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製造業向け

プラットフォームソリューション カタログ
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※その他残業見える化など

クオリカ プラットフォームソリューション一覧

デバイス管理負荷低減 社内の連携強化

セキュリティ強化 労務・勤怠管理負荷低減

デバイス管理 仮想デスクトップ インフラ運用代行

拠点間VPN /Wifi IT資産管理システム
国内市場シェア No.1

アンチウィルス
勤怠管理のデジタル化 労務管理のデジタル化

クラウド基盤の活用

仮想
デスクトップ クラウドサーバ

運用管理不要の
多機能サーバ

標的型攻撃への
訓練サービス

クラウド基盤の
セキュリティ診断

新型コロナ感染対策

自宅から社内の

PCへ安心接続

電子契約サービス サーバ丸ごと
データ保管

Webサービスの
停止を防ぐ

ファイアウォール
アプリケーション
の障害予兆検知

テレワーク サーバ セキュリティ

Azure
Virtual Desktop

Qcloud
Network

Azure
Virtual Desktop

オールインOne
サーバ

標的型
メール訓練サービス

IaaSセキュリティ
診断サービス

Q-Guard APM

AI検温カメラ

クラウドストレージ
サービス

社員のe-ラーニング
教育

ペーパーレス化の
ワークフロー

AWS運用
サービス

New
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課題に対する推奨ソリューション

製造業で抱えるお悩みをクオリカのソリューションで解決・支援いたします

現場・支社にPCやタブレット端末の設定や業務ソフトウェアが統一できていない

想定課題1

デバイス管理(Microsoft Intune)にて標準化を行い管理負荷を低減

現場・支社のセキュリティ対策が徹底できていない

想定課題2

IT資産管理(Asset View)にて現場・支社のセキュリティを強化
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想定課題1：デバイス管理による負荷低減

デバイス管理(Microsoft Intune)にて標準化を行い管理負荷を低減

デバイスを標準設定で各現場・支社に配布するが、配布時期
や現場・支社毎に設定を変更してしまい管理が出来ていない

設定変更やアプリケーションの追加はIntuneから一斉配信
各現場・支社のデバイスがすべて同じ、セキュアな設定で稼働

導入前 導入後

現場・支社毎にPCやタブレット端末の
設定や業務ソフトウェアが統一できてお
らず、管理が煩雑になっている..

インターネット経由で全てのデバイスが
管理でき、設定の統一や業務アプリの配
信も簡単に行える！
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想定課題1：デバイス管理による負荷低減

◼ Microsoft Intune ソリューションの概要

Microsoft社が提供するクラウドベースでエッジデバイスの一元管理を行うサービスです。
コンソール上からポリシーやセキュリティパッチの一斉配信が行えるため管理負荷を低減でき、柔軟な
アクセス制御によりクラウド上のデータを保護し、セキュリティ強化も同時に行える。

参考価格：¥11,600～税別/月額1ユーザー)）

※最低契約数は10ユーザーからとなります
別途、構築費用が発生いたします

・インターネット経由で社外デバイス管理が可能
・サーバ（ハードウェア）の維持・管理コストが不要
・Windows10、Micorosft365と親和性が高く細かい
制御が可能

・一部Micorosft365ライセンスにIntuneライセンスが
包括されているため、既にMicrosoft365をご利用の
場合、追加コストなしで利用可能

・運用保守はクオリカにて代行可能



© 2022 QUALICA Inc. 6

想定課題2：現場・支社のセキュリティ強化

IT資産管理(Asset View)にて店舗のセキュリティを強化

現場・支社のセキュリティ対策が
できていない..

PCにAgentを導入するだけで、操作が簡単
多機能で課題をまとめて解決できる！

同様PC端末の設定が管理できておらず
不正やデータ流出の脅威を抱えている

PC端末にAgentを導入するだけでセキュアな状態を実現

導入前 導入後
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◼AssetView ソリューションの概要

AssetViewとは、IT資産管理、ログ管理などのIT統合管理ソフトウェアです。
PC端末のセキュリティ対策や情報漏洩対策を強化すると共に、IT部門の業務効率化を実現します。

