
会社紹介
株式会社TNTソリューション



会社概要



会社名 株式会社 TNTソリューション
本社 愛知県名古屋市東区東桜1-10-9栄プラザビル7階
設立 2006年7月12日
資本金 1,000万円
売上高 1億3,000万円(2021年6月期)
従業員 10名(サーバーエンジニア4名、ネットワークエンジニア5名)
取引銀行 名古屋銀行 中京銀行 中日信用金庫 大垣共立銀行
加盟団体 日本情報振興協同組合(JIA)

中部アイティ協同組合(CIT)
NTTコミュニケーションズパートナー連絡協議会(NCOP)
名古屋商工会議所



経営理念



– 真の豊かな情報ネットワーク社会 –
透過的な情報技術こそ、真の豊かな情報ネットワーク社会の基盤
であり、我々は価値あるソリューションと
誠実なサービスを提供する事を存在意義として、ステークホル
ダーに信頼と感動と喜びを提供し続けます。



基本方針



顧客満足の追求
私たちは、常にお客様の立場でスピーディーに対応し、知識と知恵の
共有から価値あるソリューションと誠実なサービスを提供し企業価値
を最大化するとともに顧客に信頼と感動と喜びを与え続けます。

社員の豊かな生活
全社員の能力をフルに発揮できる環境を創出し、豊かな人間性と生活
基盤を作ります。

真のパートナーシップ
私たちは、パートナー企業との知識と知恵の共有から価値ある
ソリューションを創造し、相互発展関係を維持し続けます。

社会への貢献
私たちは、社業を通じて豊かな社会の発展に積極的に貢献し続けます。



4つのソリューションドメイン

サーバソリューション
ネットワークソリューション

セキュリティソリューション
サポートソリューション



1. サーバーソリューション

インターネット系サーバー(主にLinux・DNS・MAIL・WEB)
認証サーバー(ActiveDirectory・LDAP・RADIUS)
サーバの仮想化(VMware・Hyper-V)
NAS(QNAP・ISIRON)
アンチウイルスサーバー(集中管理・ゲートウエイ)
ログ管理・監視サーバー
冗⻑(HA)
パブリッククラウド(IIJ-GIO・さくら・AWSは検証中)



サーバの仮想化



サーバの仮想化

TCO削減
P2V

冗⻑化



2. ネットワークソリューション

ルーター・L3・L2スイッチ
VPN
ロードバランサー(WAN・サーバ)
無線LAN(コントローラ型・クラウド型)



ネットワーク設計



設計内容



無線サイトサーベイ



無線LAN(サイトサーベイ)



3. セキュリティソリューション

ファイアウォール(UTM)
IPS(侵入防御)
マルウエア対策(ヒューリステック検知・サンドボックス)
情報漏洩対策(資産管理・ログ管理)
SD-LAN(Software-Defined LAN)



SD-LAN



FortiSwitchやFortiAPの状態確認や設定をFortiGate上で
一括管理できる機能です。

設定 設定機器の状態など 機器の状態など

FortiGate

FortiAP（無線AP）FortiSwitch

FortiGate管理画⾯

 FortiGate
 FortiSwitch
 FortiAP
の状態が確認で
きる

FortiLinkとは

FortiLinkによるSD-LANソリューション



FortiLink管理イメージ



4. サポートソリューション

障害監視サービス
障害対応保守サービス
ハウジングサービス
スパムメール対策サービス



障害監視サービス
障害対応保守サービス



お客様内設備

内部サーバ#1

内部サーバ#2

ネットワーク機器

弊社内設備

ルータ/FW

23

監視サーバ
（プロキシ）

監視サーバ
（マスター）

IPSec

FW

弊社システムからVPN経由で各機器を監視いたします。

サービスイメージ



障害監視サービス

・最低ご契約期間は利用開始日から1年となります。

・最低契約単位は1台からとなります。

・価格は税別となります。

■基本サービス

サービス名 対象ノード 死活 ポート プロセス トラフィック 契約単位 初期(円) 月額(円)

ネットワーク機器

(ルータ・スイッチ・ファイア
ウォール・AP)※1

○ - - - 1台 10,000 1,000 

障害監視

基本サービス サーバ機器

(WEB・AP・DB・MAIL・DNS)※2

○ ○ - - 1台 10,000 3,000 

(3ポートまで)※3

※1 ルータ、スイッチ、ファイアウォール以外のネットワーク機器に関しましては別途ご相談下さい。

※2 WEB、AP、DB、MAIL、DNS以外のサーバ機器に関しましては別途ご相談下さい。

※3 4ポート以上の場合、1ポート月額1,000円頂きます。

■オプションサービス

サービス名 対象ノード サービス内容 契約単位 初期(円) 月額(円)

