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IT技術を活用して働き方を変えたいが、
人もノウハウも足りない・・・

IT-Guardiansは、高度化するITを
全て企業の皆様に利用いただけるように、

設計、導入、保守、運用を
パッケージ化
してご提供させて頂きます。

情報システムの運用負荷軽減
PC環境に関連するサポートメニュー
を総合的に提供して、日常的に利
用するPCの故障やお悩みに即座
に対応し、業務の生産性を維持で
きるように解決します。

情報伝達による生産性向上
ネットワークやクラウドを利用し
たコミュニケーションや情報共有
を可能にすることで、場所にとら
われない働き方を実現します。

ITコスト低減/変動費化
ハードウェアやソフトウェアなど
の初期投資を低減し、月額/年額
費用や従量制課金など柔軟な課
金方式にて、高度なIT技術を利用
することが可能になります。

セキュリティ対策
高度化・多様化するサイバー攻
撃からIT資産を防ぐために必要
なサイバーセキュリティ対策を
包括的に提供し、情報漏洩のリス
クを最小化します。

マネージドITサービス
®

？

インターネット

光回線とプロバイダーを提供
光ブロードバンド接続サービス

プロバイダーを提供
インターネット接続サービス

メールと公開サーバーをレンタル提供
メール＆ウェブサービス

PCサポート

PC周りの困りごとを解決
ITサポートサービス

PC・サーバー上のサイバー攻撃対策
アンチウィルスサービス

光回線とプロバイダーがセットになった
高品質なインターネット接続サービスを
提供します。

お任せ
下さい！

リモートアクセスでセンターからお客様
のPCに接続し、トラブル発生～解決ま
で、迅速にサポートします。

お任せ
下さい！

立ち上げから運用まで必要な要素を提供
ホームページ制作パッケージ

●トラブル発生時に素早く対処したい！
●ウイルス対策がよく分からない！
●統一したセキュリティ対策を行いたい！

●インターネット環境を個別に契約や構築
しているため、自社のネットワーク状況
が分からない。

お客様の PC管理における様々な課題を解決
マネージド PCサービス



お客様環境

外出先

ITヘルプデスク

クラウド・
インターネット

リモート保守

拠点

自宅

資産管理端末

オンサイト保守

ご利用シーン
®

サービスセンター

テレワーク

社外から社内の PCをリモートコントロール
リモートビューサービス

社外での勤務時間の管理や残業申請
IT資産管理サービス

拠点間や社外からの VPN接続
VPN接続サービス

社外での安心・安全なテレワーク環境を
提供します。

社内インフラ

UTMでサイバー攻撃から社内を防御
UTMサービス

無線 LANおよびゲストWiFiを構築・運用
無線 LANサービス S

サーバーを 24時間 365日遠隔監視
遠隔監視サービス

ドキュメント連携

FAXやスキャンデータを自動仕分け
仕分け名人 NASパック

セキュアな情報共有環境を提供
ストレージサービス

IT資産管理を通じた内部統制の強化と
印刷コストの可視化を初期および運用
コストを抑えた形で提供します。

お任せ
下さい！

必要な機材の提供はもちろん、ネット
ワーク設計から導入・運用保守までトー
タルでサポートします。

お任せ
下さい！

お任せ
下さい！

●FA Xなどの紙文書が多く、電子化が
進まない。
●電子化データを部門ごと
に共有したい。

●ネットワーク設計ができない。
●丸ごと外部に任せたい。
●ネットワークの不調に対処できない。

●外出先から社内ネットワークへ
安全に接続したい。
●外出先で社内のデータを
編集したい。
●自宅PCで業務を
こなしたい。

有線ネットワークの設計/設置/運用/保守を提供
拠点内 LANサービス



•効果的なセキュリティ対策実施へのロードマップがない。
•様々に変化するサイバー攻撃への脆弱性やリスクを放置。

セキュリティ対策の未整備
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増え続けるIT機器に対して、それをサポートすべき体制の整備や
人材の確保は十分でしょうか？

