倒的に安
かったですしね。」
システム管理室 室長
富澤様

Copyright Amiya Corporation.

本社： 東京都中央区築地5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス11F・12F
設立： 昭和33年7月28日
事業内容： テレビ番組/映画/Webコンテンツ
/DVD/CM/イベント等の総合制作会社
従業員数： 163名（平成27年4月1日時点）
URL： http://www.kyodo-tv.co.jp/
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世界中がハマるソシャゲ開発に
データ量がハードでも安定する無線LAN
株式会社エイリム
全世界3300万ダウンロードを突破した『ブレイブフロンティア』を始め、数々のヒットゲームを生み出してきたエイリム様。スマート
フォン向けのゲーム開発には無線LAN環境は必要不可欠で創業時より導入をされていたそうです。これまで自社運用で管理をされていた
そうですが、なぜクラウド型のHypersonixへ切り替えることになったのか、その経緯について情報システムを担当する関根氏にお話しを
伺いました。

途切れない無線LANの
確保が急務だった。

ビジネス無線LANは
プロに任せるべき。

--創業時より無線LANは導入されていたと

--当初はオンプレミスで運用されていたそ

の事ですが、どのような背景から今回の切

うですが、クラウド型のHypersonixにリプ

り替えに至ったのでしょうか。

レースした理由は何だったのでしょうか？

「当社ではスマートフォン向けゲームの開

「いくらハイスペックAPを購入しても、日

発を行っています。一般的な企業に比べ、

常的に電波強度やチャネル設定を見直して

スマホやタブレットを利用する業務が多く

あげないと、パフォーマンスを発揮できな

、通信には無線LANが欠かせません。その

いわけですが、情シスは限られたリソース

ため無線LANは創業時より導入していまし

で運営していますから、Hypersonixのよう

たが、会社の成長に伴うスタッフの増加で

にクラウド上でメンテしてくれるサービス

『通信が途切れる』『遅い』というクレー

があるなら、任せた方が早いなと感じまし

ムが増えていました。

た」

スタッフの急増のほかに、業種柄かなりハ
ードな使い方をすることもあり、デバッグ
で1人5～10台の端末をズラリと並べて検証
作業をするメンバーもいます。AP1台あた
りの同時接続数もかなりの数になっていて
、このままでは開発の遅延にも繋がりかね
ないため、改善が急務でした。」

--クラウド型の採用にあたり抵抗はなかっ
たのですか？
「弊社では情報システムに積極的にクラウ
ド型を採用しています。オンプレでも保守
には入りますし、保守費とクラウドの月額
費用が大差ないことが殆どです。それなら
運用まで任せられるクラウド型のほうが、
コストパフォーマンスが良いと考えます。
安定性はもちろん、有事の際にすぐ対処し
てくれる安心感もあります。
特に無線LANは目に見えない分、運用の難
しさがありますから。これからの無線LAN
はクラウドが主流になっていくのかなと思
います」

(左)取締役 開発部長 杉山 浩氏
(右)開発部 マネージャー 関根 雅文氏

電波だらけの
イベント会場でも◎
--イベント会場でも利用されていたそうで
すが、いかがでしたか？
「はい、ブレイブフロンティアのリアルイベ
ントで、ステージ上で十数人が同時接続し
てリアルタイムにゲームをプレイしました
。
イベント会場内は、ステージ上の機器や、
会場/他社のwifiなど、多くの電波で溢れて
いて安定した通信の維持が難しいのですが
、Hypersonixは通信が途切れることなく、
多くの観客が見守る中スムーズにイベント
を進行することができました。今後もこう
言ったイベントを含め、様々なシーンで活
用していきたいです」
--ありがとうございました。

株式会社エイリム
居心地の良さそうな、エントランスにもAPが設
置されています。

設立年月日：
事業内容：
代表作：
所在地：
URL：

Copyright Amiya Corporation.

2013年3月22日
デジタルコンテンツ配信サービスの企画、開発、制作、販売および保守
『ブレイブフロンティア』
東京都新宿区西新宿4丁目34番7号 住友不動産西新宿ビル5号館4階
http://www.a-lim.co.jp/
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目的は、セキュリティ強化と調理動画のタブレット視聴。
1,000店舗へ無線LANをスピード導入！
株式会社 松屋フーズ
誰もが知っている牛丼チェーン「松屋」を始め、とんかつ・鮨・ラーメン…と、幅広く飲食店を営む松屋フーズ様。安価でありながら、
美味しくて、安全な食事を提供し続けられる背景には、様々な企業努力があるようです。今回の無線LAN導入も、情報共有を加速させ、
業務効率のアップを図るためのタブレット導入が背景だったとのこと。数ある無線LAN製品の中からHypersonixを選定頂いた理由を
伺いました。
--なぜサービス型の無線構築を選ばれたの

当社のネットワークでリモートから使用可

無線APが1台で済むか、2台要るかの判断が

ですか？

能な端末を指定できることが非常に魅力的

必要でした。調査もHypersonixのサポート

「1円でも安く牛めし(牛丼)を提供できるよ

でした。費用面としては 初期費用を抑えら

窓口で支援してくれたので助かりました。

う、様々なコストカットを行っている訳で

れるレンタル型もありましたが、ランニン

導入に関しては、タブレットのキッティン

すから、当然無線LAN構築も安価に抑える

グコストを抑えられる“機器購入 + 保守

グ作業も実施してもらい、あらかじめ設定

必要があり、初めは市販APの導入を検討し

パック”型を選択しました。導入コストは市

済みの機器が各店舗に届き、それをLANに

ました。しかし調査を進めると企業として

販のAPよりは高額となりますが“導入から運

繋げるだけで済んだため、短期間で導入で

当然の責務であるセキュリティや稼働状況

用までフルマネージド“というのも魅力的で

きました。」

を把握出来ないことが判明し、セキュリ

した。導入に当たってのサポートの柔軟性

ティ機能も充実した企業向け製品の調査に

や製品の安定性等も満足できる内容でした

切替えましたがコストが高額で暗礁に乗り

ので、迷うことなくHypersonixを選定しま

上げていました。

した。」

そのような状況下でHypersonixの紹介を受
け、調査するとクラウドでの無線APの管理
や設定をサービス型で提供しており、比較
的安価ということで導入を決定しまし
た。」
--Hypersonixを選定された理由はなんだっ
たのですか？
「セキュリティと価格のバランスです。

