
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

ver. 100_5
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Network All Cloud 導入前 Network All Cloud 導入後

Network All Cloud シリーズ
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セキュリティを重視する法人企業へ多数供給。

Network All Cloudは、2,900社を超える実績

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』
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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) 」

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5.1版(令和3年1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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テレワーク普及で顕在化したネットワークセキュリティの課題

脆弱性

担当者不在などの要因により、

放置された脆弱性がサイバー攻撃の足掛かりに。

ID管理と認証強度の弱さ

ITシステムの導入で増えるID管理の手間。

さらに、使い回しのパスワードの流出から不正侵入被害に。

アクセス制御の欠如

「VPN接続できれば、ほぼフルアクセス可能」な

アクセス制御で、一度侵入を許せば被害が拡大。

通信が集中しボトルネックに

通信が社内のFWを経由するため、負荷が集中し、遅延が

発生。

危険なインターネットアクセス

社外からのインターネットアクセスを制御できず、

危険なWebサイトからマルウェアに感染。
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Veronaはゼロトラストセキュリティを実現するクラウド管理型ゼロトラストサービスです。
場所を選ばない、統一されたネットワークセキュリティを実現します。

クラウド管理型ゼロトラストサービス「Verona」

プライベートアクセス インターネットアクセス
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選ばれる理由 その1

クラウドだからオールインワン

クラウドサービスだからゲートウェイやクライアントソフト、
それをマネージするクラウド管理センターをオールインワンで。

ハードウェア版、ソフトウェア版、
クラウドゲートウェイ版を用意

プライベートアクセス、
DNSセキュリティをこれ一つで

構築なしで管理画面が利用可能。
ユーザ管理、設定管理もラクラク

クラウド管理センター
（Verona cloud）

拠点 クラウド

クライアントソフト
（Verona client）

選ばれる3つの理由

Windows PC / Mac iPhone / iPad / Android

プライベートアクセス
ゲートウェイ

（Verona edge）
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選ばれる理由 その2

運用サービス付きだから安心
障害対応やテクニカルサポートだけでなく、

“初期設定/設定変更”も含む運用サービスを提供。

選ばれる3つの理由

初期設定/追加設定（アドレス変更、ACL
設定変更など）

アカウント管理（証明書発行/停止）、接続ログ
の記録/保管、ファームウェアアップデート

接続/遅延の問題対処、障害切り分け、
機器故障時の代替機器送付（先出しセンド
バック）
不具合の原因発見と対処、適切な設定指南
及び代行

01 設定管理

02 運用

03 障害対応/不具合対処

安心の運用サービス
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選ばれる理由 その3

クライアントネイティブでコストダウンに貢献
ネットワークセキュリティの機能をクライアントに集約することで、

不要なシステムを省き、コストダウンに貢献します。

選ばれる3つの理由

これまでのゼロトラスト
通信がクラウドを必ず経由する構成。
ネットワーク・サーバコストを価格に転嫁。

クライアントにセキュリティ機能を
持たせることで、不要なコストを削減。
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本社や支社、データセンター、クラウド間の拠点間ネットワークも、
テレワークや外出先からのリモートアクセスにも対応。

