
アライドテレシスのOne Stop ITサービス
お客様の最適なITソリューションをご提案するためのトータルサービスです。

動画で紹介中！
の

魅力をスタッフが紹介
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こんな悩みを抱えていませんか？
無線LANが途切れる・つながらない

セキュリティーが不安だが、どこに相談したら・・・

システムやネットワークの導入・改善を相談したい

万一に備え障害対応を容易に安価に行いたい

障害の早期発見・予兆で未然に防止したい

運用相談窓口を統一したい・・・

システム管理者がいないので困っている

ヘルプデスクの運用代行をお願いしたい

休日夜間でも故障時に機器の交換対応を希望

設計・構築・運用とすべてまかせたい！

ネットワーク管理が複雑で手間がかかる

　　　　　　　　 は、
ITインフラにおける
お客様の お悩み・お困りごとを
ワンストップでサポートします！
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情報セキュリティ／環境マネジメント認証取得 品質マネジメントシステム（QMS）認証取得

IS 79837/ISO 27001
EMS 525633/ISO 14001

FS 674673 / ISO 9001

アライドテレシスが提供するサービスは
こちらからもご覧いただけます。

https://www.allied-telesis.co.jp/support/net.service/
こんな悩みを抱えていませんか？

コンサルティング、調査・分析、システム設計・構築、LAN工事など、お客様の
ITシステムの導入を支援するサービスです。

◦設計・構築サービス ◦セキュリティー診断サービス（MSS）
◦プロダクトインテグレーションテストサービス（iチケット） ◦脆弱性見える化サービス（予定）
◦出荷オプションサービス（Sチケット） ◦ソフトウェアバージョンアップサービス
◦無線LANサイトサーベイサービス ◦ LAN配線設計/工事に伴う施工
◦ネットワーク性能診断サービス

◦障害切り分け支援サービス ◦定期ログ確認サービス
◦リモート監視サービス（レポート/ポータルサイト） ◦セキュリティー管理サービス（MSS）
◦ファームウェア管理支援サービス ◦その他サービス

◦クライアントデバイスキッティング ◦社員・使用者様向けITヘルプデスク
◦申請書処理代行 ◦情報系システム運用支援

ネットワークの一元管理や自動復旧、自律型無線LANによるネットワーク制御が
実現可能な、管理機能をご提供するサービスです。
また、ネットワーク管理機能に加え、運用支援サービスを組み合わせてご提供します。

ネットワークからサーバーまでお客様のITシステムの運用を支援するサービスです。
運用相談、構成管理、イベント管理、リモート監視、セキュリティー管理、性能管理など
IT管理者様の運用業務を支援するさまざまなサービスをご提供します。

ハードウェア・ソフトウェア製品のトラブルを迅速・確実に解決する製品保守サービスです。
デリバリー、オンサイトのサービスをサービスレベル(配送時間、駆けつけ時間)と
組み合わせてご提供します。

お客様のご要望に応じてIT業務を代行（または支援）するサービスです。
ヘルプデスク業務の代行など、ITシステムの運用に必要なサービスをお客様の
ご要望に応じてカスタマイズしてご提供します。

当社では、今後も情報セキュリティ/品質マネジメントシステムの継続的改善と、環境マネジメントシステムを軸とした環境経営を推進し、経営基盤の強化と社会貢献に取り組んでまいります。

アライドテレシスは、 以下の登録範囲を対象に情報セキュリティマネジメ
ントシステム（ISMS）の国際規格｢ISO 27001｣認証、および環境マネジメン
トシステム（EMS）の国際規格｢ISO 14001｣認証を取得しています。

 1. ネットワーク製品の企画、開発、製造、販売、保守/修理サービス
 2. 再販製品の企画、販売、保守/修理サービス
 3. コンサルテーション、システム構築事業
 4. IT全般に関わるソリューション事業

認証登録範囲 ISO 27001およびISO 14001
認証登録範囲 ISO 9001 

本社、 横浜カスタマーセンター、 藤沢事業所

アライドテレシスは、以下のサービスにおいて、品質マネジメ
ントシステムの国際規格「ISO 9001：2015」を認証取得してい
ます。
導入構築、運用支援・監視から情報セキュリティー管理のコン
サルティングサービスまでを提供するOne Stop ITサービス。

サポート＆サービス事業本部（本社、横浜カスタマーセンター）内の“One Stop ITサービス”を主な業
務としている技術部門で、実際に構築や支援作業を行う組織

◦Net.AMFスタンダード
◦Net.AMFライト

◦デリバリーサービス
◦オンサイトサービス

導
入
支
援

統
合
管
理

運
用
支
援

業
務
代
行

製
品
保
守
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スイッチ

ルーター

無線LAN

ネットワークマネジメント

仮想化基盤システム

Active Directory

システム監視サーバー

Proxyサーバー

ファイアウォール

ネットワーク導入サービス 情報系システム導入サービス

etc..

受注 申込書入手 組み合わせ
内容の精査

・出荷機器
・推奨ファームウェア
・テンプレートコンフィグ

約2週間

インテグレーションテスト
試験報告書作成 出荷

カテゴリ サービス名称

システム導入 ⃝設計・構築サービス　⃝出荷オプションサービス
⃝プロダクトインテグレーションテストサービス

ネットワーク診断
⃝無線LANサイトサーベイサービス
⃝ネットワーク性能診断サービス
⃝セキュリティー診断サービス
⃝脆弱性見える化サービス（予定）

メンテナンス ⃝ソフトウェアバージョンアップサービス

ワイヤリング ⃝LAN配線設計/施工
⃝ネットワーク工事に伴うその他施工

システム導入  設計・構築サービス
ITシステム導入を「設計から検証・評価・構築まで」ワンストップで提供し
ます。対象機器は、アライドテレシス製品の他、サーバーなどのITプラッ
トフォーム、セキュリティープラットフォームなど、幅広く対応しています。
新規導入だけではなく、現行構成を踏襲しながらの再構築や、仮想化基
盤環境への移行など、ご要望に合わせて柔軟に対応します。
また、システム全体をドキュメントにまとめた可視化も可能になります。
納品時に「完成図書」を提出しますので、システム管理/運用の属人化を
避けた安定した基盤運用が可能になります。

