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ディーラーに役立つ通信商材動向

～動向トップ10とディーラーへのお役立ち情報～

ＩＰＴＰＣセミナー



通信ディーラビジネス拡大のチャンス沢山到来。

オフィス内の提案から屋外含めたワークスタイルの提案が
可能になり、Windows10やスマートデバイス用のOSが自然

と、屋外と屋内を結ぶ提案を支援してくれるようになり、難

しいサーバ設定を割愛してクラウドからのサービスでオフィ
スやビル全体のサービスの提案を可能にします。

実際、“電力・エコ・セキュリテイ・新無線LAN規格・BYOD・

BCP”等が、通信ディーラのチャンスをもたらします。役立ち

の動向トップ１０と、それを通信ディーラのビジネスにする
ためのお役立ち情報をお届けします。

ディーラーに役立つ通信商材動向

～動向トップ10とディーラーへのお役立ち情報～



•動向 Tｏｐ１０



・セキュリテイ
・Ｗｉ－Ｆｉ
・スマートデバイス
・クラウド
・オフィス丸ごと
・電力
・ＢＹＯＤ/ＢＣＰ
・何処でもオフィス
・ＩｏＴ
・観光、地域振興

お客様のお話しに出てくるキーワード

・セキュリテイ （標的型攻撃、ＶｏＩＰセキュリテイ・・）
・Ｗｉ－Ｆｉ （ギガビットWi-Fi IoT_Wi-Fi・・）
・スマートデバイス（業務導入・革新 Windows10、 iOS9.1・・）
・クラウド （Office365、Skype for Business …）
・オフィス丸ごと （机、電源、ＮＷ、情報コンセント、照明・・）
・電力 （使うから、作る＋蓄積＋使う＝融通する・・）
・ＢＹＯＤ/ＢＣＰ （異常気象、交通マヒ、天災、・・・ ）
・何処でもオフィス （いろいろな人の社会参加 ・・・ ）
・ＩｏＴ （人と人＋ものでの“ライフスタイル”革新・・）
・観光、地域振興 （高齢化、見守り、地方活性化・・・ ）



まい

１ 建物や、トンネル、鉄道など構造物を作る（部家、インフラ構築）１ 建物や、トンネル、鉄道など構造物を作る（部家、インフラ構築）

２ ワーク空間を作る（インテリジェントビル、フロアー）２ ワーク空間を作る（インテリジェントビル、フロアー）

コミュニケーションプロセス革新、 オフィスオートメージョン、 ビルオートメージョン

構造物としての社会基盤

地域との共生
地域環境との共生
避難場所、帰宅難民

エネルギーを使うから
作る、蓄える、管理する
使うへ

クラウド
ビルを超えた、
ワークスペース。
ＢＹＯＤ，ＢＣＰ

近接地域との共生系（ｸﾞﾘｯﾄﾞ：商店街、工業団地を超えた共生）

ｿﾞｰﾝの提供

お客様のお話し

３ 生活空間を作る（地域との繋がり、ワークスペース）３ 生活空間を作る（地域との繋がり、ワークスペース）



セキュリテイ （標的型攻撃、ＶｏＩＰセキュリテイ・・）

セキュリテイ対策の基本は、城の守り

・エリア分け

・門の整備

・各位の装備

・金庫

３の丸 ２の丸・・

構内警備員、
個人の武装化、・・

出入り管理、・・

施錠、利用管理、
在庫管理、・・

フロアー、サーバルーム、来客ゾーン
DMZ（緩衝地帯）、サンドBOX、・・

ファイヤウオール、アクセス監視、
行動監視、・・

城 LAN

セキュリテイソフト、自動検閲ソフト
利用者心得、・・

暗号化、多段アクセス制限、
履歴管理・検閲ソフト、・・



まい

Ｗｉ－Ｆｉ （ギガビットＷｉ－Ｆｉ ＩｏＴ_Ｗｉ－Ｆｉ・・）

ギガビット時代へ突入

１００G

１G

１０G

１００M

１M

１０M

１００K

■PDC/GSM
１９９５ ２００５ ２０１０ ２０１５

■３G

■３．５G(3.6M/7.5Ｍ/14M・・）

■３．９G/LTE（37.5M/75M・・

■４G/LTE＿A

■８０２．１１

■１１B

■１１ａ/ｇ

■１１ｎ

■１１ac/ad

■１００ＢＡＳＥ－Ｔ

■１０００ＢＡＳＥ－Ｔ

１０K

■１０Ｇｂｉｔイーサ

■１００Ｇｂｉｔイーサ

２０００



スマートデバイス（業務導入・革新 Windows10,ｉＯＳ9.1・・）

PCでwindowsロゴボタンを押して
出てくる画面

通信を前提としたアプリが、沢山

Windows10 (スマートデバイス)Windows10 (PC)

iOS 9.1（iPad,iPhone)