例）800台のPC環境にて、ファイル遠隔削除機能AssetView Kを利用する場合

【初年度料金】¥2,783,000 （ライセンス＋年間保守料金が含まれます）
【次年度以降年間料金】¥318,000 （年間保守料金が含まれます）

•お客様の要件に合わせて必要な機能だけ
オーダーメイド可能（17機能）
コストを最小限に抑えられる

•PC管理の課題をまとめて解決できる
(テレワーク対応、標的型攻撃対策、

内部不正対策、データ流出対策)

想定課題2：現場・支社のセキュリティ強化
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その他ソリューション概要
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1. Thin Office VDI

◼ ソリューションの概要

BCP対策も兼ねた在宅勤務『Thin Office VDI』
仮想デスクトップによるBCP対策、環境の一元管理を実現します

参考価格：1台あたり ¥4,700～

※最低契約数は50台からとなります
別途、構築費用などが発生致します

在宅勤務

出張先

出先
(喫茶店など)

････

クオリカ
データセンター

本社
拠点

端末にはデータが入っていな
いのでセキュリティも安心

・いつものデスクトップはVDIのサーバに場所、端末に縛られない業務が可能
・運用はクオリカが行うのでお客様は管理を考えずに利用するだけのサービス

・クオリカのVDIは堅牢なデータセンターで
運用されているクラウドサービスであり
使用している端末に障害が発生してもデータ
消失の心配はありません

・VDIの運用は全てクオリカにお任せ頂く事で
お客様の運用負担を大きく減らすことが可能
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2. AWS運用サービス

◼ ソリューションの概要

AWS運用サービスは、AWSを基盤とする「システムの運用」を行うサービスです。
監視や障害検知のほか、AWS固有の保守業務をクオリカがサポートいたします。

オープン価格

・お客様の環境や要件に合わせて
2種類のプランから選択可能

・リソースの作成やバックアップ、リストアなどの
AWS固有の業務については従量課金制で対応

・クオリカではオンプレミスもクラウドも
ワンストップで運用が可能

・クオリカのIaaSである「Qcloud」を利用することで
パブリッククラウド+プライベートクラウドを結合した
運用環境を構成可能
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3. AVD(Azure Virtual Desktop)

◼ ソリューションの概要

Microsoft社によるパブリッククラウド(Azure)を利用したデスクトップ仮想化サービスです
専用機材の用意はせず、今までのデスクトップのアプリケーションを簡単にクラウド上の仮想マシンに
移行できます

リモート環境の構築期間を短縮でき、開発コストの削減や運用の効率化にもつながります
利用にしたがって規模の拡大や縮小が柔軟にでき、スケーラビリティに優れていることがメリットです

参考価格：初期構築30万
月額費用13,500円/台

※最低契約数は10台からとなります
別途、運用費用(4万/月)が発生します

AVDの環境をクオリカがお客様に代わり構築、
運用サポートを行います

・仮想デスクトップを利用出来る状態に構築
・AVD↔御社VPN網との接続

(社内NW機器の設定変更はお客様担当想定)
・仮想デスクトップの外部接続
・仮想デスクトップ登録改廃
・仮想デスクトップのスペック変更(Azure規定スペック)
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4. RemoteView

・パスワードのセキュリティ設定

・接続ID とパスワードを機器ごとに設定

・OTP による 2段階認証

・特定の環境からのみ接続を許可も可能

・リモートコントロール中の PC セキュリティも万全

・プロセスとサービスの中止、 URL ブロック

・リモートコントロール使用履歴の確認

参考価格：¥12,000～税別/年額1ユーザー)）
※その他、初期費用が発生します

無償トライアル可能！(ご相談ください)

◼ ソリューションの概要

企業向けの便利で効率的にお使いいただけるリモートコントロールソリューションです。
手元(自宅)のPCから 遠隔地(社内)のPCにリモートで接続し制御・管理を行うことのできるソリューションです。
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5. Dell Latitude Rugged

◼ ソリューションの概要

現場向け高耐久端末
軍事利用からフィードバックを受け開発された製品であり、安心の耐久性があり、完全防水、冷凍倉庫
などの温度範囲にも対応可能（－29℃～＋60℃）で、過酷な環境下での業務を支援します

・安心の耐久性（MIL-STD-810G認定）
・完全防塵・防水（IP65）
・米国防爆規格を取得
・冷凍倉庫などの温度範囲にも対応可能（－29℃～＋60℃ ）
・画面が他社製品と比較しても広く、視認性が高い