全国1000店舗の
無線状況を可視化
--運用面ではいかがですか？

業務効率アップ
急遽、全店舗展開へ

「全店舗の稼働状況を本部に居ながら一括

--実際に導入してみていかがでしたか？

気づく事ができ、トラブル時はCAS-Center

「初めは試験的に１０店舗での導入でした。
厨房内でタブレットでの調理動画の視聴で
きることが非常に好評で、一気に全店導入
することになりました。」
--展開スピードはいかがでしたか？
「半年で1000店舗に展開しました。
時間がかかったのは、各店舗の厨房と事務
所、1台のAPで両方から接続できるかの判
断の調査でした。ロードサイド店舗は簡単
だったのですが、駅前にある店舗は店舗毎

して把握出来るので非常に便利です。
稼働状況が見えることで、いち早く異常に
（クラウド上にある集中管理センター）へ
の電話１本で解決されます。仮にAP自体の
故障でCAS-Centerからの遠隔修理が不可能
であっても、すぐに代替機を発送して頂け
るので、安定した環境を維持できています。
また店舗で接続可能なパソコンの設定作業
もすぐに対応してもらえるので非常に助
かっています。」
--貴重な大規模無線LAN構築の事例をお聞
かせいただき、有り難うございました。

にレイアウトも建築構造も違うため、

株式会社 松屋フーズ

IT企画部 IT企画G 望月 秀一 氏（写真右）
Hypersonixサポート担当との熱心な打ち合わせ中
にお邪魔しました。

本社：
設立：
資本金：
事業内容：

東京都武蔵野市中町1-14-5
1980年（昭和55年）1月16日 （創業1966年（昭和41年）6月）
66億5,593万円 2015年（平成27年）3月期
牛めし/とんかつ/鮨/ラーメン/外販 事業 他、
フランチャイズ形態による飲食店業の技術、および経営指導
URL： http://www.matsuyafoods.co.jp

Copyright Amiya Corporation.
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「無線LAN」×「タブレットPOS」
オーダー・レジ決済のスピードが格段に向上
生蕎麦 浅野屋
池袋・東池袋・神楽坂と都内に3店舗を構える「生蕎麦 浅野屋」様。明治初期に銀座に店をかまえた老舗蕎麦店「浅野屋」から“のれ
んわけした”というだけあり蕎麦の味は格別。また、美味しいお酒や厳選された素材で作られるお料理がリーズナブルに楽しめるのも
人気の理由です。そんな、味・素材・価格すべてにおいて妥協を許さない「生蕎麦 浅野屋」様がタブレット型のPOSレジ/オーダーシ
ステムを導入した理由と、その通信(無線LAN)に『Hypersonix』を採用下さった理由を山田社長に伺いました。
-- ここ数年タブレットでレジ決済やオー

決済やオーダーなどを行いますから、途切

当初予定していた機器購入でも当然、保守に

ダーをするお店をよくみかけますが？

れては困ります。その為、ここには費用を

は入ります。Hypersonixは機器購入タイプ

「はい。タブレット型のものはスタイリッ

かけハイスペックの機器を購入する必要が

で導入すれば、少しプレミアムな保守に入っ

シュで使い勝手もよく、高額な初期投資な

あると覚悟しておりました。とは言え特段

た程度の費用増加で、これらの手厚い構築・

しで導入できるからだと思います。とくに

知識がある訳でもないので、ちゃんと設定

運用サポートを受けられるのです。そもそも

POSは過度なスペック競争の結果、かなり

し使いこなせるか不安でした。ちょうどそ

はコスト削減と業務効率化の為の導入でした

高額でしたから…。

んな時に『Hypersonix』に出会うことが出

から自力で機器購入をしていたら、労力と運

それと、操作が直感的で簡単な点や、

来たのです。」（浅野屋 山田氏）

用コストがかさみ、元も子もなくなるところ

ちょっとしたカスタマイズや今後の機能追

でした。」 （浅野屋 山田氏）

加が容易に対応できる点も魅力的です。」

-- どのような点をご評価いただき採用とな

（浅野屋 山田氏）

ったのでしょうか？

-- 実際に導入されていかがですか？

「不安に感じていた、電波干渉やチャンネル

「今回の導入(池袋駅前)で、オーダー・会計

設定など安定性を維持するために必要な設定

のスピードが格段に上がりました。今後は東

をすべて代行してもらえる点、最新のファー

池袋駅前店、神楽坂店にも同様の組み合わせ

ム適応や切断/遅延の回避など導入後もきち

で導入するつもりです。無線LANの使用感は

んと面倒を見て下さる点が魅力でした。また

…、すみません、正直全く意識することがな

、費用感もとても満足しています。

いです(笑)。

高額APを買っても
設定・運用しきれない…
-- タブレットPOS/オーダーシステムの導入
で心配なことはありましたか？
「通信の部分（＝無線LANの安定性）です。

それだけ、途切れることなく安定して繋がっ
ているということでしょうか。Hypersonix
はPOSの通信に最適な無線LANサービスだと
思います。」
（浅野屋 山田氏）

将来的にキッチンプリン
ターも無線化する計画が
あるそうです。

生蕎麦 浅野屋

浅野屋 山田代表「無線LAN×タブレット
POSでご覧の通り、レジ周りもデータ管理
もスマートになりました！」

iPod touchでのオーダーの様子。
従来のハンディーと比べ、落としても壊
れにくいそうです。また、単価の低さと
扱いやすさにもご満足されていました。

Copyright Amiya Corporation.

経営： 株式会社Ａ＆Ｃ
事業内容： 蕎麦屋
店舗： 池袋駅前本店
東池袋駅前ライズアリーナ店
神楽坂店
URL： http://www.soba-asanoya.com/
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掲載日：2017/06/14

飲食・小売

資料をメールで受け取る ≫

ストレスフリーな無線LANが
スムーズなコミュニケーションを促進
ミニストップ株式会社
誰もが利用したことのある大手コンビニエンスストア「ミニストップ」様にて、本社および全国の営業所の業務用無線LANにHypersonix
を採用いただきました。数あるサービスの中からなぜHypersonixが選ばれたのか、その理由をシステム部 部長の地挽様に伺いました。
--オンプレではなくサービス型の無線LAN
を探されていたとの事ですが、その理由を
教えてください。
「ビジネス業務に使うわけですから、やっ
ぱり通信状態は安定的に維持したい。 自力
での運用も考えましたが、限られた情シス
の人数であることと、無線アクセスポイン
トの調整にはかなりのノウハウが必要であ
ることから、『サービス型で運用を委託す
る 選択が我々にとって一番望ましい』と考
えたのです」
--数あるサービス型の中でHypersonixを選
定されたのは何故でしょう？
「可用性に優れていたことも勿論ですが、
クラウドコントロールであることもポイン
トが高いです。これまで地方拠点のトラブ
ル時に、現場の詳しい状況がすぐに確認で
きず、解決に時間を要していたのですが、
Hypersonixはクラウド上の管理画面からす
ぐにトラブルの内容を確認できるので、解