■ ITサポートサービス
■遠隔監視サービス
■無線LANサービスS
■拠点内LANサービス
■マネージドPCサービス

PCの問合せやOfficeの操作をリモートに
てサポートします。

IT機器のリモートサポート

■ IT資産管理サービス

PCやソフトウェアなどIT資産を自動的に台
帳化し、資産状況を見える化します。

IT資産管理サービス

■リモートビューサービス
■VPN接続サービス

社外での安心・安全なテレワーク環境を提
供します。

テレワークサービス

■メール＆ウェブサービス
■ホームページ制作パッケージ

セキュリティ、災害対策、二重化された設備
など信頼性の高いデータセンターにて、公
開サーバーを利用可能です。

クラウド・インターネット

POINT

■光ブロードバンドサービス
 　(オプション：ひかり電話)

■インターネット接続サービス
■無線LANサービスS

インターネット接続のための光回線、プロバイダを提供し
ます。無線LANなど社内ネットワークも構築可能です。

ネットワークの最適化

■リモートビューサービス
■VPN接続サービス

リモートで社内アクセス可能となり、場所にとらわれない
働き方が可能になります。

テレワークの実現

■仕分け名人NASパック
■ストレージサービス

受信FAXや紙文書を自動で仕分けし、データを共有するこ
とで業務の生産性を向上します。

ドキュメント電子化と共有

POINT

情報システムの運用負荷軽減

テレワークの導入効果は高いと認知されているにも係わらず、
諸外国と比べても日本の普及率はまだまだ低い状況です。情報伝達による生産性向上

PCのリモート操作で場所にとらわれない働き方を実現。
セキュアなVPN環境を構築することで拠点間のタイムリーな情報共有を実現。
無線LANを活用し、社内どこでも業務が可能に。
光ブロードバンドサービスでネットワークに関する窓口を一本化。

PCやOfficeの操作や不具合が発生しても、リモートにて即対応・解決。
セキュリティ、データのバックアップ、IT資産管理などのサービスと組み合わせて、
IT機器の困りごとをワンストップで解決。
一部初期費用を除き月額/年額でのサービス提供しているので、自社で資産を持つ必要なし。

1.
2.
　
3.

1.
2.
3.
4.

引用元 : 独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成本部 編『IT人材白書2017』

引用元：総務省『平成27年通信利用動向調査』 引用元：総務省『テレワーク推進に向けた政府の取組について(平成28年)』

IT人材の不足が
“ひとり情シス”を生み、

様々な経営課題に
繋がる可能性があります。

•経営戦略に対応したシステム基盤を構築できない。
•増え続ける端末の管理や複雑化・高度化するITシステム
に運用体制が追いつかない。

IT基盤が整備できない

•IT人材の流出による社内システムのブラックボックス化
とIT担当者への負荷の増大。

•外部環境の変化に応じたシステム投資ができず、既存の
IT資産の陳腐化してしまう。

突発的な対応の遅れ

安心・安全で安定したネットワークを設計・
構築・運用する技術者が社内にいない。

ネットワークの知識不足

テレワーク環境を構築したいが、情報漏洩
対策のためのセキュリティ対策をどう実現
すればよいのか分からない。

セキュリティ対策

インターネット、プロバイダー、LAN環境を
個別に契約や構築しているため、自社の
ネットワーク状況が分からない。

ブラックボックス化

84.5％の企業が
IT人材の　　 が不足と回答量

89.9％の企業が
IT人材の　　 が不足と回答質

テレワークの導入効果を
認めている企業 日本のテレワーク導入率83％ 11.5％

非常に
効果があった

あまり効果がなかった

31％

ある程度
効果があった

52％

効果は
よく分からない

16％
1％

0％
マイナスの効果であった 85.0％

米国 イギリス ドイツ 日本

38.2％

21.9％

11.5％

0

20％

40％

60％

80％

100％

38.2％
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■ UTMサービス
　（Sophos UTM）