安全なプライベートネットワークを構築
Veronaだから出来る

本社と支社、データセンターなど
オフィス間のプライベート通信に

テレワーク、外出先からの
プライベートアクセスに

AWSやAzureなど
クラウドとのプライベート通信に

プライベートアクセス
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従来のVPN

VPN機器の脆弱性を狙ったサイバー攻撃（ランサムウェア）が増加。
自動ファームウェア更新により、ゲートウェイ機器を狙ったサイバー攻撃リスクを最小化します。

世界中からアクセスできるVPNゲートウェイ。
放置された脆弱性からランサムウェアの被害に。

ファームウェアの更新も専門のエンジニアが随時対応。
脆弱性が放置されないため、攻撃対象になりにくい。

VPN
ゲートウェイ

自動ファームウェア更新で不正侵入を予防
Veronaだから出来る

攻撃

修正パッチはメーカーから
提供されているが未適用

攻撃

ファームウェアを
自動更新

不正ユーザー 不正ユーザー

定期的なファームウェア更新が
セキュリティ対策の基本中の基本

・そもそも修正パッチの提供を知らない
・セキュリティパッチを適用する人員がいない
・担当者が退職してしまった..etc

なぜ放置されやすい

プライベートアクセス

Verona edge
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Verona edge

従来のVPN

ダイナミックポートコントロール機能により、正規ユーザーからの認証要求のみに応答。
リモートアクセス環境の存在を隠し、不正アクセスリスクを極めて最小にします。

どのユーザーからの認証要求にも応答
パスワードの総当たり攻撃で認証を突破されるリスクあり

クラウド管理センターと連携し、
正規ユーザーからの認証要求のみ応答
不正ユーザーはVerona edgeの存在を認識できません

ダイナミックポートコントロール
Veronaだから出来る

コントロール

認証要求

応答

Verona edgeの存在を認識できないから
認証要求できない

VPN
ゲートウェイ

ログインできるまで、
総当たりにログイン試行

User01+Pass01
User02+Pass02
User03+Pass03
User04+Pass04

・・・・+・・・・

正規ユーザー

不正ユーザー

正規ユーザー

正規ユーザー

不正ユーザー

正規ユーザー
クラウド管理センター
（Verona cloud）

プライベートアクセス
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ID/パスワードだけでは認証強度が不十分。
Veronaは、クライアント証明書をベースにした独自の認証システムで不正アクセスを防止します。

クライアント証明書認証を標準搭載
Veronaだから出来る

従来のVPN
企業ネットワークへの入り口となるVPNの認証に、
ID/パスワードだけでは不十分。
しかし、認証強化には別途システムが必要。

クライアント証明書認証を標準搭載。
クラウド管理センターが証明書を管理。

VPN
ゲートウェイ

不正ユーザー

ダークウェブで入手した
ID/パスワードでログイン

VPN
ゲートウェイ 認証サーバ

二要素認証には、認証サーバの導入が必要

プライベートアクセス
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IDaaS連携でユーザ管理の効率化と認証強化
Veronaだから出来る

ユーザ情報を同期 シングルサインオン

ユーザ管理をIDaaSに一本化。
ユーザ削除忘れによるセキュリティリスクを回避。

IDaaSアカウントでのユーザ認証と
証明書によるデバイス認証で強固な２要素認証を実現。

※本機能はWindowsのみ対応※本機能はWindowsのみ対応
※HENNGE Oneはユーザ追加のみ対応

Azure AD

ユーザ認証

プロビジョニング
（ユーザ同期）

Azure AD、
HENNGE One、
Okta、OneLogin

IDaaS

自動同期

User
Directory

User
Directory

追加 削除

2

追加 削除

1

プライベートアクセス

クラウド管理センター
（Verona cloud）
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IDaaS連携により、ユーザ側から証明書配布の申請フローが可能。
1. Verona clientから申請、2. Verona cloudから管理者が承認、3. Verona clientから証明書をインストール
の３ステップで、安全かつカンタンに証明書を配布できます。

IDaaS連携で証明書配布をカンタンに
Veronaだから出来る

※管理者による手動承認だけでなく、自動承認も可能

1
STEP

2
STEP

3
STEP

申請 申請を承認 証明書を
インストール

※本機能はWindowsのみ対応

プライベートアクセス
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管理画面イメージ

セキュリティ対策として、ユーザーごとのアクセス制御は必須機能。
ユーザー単位もしくは証明書単位でグルーピングし、それぞれのグループにアクセス制御を設定できます。

グルーピングとアクセス制御
Veronaだから出来る

サーバーA

サーバーB

営業部はサーバーBに
アクセス禁止

グループA(営業部)

グループB(開発部)