予想以上に途切れない
信頼度の高い製品

途切れる前に、
バッティングを回避

--まずは幕張の事業所にて試験的に導入さ

--本格的に全国導入されてからの使用感はい

れたということですが、評価はいかがでし

かがですか？

たか？

「どの営業所も安定稼働を維持出来ています。

「１ヵ月の評価期間中、一度も途切れたこ

調子が悪くなれば、サポートセンターで途切

とはありませんでした。予想以上に途切れ

れる前に干渉波のチェックを実施し、改善し

ず、良い意味で期待を裏切られました。

てくれるので、調子が悪いこと自体にもほと

導入時に周囲の電波状況を調査し、他の電

んど気づきません。通信が途切れるような時

波とバッティングしない最適なチャネル設

は各営業所から直接サポートに問い合わせて

定をして頂けたことが高可用性の理由の一

もらうことを想定していたのですが、その必

つなのだと思います。

要もなさそうです。

サポートセンターに問い合わせた時に、ネッ

無線LANの導入によって、LANポートや配線

トワークSEの方が直接対応してくれるのも、

を気にしなくてよくなったので、オフィスレ

トラブル時の解決が早く有り難いです。

イアウトの設計がしやすくなったり、以前よ

総合的に見て期待以上の性能、サービスだ

りもフレキシブルに社内の打ち合わせができ

ったので、安心して全国への導入を決める

るようになったりといった効果が得られ、ス

ことが出来ました」

ムーズなコミュニケーションをさらに促進す
る環境が作れました。また、これをきっかけ

決策の検討がスムーズな点で利便性を感じ

に現在社内で推し進めている働き方改革にも

ています」

繋げていきたいと思っています。これからも
無線LANを活用していきたいです」
--有難うございます。今後もご満足いただけ
るパフォーマンスを提供できるよう、
幕張事務所が入るビル

サービスの向上に努めて参ります。

ミニストップ株式会社

設立年月日： 1980年（昭和55年）5月21日
事業内容： イオンの小型店事業として
コンビニエンスストア
『ミニストップ』の展開
資本金： 74億9,153万3,000円
店舗数： 5,254店
（国内：2,263店、海外：2,991店）
※2017年2月28日現在
上場金融商品取引所： 東京証券取引所
URL： http://www.ministop.co.jp/corporate/

Copyright Amiya Corporation.
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掲載日：2018/ 6/1

飲食・小売

資料をメールで受け取る ≫

「Free WiFi」×「マーケティングデータ」
インバウンド集客を活性化
株式会社パラダイスプラン
株式会社パラダイスプラン様が製造・販売されている『宮古島の雪塩』といえば、沖縄土産として大人気の商品。沖縄本島を中心に展開
しているアンテナショップには連日大勢の観光客が訪れます。今回、そのアンテナショップへの来店客向けにFree WiFiを提供したいとい
うことで、SNS認証に対応したHypersonixが採用されました。

月の来店客は6万人。
複数SNSへの対応が鍵

国ごとに流行りのSNSも異なりますので、

-- Free WiFiを導入しようと思ったきっかけ

また、ITに明るいスタッフがいないショッ

をお聞かせ頂けますか？

プでは、クラウド上からメンテナンスして

「前々から興味はありましたが、それ自体に

もらえる点もありがたいです。」

集客効果がある訳でもないので、本腰を入れ

(志堅原氏)

るまでには至っていませんでした。
しかしSNS認証のFree WiFiでマーケティン
グデータを収集している例があると知り、イ
ンバウンド集客強化を図れるのではないかと
考えた次第です」(岩井氏)
--Hypersonixの採用に至った決め手は何で
したか？
「複数のSNSからサインインできるシステ
ムはHypersonixだけでした。
ショップには世界中のお客様が訪れ、店舗
によっては月6万人超となります。

できるだけ多くのSNSに対応したかったの
です。

収集したデータを活用し
インバウンド集客へ

認証画面(左)

/ サインイン後の画面(右)

--マーケティングデータの具体的な活用先

--WiFiの使い心地はいかがでしょうか？

についてお聞かせいただけますか？

「那覇市が提供しているFree WiFiと競合す

「一つはSNSの口コミ環境を整えること。

るのではないかと心配ましたが、今のとこ

”自慢/共有したい”という感情が薄れないう

ろ安定して稼働しています。干渉派フィル

ちに投稿できるよう、サインイン後に雪塩

タリングや電波強度の調整をして頂いてい

公式HPが表示されるよう設定しました。シ

るからでしょうね。さすが、ビジネス用

ョップのおすすめ商品もPRできるので、一

WiFiとして提供しているサービスなだけあ

石二鳥です。

ります。今後はさらに沖縄全域の店舗に導

二つ目は、ビッグデータのターゲティング

入を進めていきたいと考えております。」

広告への活用です。これまで店舗スタッフ

(米倉氏)

の感覚で割り出していた、来店客の出身国
分布や各店舗のウィークポイントを正確に
把握できるようになりました。このデータ
を元に、広告の配信エリアや配信タイミン
グを計画していきたいです。」 (岩井氏)

株式会社パラダイスプラン
株式会社パラダイスプラン 事業部長 岩井様(中央)
同社のシステム構築・運用やWeb制作を手掛ける株式会
社AZANAの米倉様(左)、志堅原様(右)とご一緒に、イン
タビューに応じていただきました。

設立年月日： 1994年（平成6年）7月18日
事業内容： 「宮古島の雪塩」の製造及び、雪塩を使った菓子の製造販売、
沖縄中の塩を取り扱う専門店「塩屋」の経営、
雪塩の魅力を宮古島から発信する「雪塩ミュージアム」の運営、他
所在地： 沖縄県宮古島市平良字久貝870-1
URL： https://www.yukisio.com

Copyright Amiya Corporation.
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掲載日：2019/07/30

飲食・小売

資料をメールで受け取る ≫

主要ハンディメーカーとの提携実績が決め手に
在庫管理の効率化を実現
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス
スタイリングライフ グループは、PLAZAのストアブランドで生活雑貨小売業を営むプラザスタイル カンパニー、化粧品の製造・販売
を行うBCL カンパニー、通信販売を営むライトアップショッピングクラブ、美容サロンを通じた化粧品販売を行うCPコスメティクス
によって構成される企業グループ。常に、新しい、楽しい、質の高い商品とサービスで豊かなライフスタイルの提案を目指しています。
お客様への更なるサービス提供と、業務の効率化を目的として、この度本社およびPLAZA店舗にて、クラウド無線LAN Hypersonixを
ご導入頂きました。