・他社にはないSemi-Rugged（多少の粉塵や雨に対応）、
Rugged Extreme（防爆仕様）などの豊富なラインナップ

・簡易キッティングによりスピーディな導入を支援

MIL-STD-810G認定

IP52 Protection

IP65 Protection

MIL-STD-810G認定

防爆対応

IP65 Protection

MIL-STD-810G認定

防爆対応

Dell Latitude 5424 Rugged
多少の粉塵や雨に対応した Semi-Rugged

Dell Latitude 7424 Rugged
完全防塵、水で丸洗いOKの防水 Fully Rugged

Dell Latitude 7220 Rugged
より安価な Fully Rugged タブレットタイプ  落下や衝撃に耐える頑丈性

 屋外での視認性に優れた
直視型ディスプレイ（一部オプション）

 レガシーIO（シリアルポート）対応
ODD対応（5424/7424）

 802.11ac WiFi、専用GPSなど
さまざまな通信環境

 高湿、水分、塩分、砂などの悪条件に
耐える特殊設計

 冗長化バッテリ（2個目オプション）
利用により24時間生産性が持続

 安全で取り出し可能なストレージ
（5420/5424/7424）

 認定を受けた第三者機関による
包括的な軍用企画の試験を実施

 高温・低温での安定稼働
（-29℃～+60℃）

 4G/LTE 対応（オプション）

 充実した純正の周辺機器を
利用可能

 Windows Hello対応の
IRカメラ（オプション）搭載可能
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6. Qcloud

◼ ソリューションの概要

クオリカが管理、提供するクラウドサーバ(IaaS)です
製造業、サービス業を始めとするお客様のシステム管理で培った
きめ細かな運用サービスが特徴であり現在、約1500台のサーバ提供実績があります

参考価格：1台あたり ¥45,000/月額～
（Windows OS /2vCPU /メモリ4GB /Disk 200GB）

※別途、初期構築費用、回線設備費、運用監視費などが
発生致します

・大手製造業様を中心に10年以上サービスを提供
し続けている実績

・パブリッククラウドの手軽さとプライベート
クラウドの柔軟さを両立させたシステム構成が可能

・バックアップの標準装備など運用負荷の軽減が
可能

運用、管理

インターネット・VPN
などのネットワーク経由
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7. オールインOneサーバ

◼ ソリューションの概要

これからの企業に最低限必要な機能を詰め込んだ多機能スモールサーバ
ファイル共有、ADユーザー管理、Windowsパッチ配信管理、ウィルス対策、その他業務アプリなど
各種機能およびサーバのメンテナンスや運用代行をクオリカが行います

・クラウド環境の提供

・クラウド環境のメンテナンス

・サーバのバックアップも標準装備

・サーバの容量や死活の監視

・ウィルス対策ソフトの管理～不具合対応

・ファイル共有サービス

・Windowsパッチ配信管理

・ ActiveDirectoryの構築、運用代行

・実機サーバでの構築も対応可能

※チケット制の運用代行サービスにてユーザー登録や
アクセス権限の設定、ファイル復旧など対応も可能

参考価格： ¥840,000～(初期)
￥約50,000～月額

※必要な機能によって金額は変動します
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8. SmartDR

◼ ソリューションの概要

クオリカのクラウドサーバ(Qcloud)のバックアップを800Km離れた遠隔地へ
保管するサービスです

参考価格：50GBあたり ¥2,000～

※Qcloud環境以外の場合は別途、
構築費用、回線設備費などが発生致します

・サーバ丸ごとのデータを保管

・BCP対策、監査対応に必要な遠隔バックアップ
対策が可能

※運用管理はクオリカにお任せBackup

※現在、Level Simpleのみ提供中
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9. Qcloud Network

◼ ソリューションの概要

Qcloud Networkとはネットワーク機器本体 /運用 /障害対応を含めたクラウドマネージド
ネットワークサービス です

参考価格：¥8,200～（税別/月額(1拠点)）

※別途、初期費用が発生致します

•通信機器、構築作業、運用管理を1つの
サービスにネットワークの煩わしい工程が
ワンストップに纏まります

• Meraki ゼロタッチコンフィグ機能により
現地での作業が不要となり初期導入、障害
対応がスピーディになります
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10. box