実施内容 特長・メリット
要件・課題・
問題点ヒアリング ⃝潜在的なお客様要望まで具体化

マルチベンダー対応 ⃝ネットワークからサーバーまで一括導入により 
　コストを最適化

評価・検証 ⃝事前の評価・検証で安心して導入可能

新規導入/移行 ⃝現行構成を踏襲した再構築や仮想化基盤環境へ
　の移行も対応

提供物 ⃝システム全体をまとめた「完成図書」を提出

代理店様/お客様からご提供いただいた申込書の情報を前提に、ご注文
いただいた機器を弊社で組み合わせ試験（検証）を実施したうえで納入す
るサービスで、システムの構築、導入試験をスムーズに実現することがで
きます。インテグレーションテストサービスは、製品に合わせたサービス
チケットをお求めください。

受注から出荷までの流れ インテグレーションテストサービス

提供物
・試験報告書
・テンプレートコンフィグ

※システム規模によって期間は変わります。

＜主なサービス＞
⃝利用機能に応じた最適なファームウェアを適用
⃝納入機器・利用機能の組み合わせで動作確認
⃝サービスで実施する試験

▶基本動作試験（機器単体テスト）
▶想定運用試験（組み合わせテスト）
▶ランニング試験

組み合わせテスト
構成構築

製品の出荷時にその製品に対して、ファームウェア/ライセンスやお客様
コンフィグのインストール、シール貼り、ゴム足取りなどのオプション作
業を実施し出荷するサービスです。
製品と一緒にご希望のサービスチケットをご購入していただくことでサー
ビスをご提供します。

このようなお客様に
⃝システム設定の時間が 

ない
⃝インテグレーター様の

受入検査のアウトソーシ
ングとして

このようなお客様に
⃝台数が多く設定やシール

貼りの時間がない

＜作業項目＞
⃝ファームウェア/ライセンスのインストール
⃝お客様コンフィグのインストール
⃝初期設定の変更
⃝ゴム足の取り外し
⃝シールの貼り付け
⃝ディップスイッチの設定変更
⃝シャーシ製品のキッティング（オプションモジュールの装着､  
   ファームウェア／ライセンスのインストールが含まれます）

ゴム足

導入
支援 ITインフラのプロが導入支援 

システム導入  プロダクト インテグレーション テストサービス（iチケット）

システム導入  出荷オプションサービス（Sチケット）

システムの設計・構築から工事までネット
ワークやサーバーの導入をご支援します。
その他に無線LANサーベイなどのネットワーク診断や
配線などの各種ネットワーク工事を実施、ITシステムの
導入をトータルでサポートします。
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導
入
支
援

無線LANは目に見えないネットワークですので電波状況を事前に調査す
る必要があります。
本サービスでは、電波測定ツールを使用して近隣からの電波干渉、障害
となる電波の有無などを調査し、無線LANアクセスポイントの設置台数、
最適な設置場所を割り出したうえで、無線LANアクセスポイントの設置
台数や外来波を考慮した無線LAN電波チャンネル設計をご提案します。

システムが遅い、保存に時間が掛かるなどの場合、お客様のネットワー
クのトラフィックやレスポンス状況を特定の期間収集することでネットワ
ーク性能の状況を収集しレポートするサービスです。

無線LANサイトサーベイ
電波測定画面イメージ

企業内端末脆弱性
ダッシュボード（イメージ）

インターネットやイントラネットに存在するさまざまなセキュリティーを詳
細に調査し、発見されたセキュリティー上の欠陥を適切な対策案ととも
にご報告するサービスです。市販ツールによる診断だけではなく、独自
ツールや手動オペレーションによる調査、さらにハッカーの視点で疑似
攻撃を実際に行うことによって、潜在的なセキュリティーリスクを徹底的
に洗い出し、お客様が改善すべき弱点を明確化します。

企業ネットワークサービスを提供しているアライドテレシスから、簡単で
わかりやすい脆弱性診断＋見える化サービスを提供する予定です。

ネットワーク機器などのファームウェアバージョンアップを弊社作業員が
実施するサービスです。オンサイトでファームウェアを指定のバージョン
にアップデートします。※   

＜サービス項目＞
⃝Webアプリケーション診断

Webサイトから個人情報漏えいやWebサイト上
の重要情報の改ざんなど、Webを取り巻くリスク
を洗い出し、適切な対策方法を提示

⃝プラットフォーム診断
プラットフォーム診断OSやミドルウェアなどプラットフォームに存在するセキュリ
ティー上の欠陥を調査し、適切な対策方法を提示

選べるメニュー

診断の結果と発見された指摘事項
を報告書にまとめます（イメージ）

診断メニュー Webアプリケーション診断 / プラットフォーム診断

標準内容
オンサイト診断 / リモート診断
QAサポート（30日間）

オプション例
修正箇所再診断
オンサイト報告会

このようなお客様に
⃝無線LANがすぐに切れる
⃝ネットワークが遅い

このようなお客様に
⃝お客様のデータを扱うの

でセキュリティーが心配

このようなお客様に
⃝設計から電源工事、ネッ

トワーク配線まで一括し
てお願いしたい

ネットワーク診断  無線LANサイトサーベイサービス

ネットワーク診断  ネットワーク性能診断サービス

ネットワーク診断  セキュリティー診断サービス
※ 株式会社アズジェント社との協業により提供しております。

ネットワーク診断  脆弱性見える化サービス ❶ Point ：脆弱性箇所をわかりやすく表示する 
ユーザーインターフェースの提供

❷ Point ：オンプレミス、クラウド両方からの 
サービス提供

❸ Point ：産業向けIoTなどにも対応

メンテナンス  ソフトウェアバージョンアップサービス

診断結果報告書イメージ

ワイヤリング  ネットワーク工事に伴うその他施工

サービスの流れ

配線・施工イメージ 完成図書イメージ

打ち合わせ現地調査 配線設計 施工見積もり 施工 引き渡し(完成図書提出)

ワイヤリング  LAN配線設計/施工
オフィスのレイアウトに合った快適なLAN環境をご提供する配線設計・ 
施工サービスです。
OA電源工事からLAN配線工事まで、必要な配線工事を一括して提供し
ます。
① LAN配線工事（配管工事） 　 ② IP電話配線 　 ③ OA電源工事