Free WiFiの導入で店舗を活性化

安定通信で在庫管理の効率も向上

--まずは、無線LAN導入のきっかけをお聞かせいただけますか？

--実際導入してみて、いかがですか？

目的は二つあり、一つはゲスト利用を目的とした本社会議室エリア用、 以前とは比較にならない安定感です。電波が途切れることがなく、
もう一つはPLAZAの店舗用です。店舗の用途は、在庫管理用ハンディ

本社、店舗とも快適です。特に店舗の在庫担当者から評判が良く、

の接続と、お客様に提供するFree Wi-Fiです。来店客に専用アプリを

これまでは電波が届くところに移動して在庫管理を行っていたのが、

ダウンロードして貰うことが大きな目的ですが、昨今はFree WiFiが

Hypersonixは店のどこにいてもつながるので、業務効率が上がった

ある場所に高校生などの若年層が集う傾向があるので、お店の活性化

とのこと。逆に電波が強すぎて店外まで届いてしまう場合は絞ること

にも繋がっています。

ができ、きめ細やかな調整ができる点もPLAZAのようなテナント店

--数ある無線LANの中でHypersonixをご選定頂いた、決め手など

では重宝です。

ございますか？

--最後にHypersonixへの期待をお聞かせください。

まず接続の安定性です。当初は市販機の導入を進めていましたが、

今後はPOSレジでの利用を考えています。バレンタインなどのイベント

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ました。 期間は店舗が非常に混雑するため臨時のレジを構えるのですが、今
またPLAZAは全国に店舗を構えるため、設置するにもその後の運用

までは有線を配線して接続していました。これまでの実績からも

にも人手がかかります。10人に満たない運用部門のリソースでは対応

Hypersonixであれば問題なく接続できるものと考え、今後は無線で

しきれず「設置から運用までアウトソースできる」サービスとして

接続します。

Hypersonixは最適でした。その他にも、24/365で対応してもらえる

その他にも、会社として常にお客様へ新しい価値やサービスを提供し

ことや、主要ハンディーメーカーとの接続実績も決め手となったポイ

続けることを考えています。そのためにも、網屋の「サービス力」に

ントでしたね。

は今後も期待しています。

株式会社
スタイリングライフ・ホールディングス
『いつでも どこでも PLAZAといっしょ』を
テーマに、会員ステージ制を導入したアプリ。
集客・販促施策の情報をアプリにまとめるこ
とで、顧客接触時間の最大化を実現しました。

シェアドサービスカンパニー
システムグループ システム部 システム開発課
長谷 秀樹 氏

Copyright Amiya Corporation.

設立年月日： 2006年5月17日
事業内容： 雑貨小売販売、通信販売、
ビューティ＆ウェルネス事業
所在地： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1
資本金： 1億円
URL： https://www.stylinglife.co.jp/
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掲載日：2020/09/16

サービス・アパレル

資料をメールで受け取る ≫

介護付き有料老人ホームの業務効率をWi-Fiで底上げ！
サービス向上と入居者様の満足度向上へ
株式会社オールライフメイト
株式会社オールライフメイト様は、東京都内を中心に介護付有料老人ホーム「グレースメイト」を運営する企業。
今回、情報システム部 主任 相澤 友徳 様にクラウド無線LAN「Hpyersonix」の導入についてお話を伺いしました。

命を見守るWi-Fi環境
必須条件は途切れないこと

無線APをクラウドから集中管理！
トラブルも事前に対応

-- Hypersonix導入には、どのような背景があったのでしょうか。

-- 導入後の感想をお聞かせください。

入居者様に、より快適に過ごしていただくため、医療・介護向け

クラウド上の管理画面から、各拠点すべての無線APを管理できる

システムを刷新することになりました。医療・介護向けシステム

点が非常に便利でした。遠隔地にいながら、アクセスが不安定に

であるナースコールシステムや介護記録システムなどを連携する

なっている無線APを知ることができるので、通信が途切れる前に

には、Wi-Fi環境が欠かせません。そのため、当社が運営している

手を打てます。また、5GHzと2.5GHzの帯域を使い分けができる

介護施設にWi-Fiを導入する必要がでてきて、導入に至りました。

点も、とても実用的でした。スタッフ同士のコミュニケーション

-- 医療・介護向けシステムに求められるWi-Fi環境とは、どのような
ものでしょうか。
通信が途切れない可用性、複数台同時接続に耐えうること、そして
管理のしやすさですね。Hypersonix導入前は、コンシューマ向け
の一般的な無線アクセスポイント（以下、無線AP）をスタッフ
ルームのみ利用していました。しかし、新しく導入する複数の
医療・介護システムの機器は、メーカーも様々で、帯域制限など
接続条件も細かく指定されていることもあり、とてもコンシューマ
向けの無線APでは対応できません。また命を見守るシステムという
こともあり、通信が途切れたりすることは絶対に許されません。
Hypersonixは当社が求める必須要件をすべてを満たす数少ない
製品でした。

ツールとして、Wi-Fi対応のインカムを導入しました。 Hypersonix
は、帯域毎に利用デバイスを指定できるので、見守り系のシステム
に影響を与えることなく業務系のシステムを使うことができて
います。サポートに関してですが、現状、コンサルも含めて１次
サポートは日本通信ネットワーク（以下、NTN）様にお願いして
いるのですが、NTN様から、網屋さんは、情報システム全般をサポート
するサービスを提供していることもあり、Wi-Fi環境についてだけ
ではなく、見守り系のシステム全体を理解された上で、様々な相談
に乗っていただけると聞いております。これも、Hypersonixを
採用して良かったと思える、重要なポイントです。
-- 今後の展望などがございましたらお教えください。
生体センサーを使用したシステムなど
様々な新サービスの導入を検討していま
す。そのためには安定したWi-Fiの存在
は不可欠です。将来的には帯域を分け
入居者様に自由にWi-Fiをご利用いただく
ことも視野に入れ、さらなるサービス拡充
に努めていきたいと考えています。

インタビューに応じて
いただいた
相澤 友徳 様

株式会社オールライフメイト
設立年月日： 2001年5月
事業内容： 有料老人ホームの設置運営、介護保険法による各種サービス事業、
不動産取引業など
所在地： 〒108-8210

東京都港区港南1丁目7番18号A-PLACE品川東6階

URL： https://www.gracemate.jp/

Copyright Amiya Corporation.
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掲載日：2021/01/26

