
アクセストラフィックの分散でOffice 365を快適に活用

FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICS ビジネスVPNプラス

業務コミュニケーションの活性化手段として規模を問わず注目を集めているOffice 365ですが、社内システムと異なりインター
ネット上のクラウドへのアクセスはネットワークのボトルネックによる障害が懸念されています。FENICSのビジネスVPNならクラウド
へのアクセスを効率的に分散できるため、Office 365を快適に活用できます。

トライアル時は
発生しなかった
原因不明の
障害発生！
原因は？

Office 365の導入に伴う障害事例 ～約1,000席のお客様～

課題1. クラウドサービスではネットワークの
帯域ネックが発生しやすい

Office 365の
本格稼働

課題2. FireWallやProxyの性能不足による
遅延、アクセス不可が発生する

一般的な企業ネットワークでは本社等の一点からインターネットにアクセスし

ますが、全拠点のインターネットトラフィックが集中するため、帯域のボトルネッ

クが発生します。

ユーザA様の事例：

100人でトライアルして実測したところ、

Office 365だけで上り平均5Mbps、

下り平均4Mbpsのトラフィックが発生し

ていました

1,000席のお客様の場合、

インターネットだけで

平均50Mbpsも増加！

Internet

10～100Mbps専用線等

100Mbpsブロードバンド回線等

Office 365はユーザ一人あたり平均5～10のTCP/IP通信が同時に発生

すると言われています。FireWall装置等は個々のTCP/IP通信を個別に処

理する必要があるため、ネットワーク機器に大きな処理負荷が発生します。

①二つのポイントで
帯域のボトルネックが

発生！

②FireWallの
処理能力が

障害の原因に！

事象①
不特定な時間に

インターネット
アクセスが遅くなる

事象②
ブラウザに「アクセス
できません」等と
表示され利用が
できないことがある

FireWallの
リプレースは

必要？

何Mbpsまで
回線増速

すれば十分？

本社／DC

WAN

FENICS ビジネスVPNプラスの「ブランチインターネット」機能は
Office 365導入に伴うネットワークの問題を改善し、より快適な活用を実現！

FireWall装置

＜ Office 365利用時のレスポンスを
懸念されるお客様におすすめ＞

http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/network/businessnetwork/vpn-plus/
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お問い合わせ先

種別 モデル 単価 数量 合価 備考

初期費用

ビジネスVPNプラス加入登録費 30,000 1 30,000

ビジネスVPNプラス パッケージ型初期費 43,400 10 434,000
ID利用初期費、回線利用初期費、フレッツサ
ポート初期費、レンタルルータ初期費を含むパッ
ケージ価格

初期費計 464,000

月額費用

ビジネスVPNプラス パッケージ型月額費 光ネクスト ギ
ガライン

13,600 1 13,600
ID利用費、回線利用費、フレッツサポート費、レン
タルルータ利用料金を含むパッケージ価格
ブランチインターネット標準提供ビジネスVPNプラス パッケージ型月額費 光ネクス ファミ

リーハイスピード(東)
13,300 9 119,700

月額利用費計 133,300

富士通コンタクトライン 0120-933-200
受付時間 9：00 ～ 17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

ビジネスVPNプラスの特長
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ご利用価格例

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

VPN網内も低遅延・広帯域ネットワークを実現

アクセス
回線網

ISP網

経路が長くなり、
速度が出にくい

NGN網

①網構成の刷新により従来サービス比1/2以下※1の高レスポンスを実現

アクセス回線品目 回線速度

光ネクスト ファミリー 上下 100Mbps

光ネクスト

ファミリーハイスピード

下り 1Gbps
上り 100Mbps (NTT東日本)

200Mbps (NTT西日本)

光ネクスト ギガライン(東) ／
スーパーハイスピード隼(西)

上下 1Gbps

光ネクスト プライオ※41／10(東) 上下 1Gbps

光ネクスト ビジネス 上下 1Gbps

ISP網

最短経路で
通信可能

※1 隣接エリアで、弊社ビジネスVPNと比較した実測値。常に上記のレスポンスを保証するものではありません。

※2 指定サイト以外のトラフィックは既存のFireWall／UTM装置経由の通信となります。

※3 網の利用状態、ルータのVPN性能等により、実効速度は理論値以下になります。

※4 プライオ同士の通信において、1Mbps(プライオ1)／10Mbps(プライオ10)を上限として優先制御可能な品目です。

※5 オプションサービスについては利用できないものがあります。

②普及型のアクセス回線でも理論値1Gbps※3に帯域拡張。

クラウドサービス利用を高速化するブランチインターネット

VPN網

本社／DC等

クラウドサービスの本格利用に
伴い、トラフィックが集中する拠点がボト
ルネックに

VPN網

お客様がドメイン名で指定したサービスを拠
点から直接インターネットに抜けることでトラ
フィックを分散し、快適利用

Office
365等

単位：円

その他
サイト

クラウド
サービス

通信が1カ所に集中
し、処理速度低下や

障害の原因に

利用したい
クラウドサービスを
ドメイン名で指定

一般サイトは
既存のFirewall
経由でアクセス

･･･ ･･･

指定するサービスのホワイトリストは富士通データセン
ターで一括管理・配布

ブランチインターネットによる解決

Google Apps

Windows
Update

Web会議
サービス

アンチウイルス
パターン更新

さらに
こんな用途にも･･

クラウド
ファイルサーバ

富士通独自技術
(特許出願中)

http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/network/businessnetwork/vpn-plus/

