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MobileSUITEは、マルチOSに対応したモバイルアプリ環境と、サーバ側環境を提供するクラウ
ドサービスです。モバイルアプリを活用した顧客接点・サービス強化を実現します。
（MobileSUITE®は、MetaArcを構成する商品のひとつです。）

【ここがポイント】
20万人が利用するHTML5ハイブリッドアプリ開発プラットフォーム「Monaca（アシアル株式会社）」と連携を
はじめます。MonacaとMobileSUITEの連携で短期間に高品質なUIアプリの提供を実現します。

FUJITSU Cloud Service

MobileSUITE®（モバイルスイート）

解決策

新着
情報

課題： GPSやカメラなどUI向上のためモバイルアプリを利用したいが開発は大変

■バーコード、カメラ、GPSを使えるモバイルアプリ開発は、OS毎に異なった言語で負担が大きい

■モバイル端末の現場への活用を早く実現したいが、アプリ開発は期間がかかりハードルが高い

モバイルアプリ基盤をクラウドサービスで提供する
「MobileSUITE」 をご提案します

課題：端末OS毎にアプリケーションの設計・開発が必要
（※利用するデバイス機能毎のSDK組込も必要）

SDK

アプリケーション
（Java）

SDK

アプリケーション
（Objective-C）

SDK

アプリケーション
（C#）

Android iOS Windows

開発者 開発者 開発者

■端末側は、HTML5/JavaScriptによるワンソースでマルチOS対応を実現する
Cordova（OSSフレームワーク）を内包したモバイルアプリ基盤で開発負荷減

■OSS版Cordovaを富士通が商用サポート（障害対応、最新OS対応など）
■OSS版Cordovaでは提供されていない、富士通独自のPlug-inを多数提供
（データ暗号化、手書き文字認識、運転免許証カメラOCR、帳票活用など）

解決策：共通アプリケーションのみ設計･開発
(MobileSUITEがOS毎の違いを吸収)

開発者

Android iOS Windows

MobileSUITE（Cordova＋独自Plug in）

SDK SDK SDK

共通アプリ
ケーション

55％
OFF

【手組み】 【MobileSUITE利用】

OS依存部

OS非依存部 OS依存部

OS非依存部

Monaca連携
（株式会社アシアル）

New

HTML5ハイブリッドアプリ開発プラットフォーム
開発/運用効率の大幅な向上、高品質なUIを実現

外出先や、店舗など、その場で

モバイル端末を利用して業務を行いたい。
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モバイルアプリを利用した働き方改革事例が増加 店舗窓口、外出先で作業

その他

商品名 標準価格(税別）

FUJITSU Cloud Service MobileSUITE 月額 300円/ID～

MoileSUITEの情報をWebで公開中 http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/paas/mobile/

モバイルアプリケーション型システム構築・運用に最適なクラウドサービス MobileSUITE

その場で情報を参照し指導でサービス質向上。
訪問先を地図表示で効率よく訪問（GPS)
現場で経営情報、訪問履歴参照（PKG連携）

指導員のサービス向上
（広島商工会様）

現場に直行。現場で報告。事務所に寄らず作業完結
現場でトラブル状況確認/作業報告（PKG連携）
現場で必要なマニュアルを参照（ポータル）

保守現場完結作業で働き方改革
（富士通）

口座窓口業務の時間短縮
（某証券会社様）

独自UIで入力効率化、サービス向上
入力負荷軽減（手書き入力）
免許証から直接情報読み取り（カメラOCR)

現場から記事入稿
（静岡新聞様）

ワークスタイルを進化させ、ニュースの速報性を向上
記事・写真・動画をセキュアに送信（MDM、ポータル、カメラ）
既存新聞システムにそのまま入力（PKG連携）

マルチOSに対応したモバイルアプリ環境と、サーバ側環境をオールインワンで提供

運用・セキュリティ
 堅牢な外部アクセスサーバ環境（K5）
 認証/ID管理、端末セキュリティ管理（MDM)
 ストアを介さないモバイルアプリ配布

コンテンツ管理（ポータル）
コンテンツ（Office文書、PDF、動画等）配信
配信ファイル暗号化/専用ビューア
ユーザ権限に合わせたお知らせ

UI向上
 端末固有機能（GPS、カメラ等）に加え

独自のUI機能（手書き、カメラOCR等）
 Push配信、GPS検索等独自サービス（mBaaS)

アプリ開発・実行環境
 OSに依存しないフレームワーク（Cordova）

によるアプリ開発（HTML5/Javascript/CSS3)

 既存業務システム、PKGとのAPI連携
（サーバアプリケーション開発不要）

基本サービス利用料（5,000円～）のご契約が必要となります。
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① 「K5 NC」 & 「データ移行オプション」最大2ヶ月無料キャンペーン

「K5」は、オープンテクノロジーをベースに当社の知見やノウハウを『Knowledge』として蓄積さ
せ、お客様の開発／運用の効率性を向上する新たなクラウドです。
「K5」新規お申込みの方を対象とし、特別キャンペーンを実施いたします。