サービス・アパレル

資料をメールで受け取る ≫

Network All Cloudで快適化 有事の際の心配もなくなる！
（1/2）

 事業内容
婦人服の企画製造販売
株式会社シュガー・マトリックス

 ご担当者
営業部

服部

大祐

様

導入
効果

課題
既存システムのコストが懸念点

✓

NACを導入し大幅な
コストダウンに成功

店舗のネットワークが停止
した際の対応が不安

✓

網屋の手厚いサポート体制で
解決

問い合わせ先がバラバラで
解決までの時間がかかってしまう

✓

問い合わせ先の一本化を
図ることに成功

Copyright Amiya Corporation.
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掲載日：2021/01/26

サービス・アパレル

資料をメールで受け取る ≫

Network All Cloudで快適化 有事の際の心配もなくなる！
（2/2）

大幅コストダウンに成功
-- Network All Cloud導入の経緯を教えてください。
基幹システムとPOSレジのリプレイスに関するプロジェクトの

一環として、既存システムのコストダウンを検討しなくては
ならず、ネットワークがそのターゲットとなりました。そして

リプレイス対象は、各店舗から基幹システムまでのVPN、検品

に利用するハンディに必要な無線LAN、さらには基幹システム
のクラウド移行の3つになります。正直なところ、既存ネット

ワークは安定に稼働していましたので、それをリプレイスする
ことは担当者として非常に不安でした。

網屋の手厚いサポート体制で安心
-- 今回、Network All Cloudを選定した理由について教えて

ください。

ネットワークでは既存ベンダーを含め３社に提案をしてもらい

ました。コストダウン以外に選定で重要視した部分が、有事の
際の体制と冗長性です。店舗のネットワークが停止すると

お客様へご迷惑をおかけしまいますので。網屋さんはセンター
側の冗長構成、ハード故障時の先出しセンドバック体制、

問い合わせ窓口の一本化と要求に答えてくれました。また、
店舗を調査した上で、既存ネットワークからの切り替えに

ついて、移行前、移行中、移行後と一つ一つ丁寧に説明して

くれ、安心感がありました。

問い合わせ先の一本化に成功
-- 導入後の効果について教えてください。

-- 今後の展望について教えてください。

一番大きな効果は、問い合わせの窓口を一本化できたことです。

今後は本社のUTMやサーバといったシステムも網屋さんの

Network All Cloudで店舗のVPNと無線LAN、さらには基幹

システムの基盤となるクラウドの面倒も見てもらってます。

何かあったときには電話・メールで問い合わせできますので、
たらい回しにされず非常に助かってます。またプロジェクト
全体では、一つ一つの商品にRFIDタグを埋め込むことで、今

まで手作業であった検品業務がハンディを段ボールにかざす

サポートの対象にすることで体制の強化を検討しています。
また、ものづくりの会社なのでテレワークが向いてなかった
のですが、テレワークができる環境は準備しておかないと

いけ ないと考 えてます 。そこで 、リモー トアクセス VPN

（V-Client）も検討したいです。

だけででき、在庫管理も自動化されています。そうした基幹

システムの安定稼働には安定したネットワークが必要です。

このようにネットワークは重要でありながらも、大幅なコスト
ダウンができたことは満足しています。

Copyright Amiya Corporation.
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掲載日：2017/05/25

サービス・アパレル

資料をメールで受け取る ≫

自社運用よりプロに任せるのがこれからの無線LAN
Free Wifiの提供も視野に
株式会社アデランス
アデランス様と言えば、言わずと知れたウィッグ／ヘアケアの専門企業。お客様の気持ちを第一に、心のこもった接客とサービスを提供
されていることから、人気のあるブランドをいくつも確立されています。そんなアデランス様はさすが顧客第一志向というだけあり、無
線LANの導入も早く、施術室からのカルテの閲覧や次回予約、無線対応の機器の導入など積極的に活用されているのだとか。今回は当時
導入した市販の無線アクセスポイントから、なぜフルマネージドのHypersonixへ切り替えたのか、その理由について伺ってきました。

自社運用よりもフルマ
ネージドの方が得策。
-- 導入前の課題をお聞かせください。
「市販の無線アクセスポイント(以下、AP)
を自社運用していたのですが、店舗スタッ
フは専門知識がない為『繋がらない』と問
い合わせがあってもその原因が通信なのか
、端末なのか、アプリなのか分からず苦労
していました。その為、まずは通信=無線
LANの部分に信頼性の高い製品を採用し、
トラブル時の原因の切り分けを計ろうと考
えた訳です。原因究明が出来ないとタブレ
ットや周辺機器を含めたシステムごと不採
用になってしまいますから。」（森山氏）
-- Hypersonixを採用された理由をお聞かせ
ください。
「ハイスペック機器を購入し運用する事も
考えましたが、複雑な設定・運用をし続け
られるかという不安とトラブル時の出張の
手間を考えると、専門的な知識を有した技
術者によるフルマネージドのHypersonixを
選択する方が得策だという結論に結びつき
ました。」 （三星氏）
-- フルマネージドに対する懸念点はありま
したか？
「自分たちで直接いじれない分、レスポン
スのスピードは心配しました。結果的には
とても速く、その不安は導入後すぐに解消
されました。」（三星氏）

全国160店舗への導入
-- 導入はスムーズに済みましたか？
「お店の定休日に合わせて綿密な導入スケ
ジュールを組んでくださったので、全国
160店舗(合計430台のAP)の導入がスムー
ズに完結しました。フォンテーヌはまだ数
店舗にしか導入していませんが、今後約
240店舗に展開予定です」 （三星氏）

導入したアデランスの系列店舗

無線が安定したら問い合
わせが激減した。
-- 「繋がらない」の問い合わせは減りまし
たか？
「はい、激減しました。結果的に、ほとんど
の原因は無線LANだったという事ですね…。
おそらく干渉波フィルタリング(登録機器の
電波を優先的に受信し、それ以外の電波を
フィルタリングする機能)がうまく働いてい
るのだと思います。デパートなどチャネル
指定している店舗でも安定して稼働する様
になりましたから。」 （森山氏）

「デパート等でよくあるチャネル指定にも対応してくださり、
近隣店舗との電波干渉もなく、安定して稼働しています。」
(京王百貨店新宿店 フォンテーヌコーナー チーフ 山田氏)

-- 今後の展望などはありますか？
「スタッフやお客様へのFree WiFiの提供を
考えています。VLAN機能（利用者に応じて
ネットワークを分割出来る機能）があるそう
なので、セキュリティの心配なしに実現出来
そうです。」 (三星氏）
-- ご期待に添えれば幸いです。貴重なお話
をありがとうございました。

(左)情報システム部 課長 三星 明広氏
(右)情報システム部 森山 秀成氏

株式会社アデランス

【店舗での無線LAN活用の様子】
(左)カルテのチェックや次回予約を施術室から。
(右)無線対応のマイクロスコープの画像をタブレットで
一緒にチェック。

「以前は接客中に途切れることが度々あり
冷や冷やでしたが、この不安定が解消され
安心して接客できるようになりました。」
(新宿店 店長 井川氏)

Copyright Amiya Corporation.