■ IT資産管理サービス

インターネットの出入口でサイバー攻撃による侵入を
ブロックします。

侵入対策
IT機器の利用状況や操作ログを監査し、内部からの情報漏
洩を防ぎます。

セキュリティポリシー監査

■アンチウィルスサービス　　
　（WithSecure）

PCに浸入するサイバー攻撃を検知しウィルスへの感染を
防ぎます。

エンドポイント防御

POINT

サイバー攻撃は日々高度化・多様化しており、情報漏洩のリスクは高まっておりますが、
サイバーセキュリティ対策に不安はありませんか？セキュリティ対策

■ ITサポートサービス
■無線LANサービスS
■ IT資産管理サービス
■マネージドPCサービス

■リモートビューサービス
■VPN接続サービス

PCの問合せやOfficeの操作をリモートにてサポートしま
す。  オプションとしてセキュリティ対策、データバックアッ
プ、IT資産管理も選択できます。

PC環境

■メール＆ウェブサービス
■遠隔監視サービス
■拠点内LANサービス

サーバーおよびその監視や運用を定額サービスやレンタル
にて提供します。

ITインフラ環境
PCやサーバーのリモート操作、VPNなどテレワーク環境の
構築や運用を定額サービスやレンタルにて提供します。

テレワーク環境

POINT

全ての情報システムをオンプレで構築していると、 ハードウェアやソフトウェアなどの
投資負担の重さにお困りではないでしょうか？ITコスト低減 / 変動費化

サービス/レンタル提供なので、多額の初期費用の負担や資産を持つことなしに最新のITサービスを利用可能です。
マネージドサービスとして標準化されたサービスを提供するので、自社専用オンプレの場合と比べて
安価に提供することが可能です。
オンサイト保守および部品交換費用もサービス価格に含まれているので、
障害発生時にも追加費用を支払う必要がありません。

UTMサービスで包括的なネットワーク防御。
IT資産管理サービスでセキュリティ対策の可視化と利用者の制御。
一元管理と高いウィルス検知率が自慢のアンチウィルスサービス。
最新のセキュリティ状況をIT資産管理サービスで自動診断。

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

サイバーセキュリティ対策の課題
高度化・多様化するサイバー攻撃に対して、
継続的に必要な対策を実施するには様々
な課題が横たわっております。

IT-Guardiansによる多層防御システムの構築
IT-Guardiansでは、最新のサイバー攻撃や内部犯行による情報漏洩対策などに対
応する包括的なセキュリティ対策(多層防御システム)を構築可能です。

管理
しきれない！
管理

しきれない！ 効果が
わからない！
効果が

わからない！

運用が
続かない！
運用が
続かない！

3次防衛ライン3次防衛ライン2次防衛ライン2次防衛ライン1次防衛ライン1次防衛ライン

チーズの穴チーズの穴
脆弱性・人の不注意、
PC作業環境の悪さなど。
セキュリティパッチを
当てることで、穴を小さく
することができます。

サ
イ
バ
ー
攻
撃

サ
イ
バ
ー
攻
撃

ゲートウェイセキュリティ
IT-Guardians
UTMサービス
IT-Guardians
UTMサービス

ポリシーマネジメント
IT-Guardians

 IT資産管理サービス
IT-Guardians

 IT資産管理サービス

エンドポイントセキュリティ
IT-Guardians

アンチウイルスサービス
IT-Guardians

アンチウイルスサービス

セキュリティが脆弱な中小企業を利用した踏み台攻撃の脅威

標的型攻撃の増加 ランサムウェアの増加

昨対比2.6倍昨対比1.48倍
引用元：警察庁「平成29年における
サイバー空間をめぐる脅威の情勢
等について」

引用元：独立行政法人情報処理推
進機構「IPA情報セキュリティ安心
相談窓口に寄せられた相談の分析
(2016年)」

IT投資ありの企業はIT投資
なしの企業に比べて売上高が

2倍 以上
引用元：中小企業庁『2016年版
中小企業白書』

しかし、IT投資の負担が重い
と考えている企業は

30％ 以上
引用元：中小企業庁『2018年版
中小企業白書』

※登録料や設定料など別途初期費用が必要な場合があります。
※条件によっては別途スポット保守費用が発生する場合があります。

ITコストの課題
自社専用オンプレで構築した場合、IT投資に
は初期費用に多額のコストがかかり、導入シ
ステムが増加するにつれて、保守費用が固定
費として積み重なっていきます。