FUJITSU Cloud Service

K5 キャンペーン情報

 VMwareベースのパブリッククラウド環境「K5 NC」を最大2ヶ月無料利用！

 移行時にオンプレから移動する大容量データは、インターネットを介すことなく安全、高速にクラウドへ転送！

2017年度4Q～2018年度上期

ディスク受取
サービスとは

K5

移行

オンプレ環境

お客様

データ仮想VM

ディスク

移行時の大容量
データ、イメージ等

既存のVMware環境を
そのまま簡単移行

VMインポートや
指定のストレージ領域に転送

NC

データ

無料!
※1

転送

お客様データを
安全・高速に転送

データ移行オプション(ディスク受取サービス) ※2

VMware

※1 最大2ヶ月

※2 お客様からNC窓口までのディスクの郵送についてはお客様責任となります。
窓口への未達および到着時のデータ破損について弊社では一切の責任を負いません。

本キャンペーンお申込希望の方は弊社担当営業(※)までご連絡ください。
（K5 NCの申込とは別に、キャンペーンのお申込が必要となります。）お申込について ※富士通営業、富士通ディーラー
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② K5 IaaS 新規申込キャンペーン

今般、「FUJITTSU Cloud Service K5 」を新規お申込のお客様を対象とし、
西日本リージョン2の IaaSが最大30％オフにてご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。
K5導入の検証、サービス開発環境、本番環境など幅広い用途にご利用いただけます。
K5を利用開始するなら、「今」！ K5は１IDでCloud FoundryやAIなど、さまざまなサービスを
ご利用いただけますので、お得に利用ができるこの機会を是非ご活用ください！

本キャンペーンお申込希望の方は弊社担当営業(※)までご連絡ください。お申込について

キャンペーン内容

※富士通営業、富士通ディーラー

期 間 2018年2月1日～2018年6月末日(申込受付分まで)

対 象 上記期間中、FUJITSU Cloud Service K5を新規にお申込いただいたお客様

キャンペーン内容

西日本リージョン2のIaaSサービスを対象とし、最大30％オフ(※1)で

ご利用いただけます。
なお、上記申込期間の終了後も継続して本キャンペーン価格にてご利用いただけます！

※1：一部、値引き対象外のサービスがございます。適用対象サービスの価格表は

下記よりご確認ください。

■ 西日本リージョン2 キャンペーン用価格表はこちら

http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/k5/price/jp-west-2.html

※2：西日本リージョン2のIaaS以外のサービスや他リージョンもご利用いただけますが、

割引対象外となります。

最大30％オフ！！

K5 Playgroundで、頭の中のアプリをすぐカタチに

K5 Playground
ページ

西日本リージョン2
キャンペーン用

価格表

■ご留意事項：

・本キャンペーンは、法人のお客様に限らせていただきます。法人以外のお客様は対象外となります。また、同業他社様は、お断わりさせていただく場合が

ございますのでご了承ください。

・本キャンペーンは、1社様につき1回限りとさせていただきます。

・他キャンペーンとの併用はできません。

簡単3ステップで、アプリケーションを作成できる無料サービスも
提供していますので、これを機に是非お試しください

http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/k5/playground/developer/

本キャンペーンに関する各種ご質問は、下記までお気軽にお問い合わせください。

03-5703-7201 9：00～12：00／13：00～17：30 月曜日～金曜日
（但し、祝日および当社の指定する休業日を除く）

富士通株式会社 ビジネスマネジメント本部 クラウドサービス推進部
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③ リモートバックアップ環境無償キャンペーン

 オブジェクトストレージとヘルプデスクの利用料金が最大9ヶ月分無償(※)でご提供！

(※)8月末お申込み分までが本キャンペーンの対象です。無償となる期間は2018年9月末までとなります。

2017年度4Q～2018年度上期

これを機に…
クラウド環境へのバックアップを始めてみませんか？

(※)8月末お申込み分までが本キャンペーンの対象です。無償となる期間は2018年9月末までとなります。
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500GBバックアップ利用の場合 例えば…

まずはお試しください！

 お申込みをご希望の場合は弊社担当営業へお問合せください。本キャンペーンの申込書を、弊社担当営業よ

りお渡しいたします。

 申込書に必要事項を記入の上、弊社担当営業までご提出ください。

 ArcserveUDPを利用した場合

 NetBackupを利用した場合

提供機能・サービス 使用時間/使用量
利用料金

(円)

K5

ストレージ オブジェクトストレージ 31日・500GB 2,232

データ転送
（受信/送信）

K5へのバックアップで発生する
データ転送量に応じた課金（受信）

－ －

K5からのダウンロードで発生する
データ転送量に応じた課金（送信）

－ －

ヘルプデスク ライト 平日9時-17時 6,000 

※ご利用形態により、利用額は変動致します。
※ご利用の際は、K5の申込みが必要となります。

¥ 8,232月額合計

キャンペーンで
最大9ヶ月分、無償！

提供機能・サービス 使用時間/使用量
利用料金

(円)