設立年月日： 1969年（昭和44年）3月1日
資本金： 12,944百万円
本店所在地： 東京都新宿区荒木町13番地4
住友不動産四谷ビル6階・7階（※登記上)
事業内容： 毛髪関連事業
URL： http://www.aderans.co.jp/corporate/
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掲載日：2016/11/09

建設・製造

資料をメールで受け取る ≫

常時300拠点以上
工事現場のITインフラをまるごとクラウド化へ
株式会社 熊谷組
創業は明治31年。映画「黒部の太陽」で有名な関電（大町）トンネルや建設当時世界一の超高層建築物だった台北101の建設など、歴
史はもちろん名だたる実績を残してきた熊谷組様。数年前から工事現場の生産性向上や業務効率化を実現するため、iPadを一括導入し
たことをきっかけとして、無線LANの導入を計画。今回、無線LANを導入するにあたり、これまで抱えていた問題点をどう解消したの
かについて話を伺いました。
「私ども熊谷組の情シス部門は、常時300
以上もの工事現場のITインフラの整備を担
当しています。数ももちろんですが、それ
ら全てが有期的であるが為にその運用には
苦労しておりました。
工事が決まる度に、機器の手配をし、現地
へ出張して設定作業。そして工事が終われ
ばそれらを撤去しなければいけないのです。
中には、トンネル工事など、工事が進むに
つれて事務所を移動しなければならない
ケースもありますし、運用中にはトラブル
も生じますから、その度に現場へ駆けつけ、
原因を特定→解決まで行っていました。
こうした状況の中で、セキュリティ面と安
定した通信の維持が難しいとされる無線
LANを導入することになったので、設置・
撤去が簡単で、かつ運用の負担もできるだ
け少ないものを探していました」
（鴫原氏）
--なるほど。それでHypersonixにお問い合わ
せ頂いたのですね。
「はい。他にもいろいろ探しましたが、ク
ラウド管理に加え、現場への機器の配送か
ら回収までしてくれるサービスは他にあり
ませんでした。また、網屋さんにはルータ
についても同様のサービスがあるというこ
とでそれであれば『いっそ工事現場のITイ
ンフラを丸ごとクラウド化してみてはどう
か？』と提案して下さったのです。」
（鴫原氏）

IT機器のクラウド化
＋アセット管理
--具体的にはどのような提案だったのですか？
「VPNサービスとして提供しているVerona
のルータを、インターネットゲートウェイ
として利用するという提案でした。これに
より、各拠点のIT機器のメンテナンスをク
ラウド上から一括で管理出来るようになり
ます。それから、意外と時間と手間を割い
ていた、ハブやケーブルなど周辺機器の調
達・キッティング・在庫管理まで代行して
行ってくださる、という提案も一緒にされ
ました。」
（鴫原氏）
--実際にそれらを採用してみて、いかがですか？
「本当に楽になりました。工事が決まった
ら、現場の規模とアクセスポイントの必要
数を連絡するだけですから。また、無線
LANを導入する際に気になっていた通信速
度や安定性についても問題なく、安定した
ITインフラを提供できています。丸ごとア
ウトソースしたことで一見、コストがかさ
む様な気もしましたが、今思えば出張費に
人件費、IT機器の選定から調達・在庫管理
などかなりのリソースと労力がかかってい
ました。それを考えると決して高くない選
択だったと思います。もっと早く出会いた
かったくらいです・・(笑)」 （鴫原氏）

やっと
本来の情シス業務に
とりかかれる。
--全体的な感想はいかがですか？
「煩雑な手間と無駄な時間が一気にアウト
ソース出来たので、ようやく手を付けた
かった本来の情シス業務に専念できるよう
になりました。未来への大きな一歩が踏み
出せたと感じております。」 （鴫原氏）
--もったいないお言葉をありがとうござい
ます。今後とも全力で支援させて頂きます。

熊谷組の代表作品
「台北101」

経営企画本部
経営企画部IT企画G 部長
鴫原 功 氏

今回のITインフラ丸ごと
クラウドの概要図

株式会社 熊谷組
本社：
創業：
資本金：
従業員数：
事業内容：
URL：

Copyright Amiya Corporation.

東京都新宿区津久戸町2番1号
明治31年1月1日 （設立：昭和13年1月6日）
133億円（平成28年3月31日現在）
2,223名（平成28年3月31日現在）
建設業
http://www.kumagaigumi.co.jp
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掲載日：2014/04/03

建設・製造

資料をメールで受け取る ≫

濾過技術で世界の環境を改善。
オフィス内も無線LANで空間改善！
株式会社ロキテクノ
ロキテクノ様は、産業フィルターの専門メーカーとして創設され、長年の研究で培った「濾過(ろか)技術」によるフィルターの製造販
売などフィルター関連事業を軸に、オゾン関連事業、アクア関連事業へと幅広く事業展開されています。

無線LANだと忘れてしまうほどスムーズ
なアクセス！

無線LAN導入後は、
社内をフリーアドレスに。

--無線ネットワークの構築での課題をお聞かせください。

--サービスへの期待をお聞かせください。

「いままで無線LAN環境は市販のアクセスポイント機器で構築して

「管理画面は今のまま公開しない方向でお願いしたいですね。見

いましたが、オフィスのレイアウトによって電波状況がまちまちで、

れてしまうと、ついつい触りたくなってしまいます。ネットワー

接続が不安定になることが頻繁にありました。また、セキュリティ
面での不安もありました。」

クは安定して接続しているのが一番！設定を変更して接続できな
くなってしまっては困るので、自分でやるより今後も専門家によ
る管理でお願いします。(笑) 」

--「Hypersonix」の選択理由は？
「数多くの無線LAN機器を比較していたのですが、無線技術の進歩

--今後の計画についてお聞かせください。

が速すぎて機器購入まで踏み切ることができませんでした。

「オフィスのフリーアドレス化に向けて準備をしてます。その第

その中で、機器をレンタルしていて面倒な設定や保守サービスまで

一段階としてHypersonixを導入しました。次は電話回線をアナロ

一括でお任せ出来るHypersonixを知って、これだ！と思いました。

グからデジタルに変更してフリーアドレスにすることを目指して

以前はネットワークトラブルで社員からの問い合わせに追われる

います。その際にアクセスポイントをさらに増やす予定です。」

日々だったのですが、導入後は問い合わせが激減し、とても助かり
ました。」

来年度フリーアドレスが実現した際には、是非またお話を聞きに
伺いたいです！本日は貴重なお話をどうもありがとうございまし
た！

--実際ご利用頂いた感想をお聞かせください。
「Hypersonixを導入してから本当にトラブルがなくなって、管理者
の作業を減らすことが出来、他の業務に集中できるようになりまし
た。実際、無線であることを忘れるほどスムーズな通信で、途切れ
ることがまずないです。
以前は、クレームの度にアクセスポイントの設置場所を変更したり、
障害原因を探したりと日々悩まされていたのですが、Hypersonix
はリモートサポートであるにも関わらず、障害原因まで特定してく
れるので、おかげでよく眠れるようになりましたよ。(笑)」