IT-GuardiansによるITコスト低減/変動費化
マネージドITによってIT投資に必要な初期費用
を変動費化し、固定費を平準化することによっ
て、コストを抑えながら成長に必要なIT投資を
継続していくことが可能です。

IT投資有無と業務実績(直近3年間平均)

ITの導入・利用を進めようとする際の課題(上位3つ)

攻撃

攻撃者 中小企業
取引先

情報漏洩
マルウェア潜伏＝踏み台

情報収集
マルウェア潜伏

EDIなど
ファイル送受信

標的型メール攻撃の件数 ランサムウェアに関する相談件数

0

￥500

￥1,000

￥1,500

￥2,000

￥2,500
(百万円 )

3.1%

3.0%3.0%

IT投資あり
売上高（百万円） 経常利益率

IT投資なし

2.9%

2.8%

2.7%2.7%

2.6%

2.5%

2,369

1,140

30.6% 29.6%

21.5%

0

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

負
担
で
き
な
い

導
入
の
効
果
が

分
か
ら
な
い

評
価
で
き
な
い

従
業
員
が
Ｉ
Ｔ
を

使
い
こ
な
せ
な
い

初期費用内訳

保守費用内訳

● ハードウェア  ● アプリケーション
● サブスクリプションライセンス
● プロジェクト管理  ● 開発  ● 構築・導入

…など ● ハードウェア保守
● アプリケーション保守
● サブスクリプション
　ライセンス
 …など

費用

年数Y1 Y2

アプリ C
保守費用

Y3 Y4 Y5

費用

年数Y1

アプリA
初期費用

Y2

障害対応

アプリC
初期費用

アプリB
初期費用

Y3 Y4 Y5

アプリC保守費用 サービスC利用料

サービスB利用料

サービスA利用料

アプリB保守費用

アプリA保守費用



IT-Guardians導入事例
お客様のお困りごとに応じたIT-Guardiansの導入事例をご紹介いたします。
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Case 01

お客様の課題 サービス導入による効果

現状のIT環境は古く、ネットワーク機器の耐久性や保守サ
ポートに不安を感じている。また、全国に店舗展開してい
るためトラブル時の対応にも時間がかかっている。
主要な業務システムへは、本社経由でアクセスしているの
で、通信速度が遅く、また本社被災時等のリスク分散を検
討しなければならない。
社内の無線LANも古いままで、個人情報の取り扱いに対
してセキュリティに不安を感じている。

最適なITインフラの構築

•ネットワークの最適化（BCP対策）
全店舗に固定IPアドレス・VPNルーターを導入することで、
本社依存だったネットワーク環境から脱却。

•トラブル時の対応改善
ネットワークの見直しで障害発生頻度が減少した上、各店舗のルーター
を常時監視することで、トラブルの影響を最小限に食い止めることが
可能になった。

•安心な無線環境の提供
デジタル証明書を使った高いセキュリティの無線LAN環境になり安心。

顧客情報 業種：サービス業 
規模：250名（全国50店舗展開）

Case 02

現状及び課題 サービス導入による効果

業務上セキュリティレベルを高く保っておく必要がある
が、管理ができておらず、何から取り組めばいいのかわか
らない。
アンチウイルスソフトはPC毎に更新時期が異なるため管
理が煩雑になっている。
情報漏洩対策も含めて資産管理システムを導入したいが
コストが高く二の足を踏んでいる。