（2019年4月リリース予定）

※システムを停止してのバージョンアップ作業です。 バージョンアップはコンソール接続に
て実施します。

① 監視カメラ設置工事 　 ② 耐震工事（ラックアンカーなど）  　③ 空調工事 　 ④ サーバールーム工事
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キッティングサービスチケットをご購入ください。（スイッチ／無線LANアクセスポイント製品共通　標準価格 10,000円（税抜）／台）

4ステップで簡単サービススタート

※ 初期キッティングサービスは、IPアドレス／AMF／AWC／SNMP／Syslogなどの基本設定になります。VLANやアクセスリスト、VCSなどの設計を含む設定は別途お見積もりします。 
このサービスには機器設置や配線などの現地での作業は含まれません。

項　目 Net.AMF スタンダード Net.AMF ライト

適用
規模 中〜大規模 小規模

対象機器 マルチベンダー対応　台数制限無し AMFメンバースイッチ：20台　AWC管理アクセスポイント：25台

対応時間
受付時間 24時間365日 24時間365日

連絡手段 電話またはメール 電話またはメール

リモート対応

リモート切り分け ○ ○

リモート監視 ○ ○※1

お客様ポータルサイト ○ ○※2

リモート監視対応時間 24時間365日 24時間365日

現地対応
オンサイト切り分け ○ －

オンサイト対応時間 24時間365日 －

運用自動化機能

AMFマスター機能提供 ○クラウドから提供 ○ルーターで提供※3

AMF管理機能提供（Vista Manager EX） ○クラウドから提供 ○クラウドから提供（計画中）

AWC機能提供 ○クラウドから提供 ○ルーターで提供※3

AMF-SEC機能提供 ○クラウドから提供（計画中） －

その他

サービス専用回線の提供 ○ ○

その他オプションの選択 ○※4 －

製品保守連携 ○ ○

※1 Trap、システム情報、メモリ、CPU　　※2 ポータルサイト内のマップ作成は含まず　　※3 AT-AR4050S(ライセンス搭載)を設置　　※4 オンサイト切り分け、定期ログ確認など

AMFマスター機能やAWC機能（Vista  Manager EX）をサービスと
して提供し、弊社より監視及び維持運用を代行するネットワーク統合
管理サービスです。
さらに、運用支援サービス（Net.Monitor）を組み合わせてお客様の
ネットワークの監視、能動的な障害切り分けなど、安定運用を支援し
ます。

Net.AMFライト専用 初期キッティングサービス
Net.AMFライトご契約者様限定で、弊社のスイッチ（AMFメンバー）／無線LANアクセスポイント（AWC管理対象）に対する初期キッティングサービスです。

Net.AMF スタンダード

AMF-Cloud サービス AMF機能をクラウドから提供

Vista-Cloud サービス AMF管理機能／AWC機能をクラウドから提供

Net.AMF ライト

Net.AMF ライト AMFマスター／AWC機能を搭載したルーターを
サービスとして貸し出し提供

AMF（統合コンソール・自動復旧）
AWC（自律型無線LAN）
Vista Manager EX（管理・可視化）

ネットワーク統合管理

Net.Monitor
障害切り分け、リモート監視など

運用支援サービス

弊社

お客様

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

契約申込 ヒアリングシート
を記入

機器が届き、
つなぐ（※） サービス開始

クラウド
情報登録

初期設定済み
機器の発送 サービス確認

一元管理・自動復旧・無線LANでのネット
ワーク制御などさまざまな統合管理を提供
します。
ネットワーク管理機能に加え、運用支援サービスを組み
合わせてご提供します。
ネットワークの重要性が年々高まる一方で、ネットワーク
管理者への負担が多く、管理が煩雑になってしまうケー
スは少なくありません。Net.AMFは、+αの費用でネッ
トワーク運用管理の簡素化やリモート監視・予兆検出に
よるトラブルの未然防止・早期復旧などお客様ITシステ
ムの安定運用を支援します。

統合
管理 ITインフラにAMF技術を生かした統合管理
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統
合
管
理

Vista Manager EX
 (クラウド上)
※計画中

AMFマスター／
AWC搭載ルーター
（レンタル）

VPNルーター

監視センター

クラウド環境 お客様環境

AMFメンバー

AMFメンバー

ポータルサイト

アラート

お客様資産サービス提供

Monitor BOX

お客様

製品保守連携 など

リモート監視
リモート切り分け

仮想ゲートウェイ

仮想データセンター

アラートに基づき
切り分け

状態の可視化

監視装置
 (レンタル)

AMFメンバー

監視

サービス用回線

VPNルーター

監視センター

AMFメンバー

サービス用回線

お客様環境

AMFメンバー

AMFメンバー

AMFメンバー

ポータルサイト

アラート 監視

お客様資産サービス提供

Monitor BOX

お客様

製品保守連携 など

リモート監視
リモート切り分け

AMFマスター

仮想ゲートウェイ

仮想データセンター

AMFマスター／
AWCをクラウド
より提供

アラートに基づき
切り分け

状態の可視化

監視装置
 (レンタル)

クラウド環境

AMF/AWC機能のメリット
運用の簡素化
クラウド上（Net.AMFスタンダード）、またはお客様ネットワーク内（Net.
AMFライト）のAMFマスター※1からネットワーク内すべての機器の一括
管理が可能です。
障害早期復旧
クラウド上（Net.AMFスタンダード）、またはお客様ネットワーク内の
ルーター（Net.AMFライト）に毎日自動で設定情報をバックアップする
ことができます。
簡単機器復旧
機器故障時には、代替機器にケーブルを差し替えるだけで自動復旧
でき、交換作業にかかる工数を減らし、お客様のネットワーク環境の
早期復旧をサポートします。
※1 AMFマスターの設定・データ運用はお客様で実施いただきます。AMFサービスのご提

供範囲は、基盤提供・維持となり、AMFそのものの設計・設定は含んでいません。

運用支援サービスのメリット
運用負荷軽減
監視サービスは、運用・監視センターよりお客様環境に設置した
監視装置を通してリモート監視します。
故障有無の判断や交換復旧を支援しますので、管理者の負荷を軽減でき
ます。
状態可視化
お客様ポータルサイトで常に運用機器の状態を把握することが可能で、
予兆検出によるトラブルの未然防止が可能になります。
障害早期復旧
監視サービスと製品保守サービス（製品保守サービスNet.Coverが必要）
を連携させることにより、システムの停止時間を最小限に抑え早期復旧
を支援します。