株式会社ロキテクノ

総務部
情報システムグループ
松枝 泰三 様

Copyright Amiya Corporation.

本社： 東京都品川区南大井6-20-12
設立： 1978年12月12日
資本金： 12億8408万円（2013年9月末現在）
事業内容： フィルターカートリッジ、フィルター
システム関連機器、オゾン関連機器、
アクア関連機器・製品、浄水機、店舗
設置型給水機
URL： http://www.rokitechno.co.jp/
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掲載日：2020/07/29

建設・製造

資料をメールで受け取る ≫

グローバル拠点の端末をクラウドから一括管理
専用サーバ不要で、証明書発行もかんたんに（1/2）
株式会社 技研製作所
株式会社技研製作所様は、建設のあるべき姿を実現させる新技術や新工法を創出し、世の中に提供する「新工法開発企業」です。
リモートアクセスサービス「V-Client」をはじめ、クラウド無線LAN「Hypersonix」、IT情報システム業務の代行 / 支援サービス
「Running Supporter」をご導入いただきました。この度、管理部 情報システム課 課長 山田俊則氏について、導入から利用状況に
いたるまでお話をお伺いしました。

導入の決め手は
「サポート力」と「国産であること」
-- 元々、リモートアクセスソフトは導入されていたというお話で
すが、なぜ弊社の「V-Client」に切り替えていただけたのでしょう？
そうですね、以前は海外製のリモートアクセスソフトを利用して
いました。用途としては主に、海外含む各拠点から、本社の基幹
システムの利用やファイル共有をするためです。以前も、接続
自体は問題がなかったのですが、サポートが難点でしたね。海外
製品ということもあり、国内の購入先から海外のメーカーに問い
合わせるのですが、返答が非常に遅く、当社の求めるスピード感
に合致しませんでした。同時接続できるクライアント数を増やし
たかっただけなのですが、そのたびに都度時間がかかってしまっ
て……。
そこで、改めて「サポート力」と考えた時に、やっぱり網屋さん
だな、と。以前から情報システム業務を一部代行していただいて

端末の設定をクラウドから一括管理
-- 実際に「V-Client」を導入してみていかがですか？
サポートについては言わずもがなです。問題や課題があれば都度
スムーズにご対応いただいており、非常に満足しています。
その他で特に助かってるのは、各端末の利用状況の確認や設定
変更が、クラウド経由でできる点ですね。
これは「V-Client」に限らず、無線LAN「Hypersonix」でも同様
なのですが、国内外の各拠点に出向かなくても、本社からクラウド
経由で一括管理できます。
例えば、当社では近年タブレットの利用が急増していますが、
その際、以前であれば証明書発行に専用サーバを立てる必要が
ありました。しかしV-Clientはその必要がなく、クラウド管理画面
から証明書の配布ができるため、非常に効率的であると感じて
います。

おり、サポート力は信頼していたので。自社（国産）のリモート
アクセスサービスという安心感もあって、V-Clientを導入する
ことにしました。

インタビューに応じていただいた
管理部 情報システム課 課長 山田俊則氏

デバイスをクラウドから一括管理

Copyright Amiya Corporation.
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建設・製造

資料をメールで受け取る ≫

グローバル拠点の端末をクラウドから一括管理
専用サーバ不要で、証明書発行もかんたんに（2/2）
株式会社 技研製作所
ネットワークをより安全に使うために
「プロに頼る」
-- 「V-Client」の他、以前からご利用いただいている網屋製品のご感想
もお聞かせください。まずは、クラウド無線LAN「Hypersonix」に
ついていかがでしょうか？
Hypersonix導入以前、無線LANについては、コンシューマー向け
のアクセスポイントを各拠点に設置し利用していました。各拠点の
担当者が設定変更を行っていたのですが、担当によってリテラシー
にもばらつきがあり、セキュリティ面の不安や、問い合わせを
受ける本社サポートメンバーの負荷が問題になっていました。
Hypersonix導入後は、不安も負荷も大幅に軽減されましたね。
先ほども触れましたが、クラウド経由で各拠点の設定を集中管理
できるため、作業効率があがり、管理レベルも高水準で統一でき
ます。セキュリティ面も満足しています。例えば、2つのSSIDを
それぞれ従業員用とお客様用に分けて利用することができたり、
MACアドレスごとにクライアンのアクセス制御が行えたり、という
点ですね。
-- 情報システム部のサポート支援サービス「Running Supporter」

無公害杭圧入引抜機「サイレントパイラーⓇ」

についても導入背景と効果をお聞かせいただけますか？
当社の情報システム部門は高知に拠点を置いており、他拠点で発生
するネットワーク障害へのサポート体制が課題でした。そこで、
東京本社のネットワーク構築の実績があり信頼していた網屋さんに
相談し、こちらのサービス導入を決めました。
IT業務のプロとして様々な対応策を検討し、ご提案いただけるの
で助かっています。
今後は、全社員を対象にしたテレワークの環境構築が必要になる
ので、引き続き網屋さんにお願いしようと考えています

株式会社 技研製作所
設立年月日： 1978年1月（創業1967年1月）
事業内容： 無公害工法・産業機械の研究開発および製造販売、レンタル事業等

短期間で組み立て可能な駐輪場も提供

所在地： [東京本社] 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7番18号
有明セントラルタワー16階
[高知本社] 〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1
URL： https://www.giken.com/ja/
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掲載日：2021/07/14

医療・教育

資料をメールで受け取る ≫

訪問看護業界もDXの時代。
クラウド無線LAN「Hypersonix」が
DX推進のインフラ基盤に最適な理由
（1/2）

 事業内容
訪問看護事業

訪問マッサージ事業

 従業員数
164名
Recovery International 株式会社

 ご担当者
経営管理部 / 副部長

企画情報ユニット / ユニットリーダー
若田 真様
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掲載日：2021/07/14