リソース監視※4
ネットワーク機器・サーバ機器

※5

CPU、メモリ、ディスク、トラフィック使用率を取得し、閾値を超過した場合
にメールを送信します。

1台 30,000 1,000 

ログ監視※4 サーバ機器※5

システムログ、アプリケーションログ(最大5個)を監視し、予め指定された
キーワード(最大5個)が検知された場合にメールを送信します。

1台 30,000 1,000 

URL監視 サーバ機器(WEB)

Webサイトの特定ページ(最大5ページ)を定期的に取得し、正常に取得出
来ない場合及びレスポンス時間が閾値を超過した場合にメールを送信し
ます。 1台 30,000 1,000 

VPN接続 -

プライベートアドレスに対する監視をする場合に必要となります。

1トンネル 30,000 1,000 

※4 ネットワーク機器のsnmp設定、サーバ機器への専用Agentソフトのインストールが必要になります。

※5 OSはWindows、RHEL、CentOSに限ります。

■月次レポートサービス

サービス名 対象ノード サービス内容 契約単位 初期(円) 月額(円)

月次レポート サーバ機器

リソース監視オプションサービスを契約されたサーバ機器が対象となりま
す。電子データとして毎月メールにて提出します。

1台 30,000 10,000 

障害対応保守サービス

・最低ご契約期間は利用開始日から1年となります。

・最低契約単位は1台からとなります。

・価格は税別となります。

■基本サービス

サービス名 対象ノード サービス内容 契約単位 初期(円) 月額(円)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器

L2SW 対応方法：オンサイト及びリモート 20,000 10,000 

L3SW 時間帯：平日9-17時※1 20,000 20,000 

RT 受付方法：電話及びメール 1台 20,000 20,000 

FW サービス内容 20,000 30,000 

LB
・1次切り分け(ハードウエアorソフトウエア)

20,000 30,000 

障害対応 AP ・ミドルウエア障害時の復旧作業 5,000 5,000 

基本サービス

サ
ー
バ
機
器

物理OS
・アプリケーション障害時のメーカーへの

30,000 30,000 

仮想基盤
エスカレーション対応

30,000 30,000 

仮想OS ・ハードウエア障害時のメーカーへの 30,000 20,000 

NAS エスカレーション対応※2 1台 30,000 20,000 

ストレージ
・ハードウエア交換作業の立会及び

30,000 40,000 

作業後の復旧作業

・障害に関するQandA対応

※1 15時以降の受付に対するオンサイトは翌平日対応になります。

※2 プロダクト保守サービスに加入している事が前提となります。

■オプションサービス

サービス名 対象ノード サービス内容 契約単位 初期(円) 月額(円)

ネットワーク機器

対応方法：電話、メール及びリモート

時間帯：平日9-17時
1台 10,000 10,000 

運用サポート サービス内容

サーバ機器

・ミドルウエアのログ調査

・運用に関するQandA対応(上限12回/年)
1台 10,000 10,000 

・軽微な設定変更作業(上限6回/年)※3

※3 軽微な設定か否か判断はお客様と別途協議となります。

■定期メンテナンス

サービス名 対象ノード サービス内容 契約単位 初期(円) 1回(円)

ネットワーク機器

対応方法：オンサイト及びリモート

時間帯：平日9-17時
1台 - 50,000 

定期メンテナンス サービス内容 ～

サーバ機器

・ネットワーク機器のFWアップデート※4

・サーバ機器のアップデート※4
1台 - 50,000 

～

※4 マイナーアップデートを対象としております。メジャーアップデートは別途協議となります。

価格表



ハウジングサービス



強固なファシリティ

Y型ﾌﾞﾚｰｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ ﾊﾛｹﾞﾝ化物消化ｼｽﾃﾑ 玄関口入退室管理 監視ｶﾒﾗ

ｻｰﾊﾞｰ室 監視・管理ﾊﾟﾈﾙ UPSｼｽﾃﾑ 自家発電機



スパムメール対策サービス



お客様メールサーバ
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サービスイメージ

隔離レポート

隔離・駆除

ウイルスメール

スパムメール

クリーンなメール

弊社設備

一目瞭然で管理が楽!!!



最後に、、、、
インフラに関する事で何かございましたら
お気軽にご相談下さい。



ご清聴ありがとうございました！