◼ ソリューションの概要

世界８万社が利用する容量無制限のクラウドコンテンツプラットフォーム
クラウド上にデータを保存するため、いつでも、どこからでも、アクセスでき、ファイルは自動でバックアップされます
クラウドサービスの為、複数人での共同作業にも向いています

• あらゆるデバイスからアクセス可能

• あらゆる種類のコンテンツをサポート

• 容量無制限のストレージ

• 外部とのシームレスなコラボレーション

• エンタープライズアプリケーションとの統合・連携

• 規制の厳しい業界に適したセキュリティ

• グローバルおよび業界のコンプライアンスに準拠

• 評価の高いカスターマーサービス

参考価格：¥1,800～（税別/月額(1ユーザー)）
※プランによって費用は変動します

お客様の企業規模(従業員数など)によって最低契約数が
変動致します

無償トライアル可能！(ご相談ください)
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11. クラウドサイン

◼ ソリューションの概要

契約締結から契約書管理まで可能なクラウド型の電子契約サービス
契約交渉済の契約書をアップロードし、相手方が承認するだけで契約を結ぶことが出来ます
書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がありません

弁護士監修で法的にも安心
※CMでもおなじみの弁護士ドットコム提供

KintoneやSalesforceなどクラウドサービスとの
連携も可能

海外他社サービスと較べ
・電子帳簿保存に対応しており、紙の書類を残す
必要がない

・万が一訴訟になった場合、訴訟場所は日本
・電話、チャットでの日本語でのサポート

参考価格：¥100,000～(税別/月額）

※ユーザー数無制限
別途、1送信 ¥200
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12. kintone

◼ ソリューションの概要

kintoneは開発の知識がなくても、業務アプリの作成が可能な
クラウド型業務アプリ開発プラットフォームです

・業務アプリを誰でも簡単に作れる

・スムーズな情報共有を可能にする

⇒業務改善プラットフォーム

◆kintoneの機能
・業務アプリの作成
・データ共有
・プロセス管理(ワークフロー)
・コミュニケーション
・機能拡張

ワークフロー例：契約管理

ライトコースの場合
参考価格：¥780～（税別/月額1ユーザー）

※最低契約数は5ユーザーからとなります
無償トライアル可能！(ご相談ください)
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13. 奉行Edge 勤怠管理クラウド

◼ ソリューションの概要

TV CMでもおなじみの奉行シリーズの勤怠管理製品です
安全、安心にPC、ICカード（Suicaなど）やタブレットから、
「いつでも・どこでもにいても」打刻が可能です！

・勤務情報（打刻・申請）は即時にデータ化、
自動集計され、リストや管理帳票も自動作成
されるため勤怠管理の完全自動化が可能です

・法制度改正や最新の IT 技術への対応は、
サービス利用料内ですべて提供
追加コストは必要ありません

・就業規則や企業独自ルール、さまざまな
労働時間制度に標準機能で対応します

参考価格：¥126,000～税別/年額30ユーザーまで

※その他、初期費用が発生します
初年度は導入期間を考慮し15ヶ月での提供となります
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14. 奉行Edge 労務管理電子化クラウド

◼ ソリューションの概要

TV CMでもおなじみの奉行シリーズの労務管理製品です
従業員の入社から退職までに発生する手続きをすべてデジタル化し、業務時間を大幅に削減可能です！

・従業員からの情報収集をWeb上で実施できるため書類
の作成や印刷が不要、ペーパーレス化

・社員情報はサービスに集約されるため、一元管理が可能
・従業員から提出された情報は自動的に更新
・電子申請やオンライン雇用契約が可能
・入社から退職まで豊富な手続きに対応

参考価格：¥126,000～税別/年額30ユーザーまで

※その他、初期費用が発生します
初年度は導入期間を考慮し15ヶ月での提供となります
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15. AI 体温検知カメラ

◼ ソリューションの概要

新型コロナウイルス、感染症対策としての非接触式温度測定装置です
体温の自動測定とマスク着用の有無も自動検知可能です

・体温測定の人手が不要に！

・瞬時に測定可能なので、測定待ちによる
人の密集を防ぎます

※1分間に20～30人 連続で測定が可能

・電子錠と連動させる事で、基準値以上の体温、
マスク未着用者には、ドアを開けないように制御
する事も可能です

・スタンドアロンで稼働するため、ネットワークなど
の設備用意も不要です

参考価格：¥360,000～ 税別

※壁面取り付けをする場合は工事が必要となります
自立スタンドタイプもご用意可能です
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16. 楽々てすと君