医療・教育

資料をメールで受け取る ≫

訪問看護業界もDXの時代。クラウド無線LAN「Hypersonix」がDX推進のインフラ基盤に最適な理由（2/2）

最先端ITの採用が訪問看護事業の成長要因
-- 導入したきっかけは？

できるようにしています。このようにITを駆使することで

当社は訪問看護事業を全国12拠点で展開しています。訪問看護
業界では比較的拠点数とスタッフが多いため、積極的にITを

駆使して効率化を図っています。業務システムは全てクラウド
サービスを利用し、スタッフには社用スマートフォンを貸与

することで、外でも電子カルテの閲覧やチャットなどの業務
をできるようにしています。さらに、PCはChromebookに

統一することで、遠隔から設定やセキュリティなどの管理が

業務の効率化を図りつつ、その管理は本部から遠隔でできる

ようシステムを構築してきました。以前から、日々の業務では
会議などWeb会議を多用するのですが、拠点・従業員の増加に
比例して、安定した環境でWeb会議ができないことが増えて

きました。そこで、ネットワークの不調を解決するのと、本部
からネットワークを管理できる体制にするため、クラウド
無線LAN「Hypersonix」の導入に至りました。

「Hypersonix」がネットワークの安定化と運用負荷を軽減
-- Hypersonixに求めていたポイントは？

-- Hypersonixに求めていたポイントは？

通信トラブルの低減、情報システム運用の負担軽減ですね。

特にWEB会議の通信トラブルの声は聞かなくなりましたね。

先ほども述べた通り、ネットワークの不調でWEB会議の進行が

そのおかげで業務効率が上がったので良かったです。

ました。当社は専任のシステム担当者がおらず、他の業務と

ため、現場から連絡をもらう前に、こちらから連絡をして

回らない状況でした。また、専任のシステム担当者を採用する

また、クラウド上の管理画面から各拠点の通信状況や稼働状況

うまくいかないとスタッフからの連絡が頻繁に来るようになり
並行して、このようなトラブルに対応していたので、正直手が

ことも検討しましたが、スリムな管理体制で進めることが事業
の成長には必要であると考え、新たに人員を増やさずに管理

できるものを探していました。加えて、トラブルがあった際は、

「Hypersonix」は機器の障害が起こるとメールで連絡が来る

確認し、迅速に対応できるようになりました。

などの状態を確認できて便利ですね。遠隔からでも障害の原因

特定ができるため、状態を把握しやすくなり大変助かっています。

遠隔からスタッフに状況をヒアリングをするのですが、なか
なか要領をつかめず、時間もかかってました。

そこでHypersonixの「機器の手配から設定、その先の運用まで

アウトソースできる」という点が当社には最適だと思いました。

積極的な拠点展開で日本の訪問医療に貢献
-- 今後の展望や網屋への要望は？

ですね。数年前から実施してきたDXで各拠点の管理機能を

当社は、今後も積極的に拠点展開することで日本の訪問医療の

底上げに貢献したいと考えています。拠点展開を進めていく

上で、ITの効果的な活用が重要なポイントだと考えています。
いわゆるDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

削減でき、今回のHypersonixの導入により、悩みであった
ネットワークの心配がなくなりました。これにより今後の

積極的な拠点展開への土台ができあがったと感じています。

次は、スタッフの業務効率アップになるようなシステム導入を
検討できればと考えています。

インタビューに答えてくださった
若田氏
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掲載日：2014/12/05

医療・教育

資料をメールで受け取る ≫

将来的には全生徒にタブレットを支給
図鑑などの重い教材をデジタル化し、他校との差別化を
板橋中央看護専門学校
板橋中央看護専門学校様は、昭和39年に3年課程と2年課程を有する准看護学校として開校し、IMSグループに就職する看護師さんの
育成に努め、今までに4000名の卒業生を送り出しています。
校内のIT化にも積極的でいらっしゃる事務長 田中学様に、無線アクセスポイントを監視センターからクラウド上で管理するクラウド
無線LANサービス「Hypersonix」の導入背景についてお話しを伺いました。

インフラの全体見直しで
無線LANも導入

教材のデジタル化と
授業のタブレット化を加速

「実は今まで非常にアナログな環境で、ファイルサーバーもない、

--今後のプランがあれば教えて頂けますか？

データもUSBでそれぞれが持ち歩くという、 ITのインフラ環境が整

「今後は新しい校舎も含め、AP（無線アクセスポイント）を増や

備できていない状況でした。学校の改築を機に情報システムの統制

して学校のどこからでも無線に繋げるようにしたいです。将来的

と無線LANの導入を考えていたところ、当校の情報システムを委託

には全生徒にタブレットをフル活用できる環境を構築したいと

しているアイセルネットワークスさんから、導入も簡単且つ、管理

思っています。

も一任できるという触れ込みで、Hypersonixを紹介され導入を決め

タブレットはデジタル化した教材に使ったり、出欠管理なども一

ました。実際導入してみると、今までタコ足配線だったLANケーブ

元化していくなどで用途の可能性が今後広がっていくと考えてい

ルから解放され、教員室もすっきりして校内の美観度が上がりまし

ます。

た。導入後も無線が途切れることもなく、障害監視、対応など面倒

医療系の教科書は、図鑑など重いものも多く、デジタル化するこ

なことは全てお任せできるので、専任のIT担当がいない当校は非常

とにより持ち運びも楽になり、人体のデータが立体的に見れたり

に助かっています。」

もするので便利です。これから18歳人口がどんどん減っていくに
あたり、このようなアプローチによって、他校との差別化を図っ

学生にもWifiを供給。
教室での授業にも

ていきます。」
本日は貴重なお話をどうもありがとうございました！

--現在学生さんのホール（３ヶ所）と、情報処理室、教員室と教室、
全部で６ヶ所AP（無線アクセスポイント）を設置頂いていますね。
「学生たちが思った以上に活用しています。ホールでは休み時間に
なると、それぞれのPCを持ち込んで作業する学生で賑わいます。教
室でも予習などで利用する生徒が予想以上に多く、教師も授業中に
ネットを利用しているので、教室側のAP（無線アクセスポイント）
も増やしていきたいですね。」
教員室に設置されたAP
（無線アクセスポイント）

板橋中央看護専門学校
所在地： 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-6-4
設立： 昭和39年
事業内容： IMS(イムス）グループの看護専門学校
URL： http://www.ims.gr.jp/itakango/
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