セキュアなネットワーク環境の構築

顧客情報 業種：出版業 
規模：50名（本社のみ）

基幹業務
システム

本社経由のため通信負荷が高い
本社がダウンした時にシステム
へアクセスできなくなる。

基幹業務
システム

各地からシステムへアクセス可能
速度改善・BCP対応

現状の対策で十分なのかわからない

•多層防御で高いセキュリティ環境を構築
UTMサービスとアンチウイルスで高いセキュリティレベルを実現。
状況を可視化することでセキュリティ対策の効果を確認することが
できた。

•クラウドのIT資産管理サービスで情報漏洩対策
クラウドのため、導入のハードルが低く、外からでも社内PCを一元管理。
情報漏洩のリスクを予防。

多層防御で
高セキュリティ環境を実現

ご提案 
IT-Guardians
メニュー

・VPN接続サービス　・無線LAN接続サービスS 
・光ブロードバンドサービス

ご提案 
IT-Guardians
メニュー

・UTMサービス　・アンチウイルスサービス 
・IT資産管理サービス
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マネージドITサービス

Case 03

現状及び課題 サービス導入による効果

本社の総務部長がIT管理も兼任。社内からPCの操作方法
などの問い合わせがあっても忙しく対応が遅くなっていた。
また、IT保守や通信費などの契約状況が不明で、ITインフ
ラに関するコストが高いと感じていながらも、担当が忙し
いということもあり見直されてこなかった。

ITインフラのアウトソーシングによる運用負荷軽減・コスト削減

•ITインフラをアウトソースし業務効率アップ
社内のITに関する問合せはIT-GuardiansのITヘルプデスクが電話およ
びリモートで即時対応。担当者は本来の業務に専念できるようになった。

•契約見直しでコスト削減
機器の故障や買い替えの度に発生していた高い費用の心配がなくなった。
ITインフラの契約が明確になったことで無駄がなくなり、 コスト削減に
つながった。

顧客情報 業種：製造業 
規模：30名（本社15名、工場15名）

Case 04

現状及び課題 サービス導入による効果

FAXを紙で運用しており、紛失や転記ミスによる問題が
発生している。電子化を検討したがシステムの故障による
データ紛失の不安がありなかなか進まない。
しかし毎日大量のFAXを受信していて、仕分けが大変なう
え文書を探すにも手間がかかっているので、業務改善の
ためにも何とか電子化を進めたい。

FAX業務の電子化を実現

FAXの自動仕分けとデータの安心バックアップ
受信したFAXを事前に設定したルールで名前を付けて自動保存。
利用者は意識することなく電子化されたFAXデータの利用が可能に。
さらにPCに保存されたデータは外部のNASに自動でバックアップ。
安心して電子化を進めることができた。

顧客情報 業種：小売業 
規模：100名

電話・リモートで
即時対応

担当者の負荷を
軽減

使い方が
わからない！

パソコンが
動かない！ 問い合わせ対応が

大変

ご提案 
IT-Guardians
メニュー

・ITサポートサービス　・光ブロードバンドサービス
・VPN接続サービス　　・拠点内LANサービス

ご提案 
IT-Guardians
メニュー

・マネージドPC　・仕分け名人

FAX転送
（複合機側）

FAX受信

外部HDDUPS（無停電電源装置）

自動
バックアップ

FAX

FAX

複合機

®

マネージドPCサービス

閲覧

担当者PC

受信FAX処理業務
停電時、PCとバックアップ用
HDDを安全かつ、速やかに
シャットダウン

電子化は故障による
データ紛失が不安

大量のFAXの紙運用に
手間がかかっている
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〒105–0023　東京都港区芝浦 1-1-1浜松町ビルディング

http://konicaminolta.jp/pr/itg

お問い合わせは当社まで

本カタログに記載された内容は事前の予告なく変更させていただく必要があります。
本紙記載の価格・料金には別途消費税がかかります。
※KONICA MINOLTAおよびKONICA MINOLTAロゴは、日本およびその他の国におけるコニカミノルタ株式会社の商標です。
※その他の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。       