プライベートアクセス
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ローカルブレイクアウト
特定のクラウドサービスはダイレクトにアクセスさせる
ことでオフィスの回線負荷を軽減。

ロードバランス
同時接続台数が多いときは、
接続数に応じて自動的にロードバランシング。
規模の拡大によるスケールアウトが容易です。

つまりスモールスタートもOK！

経路選択と負荷分散
Veronaだから出来る

リモートからの通信が集中するVPN機器はボトルネックになることも。
Veronaなら、ローカルブレイクアウト機能とロードバランス機能で、VPN機器の負荷を軽減・分散します。

※本機能はWindowsのみ対応

プライベートアクセス
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新規格（IPoE方式）

IPoE方式はPPPoE方式より2倍以上の収容設備を用意。
インターネットが速いだけでなく、VPNも高速化。

※別途IPoE（MAP-E）対応の回線・プロバイダー契約が必要です。
※IPoE（MAP-E）プロバイダーは、JPNE、OCNに対応しています。
※Verona client利用には固定IPプランの契約が必要です。
※固定IPプラン以外の場合、利用可能な通信ポートが制限されるため、

インターネットアクセスに制限がかかる場合があります。
※PPPoE方式も利用可能です。

新しいIPoE方式（IPv4 over IPv6）で
従来より高速かつ安定したインターネットアクセスを提供

インターネット新規格（IPoE）で高速に
Veronaの高速通信

NGN網内折り返しVPN

インターネットを経由せず、IPv6（NTT網内）でVPN接続
インターネットを経由しないからセキュリティと速度が向上します。

PPPoE設備を
経由しないから高速に

東京 – 札幌間VPN通信速度比較
一般的な
インターネットVPN

NGN網内
折り返しVPN

100Mbps

150Mbps

※当社で計測した数値です。
※上記通信速度を保証するものではありません。

プライベートアクセス
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NWアドレスごとにインターネットアクセス経路を設定可能。
たとえば、店舗のフリーWi-Fiは各拠点からダイレクトに、社員は本社経由でインターネットアクセスなど。

ゲスト

本社/DC

支店/店舗/工事現場事務所

回線負荷を軽減

本社経由アクセス

ダイレクトアクセス

インターネット

Firewall

複数のインターネットアクセス経路で負荷分散
Veronaの便利機能

社員 Verona edge

Verona edge

プライベートアクセス
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ソフトウェアタイプとクラウドゲートウェイタイプの２つの方式を選択できます。

クラウドゲートウェイタイプ

クラウドゲートウェイを経由してプライベートアクセス

ソフトウェアタイプ

ソフトウェア版のVerona edgeを
お客様クラウド内に構築。

冗長構成や多拠点接続に最適

対応クラウド
AWS、Azure、GCP、BIGLOBE、
さくらのクラウド

SaaSへのアクセス IaaSへのアクセス
接続元のGIPで接続制限 クラウドまでダイレクトに

VPN接続

クラウド接続の方法 プライベートアクセス

クラウド

仮想Verona edge
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DNSセキュリティサービス

オフィスや自宅など場所を選ばない、セキュアなインターネットアクセスを提供するDNSセキュリティサービス。
これによりVeronaは、ネットワークとセキュリティの統合管理により、企業セキュリティを飛躍させます。

独自の脅威インテリジェンス
複数の脅威インテリジェンスをソースに独自の判定エンジンを搭載。
精度の高い脅威インテリジェンスが特徴。

脅威
インテリジェンスB

脅威
インテリジェンスA

判定エンジン

有害ドメインへのアクセスをブロック

インターネットアクセス

脅威インテリジェンス
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カテゴリフィルタ

組織のポリシーに合わせて、３つのカテゴリフィルタを選択可能。
業務に不必要なサイト、危険なサイトへのアクセスを防止します。

Category Security Enterprise Family

マルウェア配布サイト ● ← ←
疑わしいSSL証明書を使用したサイト ● ← ←
C&Cサーバ ● ← ←
ペイロード配布サイト ● ← ←
フィッシングサイト ● ← ←
トラッキング、ハッキングサイト ● ← ←
クリプトジャッキング ● ← ←
DDoS などのアタッカー ● ← ←
人種差別 ● ←
暗号資産マイニング ● ←
DoH ● ←
VPN ● ←
プロキシ ● ←
賭博 ● ←
アダルト ●
爆発物、危険物 ●
出会い系サイト ●
薬物 ●
海賊版配布 ●
詐欺 ●