クラウド （Office365, Skype for Business・・）

ｻｰﾊﾞ設定から解放された、多様なﾜｰｸｽﾀｲﾙ提案

使うのは、簡単 －＞ Skype for Business（iOS、Tab,PCの連携デモ）

Skype 

無料の音声/ビデオで
の通話や会議

•ダウンロードするだけ
で、すぐに使い始めら
れます。

•グループ音声通話で
は、最大で 25 人

•格安料金で携帯電話
や固定電話に発信で
きます。

Skype for Business 

Office アプリとの統合。

洗練された共同作業と会
議運営を実現

1 ユーザーあたり月額
¥220から

最大 250 人までとオンラ

イン会議、メッセージング、
通話、ビデオ
•社内の誰とでも Outlook 

で会議をスケジュール可
能

•企業レベルのセキュリ
ティと管理



まい

通信ダクト
（配管スペース）

・統合先行配線
・情報コンセント

階をまたがる
通信の敷設
能力を提供

ＬＡＮも、
電話も、
電源も
ここ１つ
ですぐ
接続で
きる

オフィス丸ごと （机、電源、ＮＷ、情報コンセント、照明・・） 1/2

次ページへ発展

屋外含むﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ丸ごと発展,さらにｸｰﾎﾟﾝ他ﾅﾚｯｼﾞ提案へ（ｸﾗｳﾄﾞで提案の敷居が下がった:SkypeforBusiness,O365のデモを思い出して下さい )



通話収益の為の工事 付加価値サービスの為の工事

会議（スケジュール・業務打ち合わせ）

コールセンター
（チケット/クーポン）

留守電 掲示板 （ＵＲＬ，場所）

スケジューラ/カレンダーサービス

電子クーポン、おもてなしサービス

オフィス丸ごと （机、電源、ＮＷ、情報コンセント、照明・・） 2/2

提案は簡単：メーカのPKG活用 －＞Windows10 エッジや Win10Phoneを使ったクーポンデモ



電力 （使うから、作る＋蓄積＋使う＝融通する・・）

全体バランス/最適

使使使使うううう

ｿｰｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ

SaaSサービス

発電発電発電発電

蓄積蓄積蓄積蓄積

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ分散

ナレッジ

購入の自由化

機器も擬人化 ： AD,Lync、SkypeforBusiness、O365・・・・ でも擬人化は使える（工事＋ﾅﾚｯｼﾞ）



ＢＹＯＤ/ＢＣＰ （異常気象、交通マヒ、天災、・・・ ）

SNS

従来の
提案

業務ＰＣが、別の事業所でも
同じ無線ＬＡＮ設定で使える

現在の
提案 ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｽﾄﾚｰｼﾞ

WEBﾎﾟｰﾀﾙ

WEBコラボ

・
・
・

マルチロケーション

マルチデバイス

マルチユーザ

・・・

・・・

・・・

同時や時系列での組み合わせ利用

オフィスAの無線LAN オフィスBの無線LAN

SNS 活用も、簡単： Skype for Business Web Scheduler を使うだけ －＞デモ



何処でもオフィス （いろいろな人の社会参加 ・・・ ）

まい

スマートデバイスで何処でもオフィス
（天災時などでも、継続したサービス提供力）

会社 屋外
ホテル、客先、 自宅

端末の画面を利用しつつ移動

オフィス



ＩｏＴ （人と人＋ものでの“ライフスタイル”革新・・）

まい

スマートデバイスで何処でもオフィス
（天災時などでも、継続したサービス提供力）

会社 屋外
ホテル、客先、 自宅

端末の画面を利用しつつ移動

オフィス

もの（ Ｉ／Ｏ、自動化機器 ・・・）

機器共有、操作共有、遠隔の無人化 －＞ 簡単に提案できます。



観光、地域振興 （高齢化、見守り、地方活性化・・・ ）

インターネットに対応して成長した２つのビジネスモデル

Online to Offline（略： Ｏ２Ｏ、Ｏｎ２Ｏｆｆ）

ネットで調べてから（Ｏｎｌｉｎｅ）、現実の施設や工事やサービス（Ｏｆｆｌｉｎｅ）を利用。

ネットでネットでネットでネットで調調調調べるべるべるべる 現実現実現実現実のののの場所場所場所場所でのサービスでのサービスでのサービスでのサービス活用活用活用活用

オムニチャネル （omni channel）

ネットでネットでネットでネットで調調調調べるべるべるべる

＋＋＋＋ソーシャルメディソーシャルメディソーシャルメディソーシャルメディ

アアアア／／／／放送放送放送放送／／／／広告広告広告広告／／／／
カタログカタログカタログカタログ／／／／通販通販通販通販・・・・・・・・・・・・

現実現実現実現実のののの場所場所場所場所でのサービスでのサービスでのサービスでのサービス活用活用活用活用

＋＋＋＋ネットネットネットネット購入購入購入購入／／／／ソーシャルメディアソーシャルメディアソーシャルメディアソーシャルメディア

／／／／流通流通流通流通とととと店舗店舗店舗店舗のののの連携連携連携連携サービスサービスサービスサービス

・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｏ２Ｏを、さらに多様化

＋位置情報
お店のそばの街に移動郊外地に居る

クーポン

モールに
入った モール

情報

商品
情報

リアルとクラウドの同時利用（ｵﾑﾆﾁｬﾈﾙ）も簡単に、体感頂けます －＞ Windows10用コルタナを、デモします



ありがとうございました



小林 佳和

ありがとうございました

ＩＰＴＰＣセミナー



簡単に、Web会議の場所が設営され、Web会議のURLは、Android,iPadでも
みられる（FaceBookで配信）

https://meet.lync.com/demotes/y-k/2HM0OB94

FaceBookへ

コピペだけで
配信！！
（ものすごく簡単）

電設デーラでもできる（メール感覚の操作だけ）
高度なSIやシステム構築不要



パソコンで動くものｽﾏﾎなどに繋ぐだけ共同作業

クラウド



音声/人知を使う業務効率化

人工知能

ＩｏＴ

で、拡大

（コルタナ、シリー、・・・）