K5

ストレージ オブジェクトストレージ 31日・500GB 2,232

データ転送
（受信/送信）

K5へのバックアップで発生する
データ転送量に応じた課金（受信）

－ －

K5からのダウンロードで発生する
データ転送量に応じた課金（送信）

－ －

ヘルプデスク ライト 平日9時-17時 6,000 

※ご利用形態により、利用額は変動致します。
※ご利用の際は、K5の申込みが必要となります。

¥ 8,232月額合計

キャンペーンで
最大9ヶ月分、無償！

オンプレからの
バックアップ
イメージ

クラウド内の
バックアップ
イメージ
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標的型攻撃やランサムウェアなどの脅威は日々増大し続けており、従来のようなパターン検知では対
応が難しくなってきています。CylancePROTECTは、AI技術によってマルウェアの実行を未然に防ぐ
次世代アンチウイルス製品です。

【ここがポイント】
• AI技術を活用することで、既知・未知を問わず脅威の検知と検疫が可能
• 分析対象ファイルの特徴点を静的に解析・判定し、標的型攻撃に用いられるマルウェアなどが実行される前に検知・防御が可能
• 従来のようなシグネチャを使ったアンチウイルス製品と異なり、パターンファイルの更新が不要となるためオフライン利用が可能

AI技術を活用した、次世代マルウェア対策ソリューション

CylancePROTECT（サイランスプロテクト）

お客様の環境が未知の脅威にさらされています！

従来製品と違い、解決できる理由

 毎日新たな脅威が出現、パターン検出では既知のマルウェアしか検知できない

 インターネット分離環境ではパターンファイルの更新が難しい

 未知のマルウェアを検知する手段がない

ファイル構造を分析してマルウェアの特徴で脅威を判断するため、従来のようなパターン
マッチング方式では不可能であった未知のマルウェア検知が可能となります。

保護状態

保護状態保護されていない

18

ヶ
月
前

▼数理モデルリリース(2015/11)

感
染
拡
大

▼パターンファイル配布(2017/5)

CylancePROTECT

従来製品

WannaCryへの対応事例 2015年から検知可能

▼WannaCry被害の報告(2017/5)

従来製品：パターン検知型 CylancePROTECT：機械学習型
既知の

マルウェア
亜種の

マルウェア
未知のマルウェア

検知可能 検知不可能

既知の
マルウェア

亜種の
マルウェア

未知のマルウェア

AI技術でファイル構造を分析

検知可能

既知のパターンと照合

新着
情報
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CylancePROTECTの特長

運用イメージ

1
2
3
4
5

AI技術を活用することで未知の脅威を検知

端末上で軽動作＆負荷低のため、他製品と共存可能

パターン更新のファイル送受信がないため、管理者の
負荷軽減に加え、ネットワークへの負荷も軽減

管理用に別途、サーバを準備する必要が無く
導入/運用コストが抑えられる

パターンファイル更新が不要なため、IoTやインターネット分離環
境等の閉じた環境でも未知のマルウェアを検知

未知の脅威検知
検知率：99.7%
誤検知率：0.002%

他製品との共存
メモリ使用量：50MB程度
CPU使用率：1～2％

SaaS型管理機能
導入・運用コスト減

閉鎖環境での利用
インターネット接続が
必須ではない

1
2

4
5

運用負荷軽減
パターンファイル不要3

Cylance クラウド

ファイアウォール

数理モデル

管理サーバ

管理コンソール

企業内ネットワーク
管理者

Windows PC
＋エージェント

MacOS PC
＋エージェント

Windows Server
＋エージェント

検知した脅威情報を
クラウドにアップロード

数理モデル更新
※数ヶ月に1回

エージェントの
監視/管理

機械学習

ファイル構造で脅威を検知

ライセンス体系と型名

No 製品名 ライセンス数量 型名 価格

1 ＣｙｌａｎｃｅＰＲＯＴＥＣＴ １００－２５０ （１年） 100～250 E29ATFAA2A

オープン価格

2 ＣｙｌａｎｃｅＰＲＯＴＥＣＴ ２５１－５００ （１年） 251～500 E29ATFAA2B

3 ＣｙｌａｎｃｅＰＲＯＴＥＣＴ ５０１－１０００ （１年） 501～1000 E29ATFAA2C

4 ＣｙｌａｎｃｅＰＲＯＴＥＣＴ １００１－２５００ （１年） 1001～2500 E29ATFAA2D

5 ＣｙｌａｎｃｅＰＲＯＴＥＣＴ ２５０１－５０００ （１年） 2501～5000 E29ATFAA2E

６ ＣｙｌａｎｃｅＰＲＯＴＥＣＴ ５００１－１００００ （１年） 5001～10000 E29ATFAA2F

※上記以外の年数やライセンス数量につきましては、営業にお問い合わせください。
また、３月末までスタートアップキャンペーン(期間限定価格)を実施中です。詳細については、営業にお問い合わせください。
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