サービスの詳細については、富士通Webサイトにて公開しています。下

記URLか、QRコードからアクセスしてご参照ください。

http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/netwo

rk/businessnetwork/vpn-plus/
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デバイスネットワーク

タブレット活用を加速する

モバイルインターネット接続

http://fenics.fujitsu.com/networkservice/mobile_lte_d/index.html
http://www.fmworld.net/biz/tablet/

■データ利用量１ＧＢ～（月額￥880～）でのご利用が可能

■モバイル端末のご利用用途の拡大に応じた料金プランの変更にも対応

■ 近年ではコストメリットの観点から、パブリッククラウドの活用が広がってきています。富士通ではお客様のクラウドの利用規模に合わせた

モバイルインターネット環境をご提供いたします。さらに、富士通の最新タブレット端末に対応、モバイルインターネット環境により端末の活用

を促進します。

プロダクト／サービスカタログ 富士通のスマートデバイスソリューション・サービス

FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICSインターネット モバイル接続LTE Dタイプ

FUJITSU Smartphone ARROWSシリーズ FUJITSU Tablet ARROWSシリーズ

モバイル端末活用の足がかりに最適です！

7 GB：仮想デスクトップ活用、動画

1 GB：現場での特定業務

用
途
の
拡
大
に
応
じ
て
プ
ラ
ン
を
増
強

・出先でのメールの送受信

・現場作業での作業報告

・オフィス業務での資料の共有、プレゼンテーション

・本格的なモバイル業務

・仮想デスクトップ環境での各種業務利用

・お客様への動画プロモーション

3 GB：文書作成などのオフィス業務

■ ARROWS Tab Q555 / K32 ■ ARROWS Tab M555 / KA4

■キーボード（オプション）の付与により、タブレットとしても

ノートＰＣとしても利用可能

■使いやすさにこだわった独自機能が満載

■抜群の拡張性と豊富なオプション品

■端末のハード/ソフトウェアのカスタマイズにより専用端末に

チューニング可能

■導入後即戦力となる、きめ細やかな

キッティング

概要

富士通推奨 最新機種

ご利用用途に合わせた料金プランの選定が可能
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お問い合わせ先

http://fenics.fujitsu.com/networkservice/mobile_lte_d/index.html
http://www.fmworld.net/biz/tablet/

プロダクト／サービスカタログ 富士通のスマートデバイスソリューション・サービス

プラン 初期費 月額費 通信速度・パケット量

定額フリープラン１ＧＢ
ＳＩＭのみ ￥３，０００

ＵＳＢカード ￥２０，０００
Ｗｉ－Ｆｉルータ ￥２５，０００

￥８８０

規定値まで速度制限なし
※超過時は月末まで１２８Ｋｂｐｓに制限

定額フリープラン３ＧＢ ￥１，９８０

定額フリープラン７ＧＢ ￥４，４８０

【Windows】

・使い慣れたＯＳなので高い生産性

・互換性があるため既存システムを継続して利用可能

・キーボードを装着することでノートPCとしても活用

【Android】

・業務に必要な機能に絞ることで安価にご提供

・長時間バッテリ駆動

・ニーズに合わせてカスタマイズが可能

■お客様のご利用規模に合わせて、３つのプランをご用意

■回線毎にプランを選択できるので外出の多い営業用、出張者用など柔軟に対応可能

■ＮＴＴドコモの回線を利用することで広範囲なカバーエリアを実現

（税抜）

学校・塾・通信教育など教育に利用

■児童・生徒が自由に触っても、必要なアプリは削除されず
サービスを継続可能

店舗での利用

■店舗専用の起動画面を表示することが可能
■お客様やスタッフが迷わず簡単に操作できるように
特定のアプリだけが立ち上がるように機能を制限

翌日

翌朝直接
別のお客様先へ

タブレットスタイルで
商品説明

タブレット＋ペンで
資料レビュー

クレードルスタイルで
資料作成

ノートブックスタイルで
明日の資料編集

Q704 / H Q702 / F Q584 / H
【想定ご利用シーン】

【専用端末化で高い利便性】 M305 / KA4 M555 / KA4

PMAM

豊富なプラン、快適な通信環境

用途に合わせて選べるＯＳ
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