Net.AMFスタンダード

Net.AMFライト

AMFマスター機能／AWC（Vista Manager EX）機能と運用支援サ
ービスを合わせてクラウドよりご提供する中～大規模に最適なサービ
スです。

AMFマスター／AWC機能を搭載したルーターのオンプレミスでの貸し
出し提供と、運用支援サービスをクラウドよりご提供する小規模ネットワ
ーク（端末台数500台目安）に最適なサービスです。

：Autonomous Wave Control：Autonomous Management Framework
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運用相談窓口

構成管理

定期ログ確認

ファームウェア管理支援

軽微な設定変更

NMSメール通知

運用レポート作成・提出

お客様先レポート報告

定期点検

ファームウェアバージョンアップ

リモート監視（ポータルサイト/レポート）

Net.Monitorオプションサービス

基本サービスにプラスして用途に合わせたサービスを選択 基本サービス加入不要な単独サービス

Net.Monitor基本サービス

構成把握
障害切り分けに必要となる情報をお客様より
ご提供いただき、管理します。

障害受付
発生したイベント(障害)の受付窓口を準備いた
します。受付時間を選択してください。

障害対応※1

発生したイベント(障害)の一次切り分けを行
い、異常箇所を特定します。切り分け方法は
以下3タイプより選択してください。

※1 Net.Cover（製品保守サービス）は機器単体保守のため、システムの障害切り分けは適用されません。必ずNet.Monitorの基本サービスご契約が必要です。

オプションサービスを追加して安心と業務負荷低減を！
「障害に少しでも早く気付きたい」「簡単な設定変更をお願いしたい」そのような方へ

ファームウェア
管理支援サービス
お客様運用中のファームウェ
アと当社リリースのファーム
ウェアとを比べ、最適なバー
ジョンをご提案します。

その他サービスオプションサービス

リモート監視ライト
弊社クラウドからリモートにて監視を行います。1台から
お手軽に導入いただけます。

ファームウェア管理支援
最新ファームウェアの修正項目や仕様変更点から、お客様
環境への影響を調査し結果を報告します。

イベント連絡代行
お客様からの障害イベント通知（電話またはNMSから
通知）を契機に、あらかじめ登録された連絡先へイベント
発生をご連絡し、障害対応へつなげます。

セキュリティー管理（MSS/MSS Lite）
セキュリティーデバイスのログを専門知識を持ったセキュリ
ティーアナリストが24時間リアルタイムで分析し、精度の
高いインシデント情報を報告します。
※MSSは(株)ラック社との協業により提供しています。
※MSS Liteは(株)アズジェント社との協業により提供しています。

よく聞かれる質問

Q：ネットワーク機器、サーバーなどの問い合
わせ窓口を統一することはできないの？

A：統一できます。

平日9時−17時 リモート切り分け
オンサイト切り分け

オンサイト&リモート切り分け
24時間365日

定期ログ確認サービス
自社製品を、一番よく知って
いる自社でログを解析して
状況を把握します。

Q：この運用支援サービスはアライドテレシス製品だけ？

A：マルチベンダー対応です。

運用相談窓口 お客様のITシステムを電話やメールにて技術サポートします。 

構成管理 ご提供いただいたITシステム情報の管理・更新を行います。

定期ログ確認 稼働状況やイベント対応結果を報告書にてご連絡します。 

軽微な設定変更 ネットワーク基本設計に変更がないことを前提に機器の設
定変更を行います。

運用レポート作成・提出 稼働状況やイベント対応結果を報告書にまとめ提出します。

お客様先レポート報告 お客様運用状況について定期的にお伺いしてご報告します。

リモート監視
（監視レポート提出/ポータルサイト）

お客様機器のリモート監視を行い、障害の早期検出・予兆
検出を行います。機器の状態はお客様専用のポータルサイト
でも確認できます。

ファームウェア管理支援 リリースノートから、お客様環境への影響度調査を行い結果
をご報告します。

NMSメール通知 お客様が導入されたNMSからのアラートメールを受信し、
障害一次切り分けを行います。

定期点検 お客様システムの定期点検（現地訪問）を行い、結果をご報
告します。

ファームウェアバージョンアップ ファームウェアバージョンアップを弊社で実施します。

Q＆A

このようなお客様に
⃝システムの運用・管理ま

でとても手が回らない

ITインフラをモニターして運用支援  

リモート監視をはじめ、運用における相談
や管理などIT管理者様の業務を支援します。
Net.Monitorは、お客様の環境に合わせて「基本サービ
ス」にプラスして「オプションサービス」を組み合わせる
ことが可能です。 

 「その他サービス」は、基本サービスご契約の有無にか
かわらず、単独でご利用いただけます。

運用
支援
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運
用
支
援

Net.Monitor基本サービス + オプションサービス （リモート監視/ポータルサイト）

注）基本サービスは「リモート切り分け」「オンサイト切り分け」「オンサイト＆リモート切り分け」より選択いただけます。

Monitor
BOX

お客様ポータルサイト

ユーザーからのアクセスに
はVPNは用いず、インター
ネット経由で公開Web
サーバーへ直接アクセス可能

インターネット

アライドテレシス運用・監視センター

VPNルーター

Net.Monitor
運用支援サービス範囲

Net.Cover
製品保守サービス範囲

お客様

アライドテレシス保守部門

お客様ポータルサイト
による状況の可視化

通信不可

②リモート切り分け

③保守連携 
　(エスカレーション)

④機器故障が判明
した場合、製品保
守サービス連携を
行い作業員が現
地駆け付け・交換
対応を実施（オン
サイト保守契約）

①SNMP Trap

SNMP Trap、閾値超過などの異常発
生時には、お客様への連絡、障害切り
分けなどリアルタイムでの対応を実施

基本サービス
（リモート切り分け）

Net.Cover
（製品保守サービス）

サービス組み合わせ例
オプションサービス
（リモート監視）

Net.Monitorオプション  リモート監視概要

お客様ポータルサイト（イメージ）
⃝監視対象機器や監視項目ごとの情報を一覧表示
・ダッシュボード　・イベント履歴（ステータス変更など）　・グラフ（表示期間・時期は自在に変更可能）　・マップ（お客様からの基図提供）