サービス一覧

PCサポート

ITサポートサービス

UTMサービス 複数の異なるセキュリティ機能とネットワーク構成管理を一つのハードウェアに統合した
UTM(統合脅威管理)を、ハードウェア保守とサポートをセットで提供します。

アンチウィルスサービス (WithSecure) クラウドでライセンスを一元管理できるアンチウィルスソフトを月額、年額、複数年一括契約で提供します。
IT資産管理サービス 社内に増加するIT機器のセキュリティ対策と資産管理を簡単操作で提供するクラウドサービスです。

光ブロードバンドサービス 高品質なインターネット接続サービスをコストパフォーマンスを兼ね備えご提供します。
オプションでIT-Guardians ひかり電話も提供しています。

インターネット接続サービス 高品質なインターネット接続サービスをコストパフォーマンスを兼ね備えご提供します。

ホームページ制作パッケージ ホームページ立ち上げから、運用までに必要な要素をオールインワンで提供します。
メール＆ウェブサービス 自由度と拡張性能を持ち合わせた快適なサーバー環境を低価格で実現します。

マネージドPCサービス 電話やリモートによるヘルプデスク機能付きのPCをご提供いたします。

遠隔監視サービス サーバーの「リモート監視」+「ヘルプデスク」をセットで提供致します。

拠点内LANサービス 有線ネットワークに必要な物品と、設計/設置/運用/保守をパッケージ化して提供します。

リモートビューサービス 遠隔地のPCを、外出先や自宅からクラウドを通じてリモート操作できるサービスです。
VPN接続サービス セキュアなインターネットVPN接続環境を低価格で実現します。

ストレージサービス ファイル共有の為のNASを、構築、設置、サポートも含めてご提供します。
仕分け名人NASパック スキャンやFAXの電子ファイリングシステム“仕分け名人V2”をNASとセットで提供します。

無線LANサービスS セキュアで安定した無線LAN環境を提供します。

セキュリティ

インターネット

社内インフラ

テレワーク（モビリティ）

ドキュメント連携

企業活動における必要なIT情報を
ワンストップでサポートいたします。

企業に必要なITインフラの
障害対応、切り分けをお手伝い

リモート操作により、お客様のお困り
ごとに即応いたします。 必要に応じ、
全国拠点の技術スタッフによりサ
ポートいたします。

リモートでの即応力と
全国サポート

お問い合わせ時に経験豊富なオペレータ
がお客様の状況を認識したうえで丁寧に対
応いたします。また、障害レベルに応じたエ
スカレーション体制も充実しております。

安心の対応品質
IT-Guardiansヘルプデスクは

お客様のITサポートスタッフ
の

一員です。

®

ヘルプデスク

高度なセキュリティでお客様情報を管理
ITヘルプデスクの入っている施設は、セキュリティレベルに
応じて4段階のエリアに区分けされており、お客様に関する
情報は、最も高いセキュリティゾーンにて機密保持をおこ
なっております。  また、執務室への入室を二重扉にし、監視
カメラを設置することで、常時高いセキュリティレベルを維
持しております。

インシデント管理（ログ管理）
お客様からのお問い合わせについては、時系列で状況が把
握できるよう、専用のシステムで管理しています。
お問い合わせ履歴のほか、登録情報はもちろん、Config情
報、リモート操作時のログも管理しておりますので、お客様
の情報を認知したうえでスピーディに問題解決いたします。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル

弱

強
レベル４

（お客様情報を管理）

3

2

1
お客様や取引先等、
社外の訪問者も入室できる
従業員立ち合いのもと
従業員以外も入室できる

グループ従業員以外の
入室禁止
特定の許可された
従業員以外は入室禁止

IT-Guardiansを支えるインフラ

PCサポートとファイルバックアップ、ファイル共有用のNAS、ブロードバンドルーター、アンチウィルスソフトを
提供します。 本サービスでの主なご提供機能は以下の通りです。 
・リモートサービス　・セキュリティサービス ・バックアップサービス　

http://konicaminolta.jp/pr/itg