インターネットアクセス
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個別フィルタリング

カテゴリフィルタでカバーできない、お客様個別のフィルタ設定を
許可/ブロックリスト機能、セイフサーチ機能で提供。

許可/ブロックリスト機能

個別ドメインに対して、許可/ブロックを設定
フィルタリング対象ドメインの個別許可
業務に不必要なドメインを排除

セイフサーチ機能

サイト検索においてアダルトコンテンツを強制的に非表示に。

許可リスト

yahoo.co.jp
google.co.jp
amiya.co.jp
all-cloud.jp.
alog.app

ブロックリスト

yahoo.co.jp
google.co.jp
amiya.co.jp
all-cloud.jp.
alog.app

＜対応サービス＞

インターネットアクセス

アダルトコンテンツを非表示に
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選べる3構成であらゆる場所を守る

本社や支社の場合在宅/外出の場合

Verona edge接続 固定グローバルIP接続
Verona edgeを

DNSサーバとして設定。
お客様DNSサーバの
上位DNSとして設定

※本機能はWindowsのみ対応

Verona client 接続
Verona clientをイントール、

証明書の登録するだけ。

インターネットアクセス

脅威インテリジェンス 脅威インテリジェンス 脅威インテリジェンス

上位DNSサーバ

DNSサーバ
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Veronaのあらゆるステータス情報をひとつに集約。
リモート拠点やテレワーク中のクライアントまで、Verona cloudならスムーズに状況を把握できます。

Verona cloudで状況把握をスムーズに
Veronaだから出来る
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Verona edge稼働数、Verona client接続数、そして各インターフェースの通信量をグラフ化。
「東京本社の特定時間に通信量が多い」など高負荷の発生箇所を特定し、改善方法を導きます。

高負荷、遅延の発生箇所を特定
Veronaだから出来る



27© AMIYA Corporation

万一のとき、ログが不正の証跡に。
リモートアクセス端末の接続切断ログや取得したIPアドレス、アクセス制御などの各種設定を確認できます。

接続・切断ログを確認
APIでログ管理ツールへ出力も

アクセス制御（ACL設定）を確認
ACLログをSYSLOG転送可能

ログで履歴をしっかり記録
Veronaだから出来る
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PC紛失時の接続拒否、PCリプレイス時の証明書の入替え/配布などが、
コントローラを構築することなく、Web上からSaaSで管理できます。

PCを紛失したら、「無効化」 「説明」欄で利用者を把握

「証明書メール送信」機能で
証明書を一斉送信

証明書管理をWebでラクラク
Veronaだから出来る
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Veronaはサービス費にすべてインクルード。
従来のネットワーク機器で必要なコストが不要。

従来の
ネットワークインテグレーション費用

安心プライス
Veronaだから出来る



30© AMIYA Corporation

ホーチキ株式会社 様

一番びっくりしたのは、申し込みをして機器が届いて、データセンターに設置したらすぐ使えたことです。申し込みから2週間ぐらいで利用開
始できたので、そのスピードと簡単さには本当に驚きました。また、セキュリティ面と運用面にも満足しています。セキュリティ面は、強固と
されるクライアント証明書を含めた2要素認証なので、より安心できます。
運用面でも安心してお任せでき、問い合わせしても結構レスポンスが早いので、社員の負荷が上がらず助かってます。そして、なにより今
2,000くらいの端末でVeronaを利用しているのですが、通信速度に問題がないのがGoodポイントです。ちなみに比較していた他社のサービスは、
証明書の使いまわしが出来てしまうなどセキュリティ的に不十分な面があり、ログも見にくく、痒いところに手が届いていませんでした。