◼ ソリューションの概要

・楽々てすと君は、累計450社超のお客様に採用された、初めてでも使いやすい eラーニングシステム です
教育・テスト・アンケートが１つとなりシンプルで使いやすく、便利な機能がご利用できます
初期費用は０円で、１ヶ月単位で利用可能な クラウドタイプ と、お客様のサーバーやプライベートクラウドに導入可能な
パッケージタイプ のご提供が可能です

参考価格：¥75,000～
（税別/月額(同時接続10ユーザー)）

※プランによって費用は変動します
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17. 標的型メール訓練サービス

◼ ソリューションの概要

既存のセキュリティ対策では発見が困難な標的型攻撃に対して、疑似的な標的型攻撃メール（訓練メール）
を従業員へ代理する標的型攻撃メールへの対応力を高める体験学習型の教育サービスです

■ご利用シーン
・セキュリティ教育の強化
・セキュリティに対する耐性の可視化

■クオリカ(TISインテックグループ)の強み
・「社内セキュリティ教育の強化」のテーマに基づいた他
ソリューションによる全体的なご支援も可能

訓練対象者

メール配信システム

ご担当者

1

4

2

3

5

訓練担当

お客様

クオリカ

配信内容
の決定

メール配信

開封・クリック

集計
簡易報告
書の送付

参考価格

■ご提供価格(概算・本体価格)
・年2回 一時費用 2,440,000円
・年1回 一時費用 1,560,000円
※1,000メールアドレスまで配信の場合
※別途、ボリュームディスカウントもご用意
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18. IaaSセキュリティ診断サービス

◼ ソリューションの概要

AWS、Azure、GCPの管理設定において、「セキュリティ観点で統制が取れていない」「設定不備が誘発して
いる」環境下において、CISベンチマークに準じ、専門家が設定不備を発見したり、会社全体のポリシーを基準
に是正を進めるための現状把握の材料となるレポートをご提供

■ご利用シーン
・AWS、Azure、 Google Cloud Platform
のITインフラ基盤におけるCISベンチマークとの差分
確認

■クオリカ(TISインテックグループ)の強み
・各種ITプラットフォーム(IaaS系パブリッククラウド、オン
プレミス、等)でのITシステム運用サービスのご提供も
可能

AWS、Azure、
Google Cloud 

Platform

診断ツール
（Netskope）

専門エンジニア
(設定診断)

API連携による
セキュリティ診断

管理UI確認による
セキュリティ診断

■ご提供価格(概算・本体価格)

・1回 一時費用 1,600,000円
※管理者1アカウント/オンサイト連携設定作業

(1作業)/報告会(1回)/再診断(1回)の場合
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19. Q-Guard

◼ ソリューションの概要

Q-GuardとはWeb Application Firewallです。
Webサーバ上のアプリケーションのセキュリティに特化今までのファイアウォールでは
防げない攻撃(アプリケーションの脆弱性など) から個人情報の漏えいやWebサービスの停止を防ぐ
月額型のサービスです

参考価格：¥98,000～（税別/月額(1サイト)）

※本サービスは弊社、Qcloud(IaaS)の
オプションです

・導入は全てクオリカにお任せ

・詳細な分析による防壁の構築

・シグネチャーの定期的な更新

・定期的なレポートによる報告
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20. APM

◼ ソリューションの概要

APMサービスとはアプリケーションのパフォーマンス可視化・レポートを提供する
クラウドサービスです
また、今までの監視とは違いアラートの予兆を検知し障害が発生する前の対応が可能になります

参考価格：¥15,000～（税別/月額(1サーバ)）

※Qcloud環境以外の場合は別途、
構築費用、回線設備費などが発生します

・モニタリング機能と予兆検知により障害を事前に
防ぎます

・可視化により要因の連携し複雑化している
システムの障害時の原因特定や対策を素早く行える

・レポートによりパフォーマンスやリソースの見直しを
行い、最適化が行えます

※しきい値での監視は含まれておりませんので
別途、Qcloud-監視オプションが必要になります
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