イベント履歴 グラフ マップ

Net.Monitorの基本サービス（障害切り分け）にリモート監視オプション
を加えることで、お客様ITシステムを24時間365日監視し、障害発生時
にはアラートにより運用・監視センターから能動的な障害切り分けを行
えるようになります。また、お客様ポータルサイトや月次レポートではシ
ステム状況やイベント発生状況をお客様が把握することができ、障害発
生時の迅速な対応のみならず、お客様ITシステムにおける障害の未然防
止対策も可能となります。お客様のネットワークを“メーカー ”が監視しま
すのでとても安心です。

⃝24時間365日、製品を熟知したアライドテレシスのエンジニアが
お客様ネットワークをサポート

⃝同ビル・同フロアに監視センター、運用部門、保守部門が配置され
ており、障害検知、切り分けから保守機器の手配までをノンストッ
プで対応

⃝自社製品だけでなく、サーバー、他社製品など幅広い製品の監視が
可能
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Net.Monitorその他サービス  リモート監視ライト概要

Net.Monitorオプション  リモート監視の拡張

Net.Monitorのその他サービスで提供するリモート監視ライトは、Net.
Monitorの基本サービスに加入することなく、単独でご利用いただける
サービスです。本サービスでは、機器故障を検知するために最低限の監
視項目（SNMP TrapやSNMP監視内容）にてリモート監視を行い、機器
の故障切り分けまで対応します。本サービスは、1台から監視できます
のでリーズナブルな価格でご利用いただけます。

セキュリティー状態や環境状態(温度や湿度など)をネットワーク機器や
サーバーなどと一緒に総合監視します。
お客様ポータルサイトにて一元管理し、様々な状態の見える化を実現する
サービスを提供予定です。

オススメ
製品導入時に製品保守と一緒にリモート監視をご導入いただきます
と万一の際も迅速な対応でご安心いただけます。

1台から手軽に導入可能

製品 製品保守

デリバリー

リモート監視ライト

オンサイト

※1　アライドテレシス製品に限りPing死活監視にSNMP Trap監視が含まれます。SNMPによる情報取得が必要な場合は、別途SNMP監視オプションが必要です。

AMF-SECurity
コントローラー

Monitor Box

アライドテレシス
監視・運用センター

UTM

VPN

お客様

怪しいサイト AMF-SEC
監視サービス内容

AMF-SECアプリ連携パートナー

検知状況はポータルサイトで
いつでも確認が可能

● AMF-SECアクション通知 
   （被疑端末のご連絡）
● AMF-SECアクション復旧作業

今後多数の製品と連携予定！

※被疑端末の調査、及び異常排除は
   お客様にて実施いただきます

① 異常検知時、
　 自動で端末を隔離

③ お客様で被疑端末の
　 対処を実施

② 探知アラートを
　 お客様にご連絡

④ リモートより
　 端末の遮断を解除

室内湿度センサー
室内湿度センサー

ラック内湿度センサー

ラック内湿度センサー

開閉センサー

スイッチ

室内の温度、湿度も監視可能

データは専用ポータルサイトにて
いつでも閲覧可能

監視装置

様々なIoTセンサーとの連携・データの可視化を検討中

UPS

サーバー

サービス項目 リモート監視（Net.Monitorオプション） リモート監視ライト
対象機器/台数 運用稼働製品/台数制限なし アライドテレシスカタログ掲載製品/100台まで

障害切り分けの対象 ITシステム切り分け 機器故障切り分け

リ
モ
ー
ト
監
視
項
目

Ping監視 

ネットワーク機器
アプライアンス製品

○※1 ○※1

Trap監視 ○ ○
ハードウェア故障につながるTrapに限定

SNMP監視 ○
○

システム情報､ メモリ､ CPU
（その他項目はオプション）

Syslog異常監視 ○ −
TCPポート監視

サーバー
（Windows/Linux/Unix）

○ オプション
プロトコル監視 ○ −
リソース監視
※エージェントインストール必要 ○ −
プロセス監視
※エージェントインストール必要 ○ −

製品保守連携（Net.Cover） ○ ○
お客様専用ポータルサイト ○ ○
月次レポート ○ オプション
Net.Monitorオプション対応 ○ −

Net.Monitor × セキュリティー監視
AMF-SECソリューションとの連携で脅威の見える化

Net.Monitor × IoT監視
IoT監視で、お客様ラック、ラック設置ルームの見える化を実現

運用
支援

（2019年4月リリース予定）

ITインフラをモニターして運用支援  
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運
用
支
援

質問に答えて進みます お客様に最適なサービスを提案します
ご希望の場合は参考見積もりを
お送りします。※Net.Monitorのみ

Net.Monitorの強力なサポート体制

製品保証・Net.Cover・Net.Monitorのサービス範囲

ワンストップによるスピード対応！
運用サイクルを支える、運用・監視・保守障害受付の各部門が同セン
ター内に集結。障害検知からリモート切り分け、保守対応までをワン
ストップで対応。

窓口を一本化！
Net.Monitorはマルチベンダーに対応。ネットワーク機器だけはなく、
サーバーなども合わせて弊社窓口で一括対応。
※他社製品の場合、切り分けマニュアルとエスカレーション窓口のご用意を

お願いします。

メーカー自身によるリモート監視で能動的に対応！
リモート監視で障害の早期検出・予兆検出が可能。 お客様が気付か
ない小さなトラブルまで即アクション。

アライドテレシス運用・監視センター（横浜カスタマーセンター内）

見学いただけます。
ご予約は弊社営業まで。

SIer対応 メーカー対応

構成情報に基づく
システム全体
切り分け

被疑機器特定手段
リモート監視
アラート

被疑機器の
故障部位
切り分け

故障特定手段
ログ
確認

故障判定

代替機発送※

機器交換
or

ソフトウェア対応

製品保証（無償）

製品保守サービス

運用支援サービス

製品保証 ※保守未加入
　  +

+

他社製品（サーバーなど）

代理店/お客様 代理店/お客様

代理店/お客様

代理店/お客様

アライドテレシス

アライドテレシス

アライドテレシス アライドテレシス

アライドテレシス

アライドテレシス

アライドテレシス

アライドテレシス

製品保証

保守連携

エスカレーション

各メーカー

ログ
取得

保証連携

代替機後出し※

代替機先出し※

※ 製品保証（無償）の場合は、故障機を弊社までご送付いただいた後、代替機を発送させていただきます。
    Net.Cover（製品保守サービス）は、故障が確認されましたら、代替機を先行して発送させていただきます。