リモートアクセスVPNのSaaSだから、2週間で全社員のテレワーク環境を整備できたわけ

情報システム部
IT推進課
課長 鈴木 智 様

リモートアクセス2,000ライセンス

お客様の声

導入事例

課題

 コロナで全社員テレワーク
に環境整備が急務に

 ID/Passwordの認証では
セキュリティレベルが…

 急なシステム導入
運用が懸念

導入効果

 2週間で申し込みから
利用まで完了安心

 クライアント証明書認証で
高セキュリティ

 運用サービス付きだから安心
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オービックビジネスコンサルタント(OBC) 様

SaaS連携

『奉行クラウド』『OBCクラウドサービス』といえばERPとして高い評価を得て
おり、多くの企業様が採用しているサービスです。『Verona』との連携により、
利用企業様はインターネット通信の安全性を確保した状態で奉行シリーズを利用す
ることが出来るようになりました。

技研製作所 様

リモートアクセス 1,200ライセンス

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。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、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。

端末の設定をクラウドから一括管理

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

Q. 実際にVerona clientを導入してみていかがですか？

証明書配布
証明書配布

クラウドから一括管理

クライアント証明書をインストールしたデバイスのみ
『奉行クラウド』『OBCクラウドサービス』を利用開始

導入事例

自宅

外出先

会社

クラウド
ゲートウェイ

通信を
秘匿化

Verona client

Verona client

Verona client
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株式会社熊谷組様

リクルート様

拠点数300

拠点数100

株式会社キトー様

世界中に高品質のマテリアルハンドリング機器の販売/サービスを行う
ホイストメーカーのリーディングカンパニー株式会社キトー様。
世界各国の子会社とのプライベートライン実現のためVeronaを選択。

経営管理本部
情報システム部
杉山正人部長

経営管理本部
情報システム部
松田和俊様

東京本社と海外子会社とのプライベート通信を検討していた時期にVerona
を知り採用しました。ドイツの子会社では東京本社へ
Veronaで接続して、Webベースの業務アプリを使っています。
他の国でもテレビ会議を利用したり、東京のファイルサーバにある会計デー
タを編集したりと、グローバルLANを実現しています」

世界5ヶ国

お客様の声

子会社 アメリカ

子会社 カナダ

子会社 ドイツ

本社

本社工場

100箇所の仲介営業所の
インターネットルータを

Veronaで遠隔管理

キッティング・出荷

工事現場

インターネット

IT機器の資産管理

導入事例

300箇所の現場事務所の
インターネットルータを
Veronaで遠隔管理
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Verona clientとクラウドゲートウェイ、専用ルーター（Verona edge）の構成例

社内とクラウド、両方へのプライベートアクセス

社内にも、クラウドにも、どちらにもアクセスしたい場合、
専用ゲートウェイ（Verona edge）、クラウドゲートウェイ を併用することで、
ひとつのアプリ（Verona client）から双方へアクセスできます。

インターネットクラウド

本社/DC 社外

クラウドゲートウェイ

専用ゲートウェイ（Verona edge）と
クラウドゲートウェイ間で拠点間接続

クラウドゲート経由で本社へのアクセス

Verona edge Verona client
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大規模オフィス向け

+

小規模オフィス向け

Firewall

Veronaの構成例

※上位FWの設定変更が必要です。

インターネット インターネット

Verona edgeを
DMZ・LAN
に設置

Verona edgeを
F/Wルータとして

利用

Verona client Verona client

Verona edge
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無線LANの良いところ
クラウドLAN

オフィス 店舗 学校 ホテル病院 工場

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。
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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

IS 502082 / ISO 27001 CLOUD 774562
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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
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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



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

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



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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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

mailto:infra-sales@amiya.co.jp
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