Web「サービス構成アシスト」で最適な運用支援サービスを選定
質問に答えてお客様のご要望や条件を設定し、目的や条件に合わせ
た最適な運用支援サービスをWeb上で表示させることができます。

また、Net.Monitorはお客様の条件に合わせた「参考見積もり」を
お出しすることが可能です。

アライドテレシスWebサイトTOP 　➡　サポート・サービス　➡　サービス構成アシスト

運用センター、監視センター、
保守受付センターなどの運用
サイクルを支える各チームを
同センター内に配置。
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弊社にてお客様ご利用端末の初期セットアップ作業を行い、お客様先へ発送します。

社員様から受領した申請書の処理を、お客様に代わって実施します。 お客様先に導入しているシステムの設定変更や、システム稼働状態の定期チェック
を行います。

ITヘルプデスク社員様からの各種ご質問事項に、あらかじめご提供いただいた
回答をもとにお答えします。

PCキッティング
（Windows）

申請書に基づいたクローンイメージからのPCキッティ
ング、 AD接続、ソフトウェアの追加インストールなど

モバイルデバイス 
キッティング

申請書に基づいた MDM を用いたデバイスキッティ
ング、ホスト名設定など

アプリケーションの 
リモートインストール

申請書に基づいたお客様ご提供ソフトウェアの
リモートインストール

情報系システムの 
アカウント作成・変更・削除

申請書に基づいた AD のユーザー/グループの
登録、変更や共有フォルダ権限、メールアカウント
の登録・変更など

基幹系システムの 
アカウント作成・変更・削除

申請書に基づいた基 幹系システムのアカウント
登録、変更など

DHCP/RADIUS  
登録・変更・削除

申請書に基づいたDHCPやRADIUSサーバーへの
登録、変更など

クライアントPC 
サポート

プリンター印刷やネットワーク接続など、PC 自体
の操作に関するサポート

情報系ソフトウェア 
サポート

Internet Explorerなどの一般的なWebブラウザ、
Outlookなどのメールクライアントの操作に関する
サポートやセットアップ支援など

MS Office操作 
サポート Word、Excel、PowerPointの操作に関するサポート

PCリモート操作 
サポート 上記各サポートをリモート操作でも実施

DNS 申請書に基づいたDNSレコードの登録、変更など

URL Filter・Firewall 申請書に基づいたフィルタ設定の登録、変更など

アンチウイルスソフト・ 
WSUS

お客様運用ポリシーに基づくパターンファイル・
アップデート配信状況の定期レポートなど

週次・日次チェック リモートからの定期的なシステム稼働状態のチェッ
ク（サーバーIPMIなど）

ヘルプデスク
開設

情報収集STEP 資料整備STEP プレ運用STEP 運用開始STEP

ヒアリング

2週間から3週間

3週間から1ヵ月
2週間から3週間

1ヵ月

整備状況
確認

運用資料
作成

運用資料
整備

ナレッジ
蓄積

ヘルプデスク
開設

ナレッジ
蓄積環境構築

再度
ヒアリング 運用改善

社員様対応
代行サービス クライアントデバイスキッティング 社員様対応

代行サービス 社員・使用者様向けITヘルプデスク

ITシステム運用
支援・代行サービス 申請書処理代行 ITシステム運用

支援・代行サービス 情報系システム運用支援

業
務
代
行

IT業務を代行、支援する4つのサービス

Net.Assist 提供STEP

業務
代行 ITインフラの管理者をアシストする業務代行 

ヘルプデスクや情報システム、コールセンター
業務といったIT業務の代行や支援を行い
ます。

サービス内容はお客様ごとにカスタマイズしてご提供し
ます。以下サービス以外にも、お客様のお悩み、ご要望
に沿ったサービスをご提供します。お気軽にご相談くだ
さい。
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製品保守サービス（Net.Cover）と無償製品保証の違い

購入後の機器に障害が発生した場合、代替機器を先行してお届けする 
サービスです。オンサイトサービスは、さらに現地へ技術員を派遣し機器
交換を行うサービスです。デリバリー /オンサイトサービスいずれも、

電話/E-mailによる技術サポート※1、最新ファームウェア※2のご提供が含
まれます。

代替機器配送サービス  デリバリーサービス
購入後の機器に障害が発生した場合、代替機器を先行してお届けする
サービスです。

機器交換サービス  オンサイトサービス
購入後の機器に障害が発生した場合、代替機器を先行してお届けすると
ともに現地へ技術員を派遣し機器交換を行うサービスです。

サービスメニュー 受付時間 代替機器発送/技術員
派遣時間の目安 技術員派遣有無 新規保守サービス提供形態

保守バンドル製品※5 サポートチケット※5 製品保守契約
デリバリー・スタンダード 平日 9:00 ～17:00※3 翌営業日以降 − ○ ○ ○
デリバリー 6 (9-17) 平日 9:00 ～17:00※3

6時間※4 − − − ○
デリバリー 6 (24h/365d) 24時間365日 − − ○
オンサイト・スタンダード 平日 9:00 ～17:00※3 翌営業日以降 ○ − − ○
オンサイト6 (9-17) 平日 9:00 ～17:00※3

6時間※4 ○ − − ○
オンサイト6 (24h/365d) 24時間365日 − − ○

※1 技術サポートは、マニュアル記載内容に関する問い合わせです（受付時間：平日 9:00
～17:00）。

※2 ファームウェアの提供は、保守対象となる機器のアップデートファームウェアの提供
です（24時間365日ダウンロード可能）。

※3 受付時間は祝日年末年始を除く月～金曜です。
※4 代替機器の配送および技術員の派遣時間は、あくまでも目安です。対応の時間をお

約束するものではありません。
※5 保守バンドル製品またはサポートチケットは、ご購入後に必ずWebよりシリアルNo

などのご登録をお願いします。Web登録がない場合、保守サポートを提供できません。

注） 製品保守契約では、単年および複数年一括に関わらず継続期間は原則最大5年間
で終了になります。5年満了後の契約延長はご相談ください。機器により保守料
金が改定になる場合がございます。

デリバリーサービス（有償） 代替機器発送

代替機器発送原因究明 故障機器
取り外し

故障機器と
代替機器入替え 故障機器送付

故障機器送付 故障機器
受領・確認 復 旧

復 旧障
害
発
生

連
絡

製品保証(無償)

技術員派遣 技術員派遣技術員

故障 故障

受付・故障確認

お客様 弊社 お客様 弊社

故障機器 送付 故障機器 受付

故障

故障機器 受付

代替機器 発送 代替機器 発送機器
交換

代替機器

故障機器 送付

故障

故障機器 送付 故障機器 送付

代替機器 発送機器
交換

代替機器

受付・故障確認

障害

お電話

代替機器 発送

一次切り分け・故障機器特定

障害

お電話
一次切り分け・故障機器特定

復旧復旧

ダウンタイム：短い　先出しセンドバック（6H・翌営業日）で代替機器発送

ダウンタイム：長い　故障機器の受領・確認後に代替機器を発送

製品保守  デリバリー /オンサイトサービス内容

製品
保守 ITインフラをリカバーする製品保守 

ハードウェア・ソフトウェア製品のトラブル
を迅速・確実に解決する製品保守サービス
です。
デリバリー、オンサイトのサービス受付時間と配送/駆け
つけ時間とを組み合わせて提供します。

Net.Coverは、機器故障が確認されましたらアライドテ
レシスより代替機を発送いたします。故障機器はアライ
ドテレシスへ送付ください（先出しセンドバック）。無償
製品保証は、故障機器を送付いただき修理して返送する
サービスです（後出しセンドバック）。
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お客様プロフィール
日興通信株式会社
本社所在地：東京都世田谷区桜丘1-2-22
事 業 内 容：情報システム導入時のコンサル

ティングから設計・構築、保
守運用サポートまでの一貫し
たサービス

https://www.nikkotelecom.co.jp/

お客様プロフィール
国家公務員共済組合連合会 立川病院
所 在 地： 東京都立川市錦町4-2-22
診療科目：33診療科
病 床 数： 450床
             （一般406床、精神38床、感染6床）
https://www.tachikawa-hosp.gr.jp/

開催概要
第40回全国選抜高校テニス大会
日程 ： 2018年3月20日～ 3月26日
会場 ： 博多の森テニス競技場
　　　 福岡県営春日公園テニスコート
http://senbatsutennis.com/
パートナー様プロフィール
株式会社TBSサービス
所在地 ： 東京都港区赤坂五丁目3番6号
　　　　 TBS放送センター18階
https://www.tbss.co.jp/

日興通信株式会社様
運用管理工数の削減、万一の際のダウンタイム最小化を実現した最先端の社内
ネットワークを構築

国家公務員共済組合連合会 立川病院様
病院内ネットワークインフラの保守・運用に運用支援サービスを導入

第40回全国選抜高校テニス大会様
多彩なネットワークソリューションにより大規模スポーツイベントに最適な無線LAN
環境を実現

基本サービス オプション等のサービス
リモート

機器故障切り分け 製品保守連携 リモート監視

基本サービス オプション等のサービス
リモート システム

障害切り分け 製品保守連携 リモート監視 定期ログ確認 アライド光

統合管理

監視

統合管理

監視

保守

監視

お客様のご要望に合わせてサービスをご提供
様々な業種で、様々な場面でNet.Serviceをご利用いただいています。

課 題 ネットワークの運用管理の工数を軽減し、最先端の社内ネットワークを構築したい。

課 題 運用管理の工数を軽減し、万一何か障害が起きた際にもすぐに検知でき、対応
できるネットワークを導入したい。

課 題 大会の進行管理のためのシステムにおける無線LAN環境の導入に伴い、複数会場
のネットワークの統合管理・運用体制が必要。

解 決 ネットワークの統合管理機能に加え、リモート監視などの運用支援サービスにより
ネットワークの見える化、運用管理工数の削減を実現。

解 決 障害発生時の切り分け支援を基本に、リモートでのシステム障害切り分け、製品保守連
携に加え、リモート監視と定期ログ確認といったサービスにより運用工数の軽減を実現。

解 決 インターネットを介してクラウドより複数拠点を統合管理・遠隔監視し、万一の際
に迅速な対応が可能な体制を構築。安定したネットワークの利用を実現。

運用
支援

ネットワークの監視、障害発生時の切り分けなどの
業務の運用支援します。

統合
管理

ネットワークの一元管理や自動復旧、自律型無線LANによる
ネットワーク制御が実現可能な管理機能を提供します。

統合
管理

ネットワークの一元管理や自動復旧、自律型無線LANによる
ネットワーク制御が実現可能な管理機能を提供します。

ITシステム運用支援サービス

ITシステム運用支援サービス

クラウドサービス基盤
ネットワーク統合管理サービス

Net.AMF用
AMF- Master Cloud提供

クラウドサービス基盤
ネットワーク統合管理サービス

Net.AMF用
AMF-Cloudサービス
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お客様プロフィール
キッコーマン総合病院   
所 在 地： 千葉県野田市宮崎100
診察科目：14診療科
病 床 数：  合計129床
              （急性期一般病棟83床、
               地域包括ケア病棟46床）
http://hospital.kikkoman.co.jp/ 

お客様プロフィール
岐阜県教育委員会
所在地：岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号
http://www.pref.gifu.lg.jp/

パートナー様プロフィール
株式会社大塚商会
本社 ： 東京都千代田区飯田橋2-18-4
https://www.otsuka-shokai.co.jp/ 

お客様プロフィール
石巻市立病院
所 在 地：宮城県石巻市穀町15番1号
診察科目：6診療科
病 床 数： 一般病棟140床
              （うち20床は緩和ケア病床）、
               療養病棟40床
http://ishinomaki-city-hospital.jp/

キッコーマン総合病院様
万一の障害時も素早く検知、復旧可能な病院ネットワークを構築

岐阜県教育委員会様
教育情報インフラを24時間365日監視・保守、万一のトラブルにも迅速に対応可能な
ネットワークを実現

石巻市立病院様
新病院ITネットワークシステムの効率的で安心な運用のため運用支援サービスを導入

基本サービス オプション等のサービス
オンサイト システム

障害切り分け
製品保守連携

（予備機交換） ネットワーク構成管理 NMSメール通知

基本サービス オプション等のサービス
リモート システム

障害切り分け 運用状況レポート 定期ログ確認 運用相談窓口 軽微な設定変更

オンサイト システム
障害切り分け ネットワーク構成管理 NMSメール通知 ファームウェア管理支援 定期点検

基本サービス オプション等のサービス
リモート システム

障害切り分け 製品保守連携 ネットワーク構成管理 NMSメール通知 アライド光

監視

監視

運用効率化

保守

保守

回線サービス

導入事例の背景や詳細、ソリューションのポイントなどは、こちらからご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/library/case/

課 題 電子カルテシステムの更新を控え、万一の障害発生時にも素早く復旧できるネット
ワークと、安心して運用できる体制を整えたい。

課 題 安心・安全で迅速な対応が可能なネットワークを実現可能な認証システムの導入や
監視・保守管理業務の委託をしたい。

課 題 ネットワークインフラ専任の部署が無く、複雑なネットワークの運用が大変。 
また、障害の際の復旧に時間が掛かるため、効率的な運用をしたい。

解 決 マルチベンダー対応でネットワーク全体の運用支援サービスを提供。ネットワーク
の監視、保守を支援することにより、安心して利用できるネットワーク運用を実現。

解 決 監視・保守業務委託により、トラブル時には監視センターから連絡が入り、問題を
迅速に解決。安定したインフラ運用を実現。

解 決 ITシステムの基盤一式の導入から保守サポート窓口までアライドテレシスに一元化
することでダウンタイムの短縮などを可能にし運用の効率化を実現。

運用
支援
運用
支援

ネットワークの監視、障害発生時の切り分けなどの
業務の運用支援します。

運用
支援

ネットワークの監視、障害発生時の切り分けなどの
業務の運用支援します。

運用
支援

ネットワークの監視、障害発生時の切り分けなどの
業務の運用支援します。

Case Study



（税別）

VPNプラン
インターネットプラン

本社/データセンター支社/オフィス VPN

インターネット

フレッツ光の転用なら「アライド光」へ

GW機器は設備として提供

全拠点に予備機付で配備

サービス開始までのながれ

GW機器は弊社の設備として配備しますので、機器の購入や保守の加入費用が不要です。
また、全拠点にコールドスタンバイ機を配備していますので、いざという時でもすぐに交換
でき、安心してインターネットをご利用いただけます。

お問い合せ お見積もり
ご注文

ヒアリング
シートご提出 設定・回線手配 疎通確認 サービス開始

2週間 ～ 4週間
参考価格

https://www.allied-telesis.co.jp/support/athikari/弊社ホームページも併せてご覧ください。➡

特長
コールドスタンバイ機付きで、いざという時でもルーターを交換するだけで、インターネットを利用することができるようになります。
（既に設定済みですので、お客様ご自身で簡単に交換することが可能です。）
インターネットを利用したい、複数拠点をインターネットVPNで接続したいといったお客様にお勧めのサービスです。

 固定 1 13,750 円 102,800 円～ 127,300 円～
 非固定 12,000 円 98,800 円～ 123,300 円～
   固定 1 9,050 円 56,800 円～ 81,300 円～
 非固定 7,950 円 52,800 円～ 77,300 円～
   固定 1 12,500 円 71,800 円～ 89,300 円～
 非固定 10,750 円 67,800 円～ 85,300 円～
   固定 1 7,850 円 51,800 円～ 69,300 円～
 非固定 6,750 円 47,800 円～  65,300 円～

※1 DIY 初期工事費（転用）は、既にフレッツ光ネクストをご利用いただいているお客様が、アライド光にお申し込みいただき、弊社が設定した GW機器をお客様ご自身で
設置いただける場合の料金となっています。

※2 DIY 初期費用工事（新規回線）は、新規に光回線を敷設し、 弊社が設定したGW機器をお客様ご自身で設置いただける場合の料金となっています。
注）現地調査 / 回線工事で時刻指定がある場合や、入居施設に光ケーブルを配線するルートが無い場合など、追加要件や追加工事の料金は含まれておりません。また、機器
の設置を弊社にご依頼いただく場合は、別途費用が発生します。（記載金額は税別表示です。）

注）本サービスはベストエフォートとなります。

光アクセス回線 ISP GW機器＋ ＋

アライド光サービス
アライド光は、NTT東日本 /NTT西日本の提供する「光コラボレーションモデル」を利用したサービスです。
光回線（フレッツ光ネクスト相当※）、VNE（ISP）、設定済みルーター（コールドスタンバイ機付き）をセットにしてご提供します。
また、IPv4 over IPv6 の一つで高速通信が期待できる IPoE/DS-Lite を法人向けに最大 64,000 ポートに拡張しご提供します。

※ファミリータイプもしくはマンションタイプ

    IP種別 月額サービス費用 DIY初期工事費用（転用）※1 DIY初期工事費用（新規回線）※2

Advanced

Standard

1G

100M

GWタイプ

検索「アライド光」で検索！ アライド光

法人向け64000ポートの快適インターネットサービスです
高速インターネットIPoE/DS-Lite

新サービス開始

先着100回線までGW付きに限り初期費用を最大30%割引※
DS-Liteサービス開始キャンペーン

※Advanced タイプ、新規回線申込みの場合となります。

CO031-LO2.1/1906-00AI-AJ

〒141-0031  東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル　　https://www.allied-telesis.co.jp/

● CentreCOM、SwitchBlade、Secure EnterpriseSDN、AMFramework、 AMFPlus、 VCStack、EPSRing、LoopGuard、AlliedView、AT-Vista Manager、AT-VA、AT-AWC、Allied Telesis Unified Wireless Controller、EtherGRID、
Envigilant、Net.Service/ネット・ドット・サービス、Net.Cover、Net.Monitor、 Net.Assist、アライド光は、アライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。●その他記載の会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
●記載されている内容の無断転用を禁じます。

https://www.allied-telesis.co.jp/contact/
E-mail : info@allied-telesis.co.jp
TEL : 0120-860442（月〜金/9：00〜17：30）

ネットワーク構築などのご質問やご相談、その他のお問い合わせ


