SUNTEL CLOUD SERVICE SOLUTION

音声デバイス

クラウドサービスソリューションカタログ

Plantronics Manager Pro

現場に点在するヘッドセットを一元管理
概要

■コンピュータまたはモバイルデバイスに接続されているヘッドセットを管理
■ブラウザを使ってデバイスの変更をリモートで即座に管理
■ブラウザインターフェイスを使用するので、場所を選ばず管理が容易
■サポート対象Plantronics製ヘッドセットから収集した遠隔測定データを表
示し、詳細に分析
■コミュニケーションプラットフォームの監視と導入の推進
■データにアクセスし、既存のアプリケーションで活用

Plantronics Hub モバイル

導入メリット
❶ 大規模展開前のテスト段階で状況をモニターでき、
本番展開に備えられる
❷ ユーザ毎に適切なデバイスを配布することで、UCの利用を促進
❸ ヘルプデスクの業務負荷低減、
テクニカルな問題の低減
❹ 音声デバイスのライフサイクルマネジメントを容易に
＜費用項目＞

【イニシャル費用項目】なし
【ランニング費用項目】
①Asset Management and Adoption
デバイスの監視、管理、維持に必要な情報を提供
②Call Quality and Analytics
会話と接続に関する品質と分析情報を提供
③Health and Safety
音響に関するイベントならびにノイズの
発生状況を確認

＜ターゲットユーザ＞

①企業
UC利用時のエンドポイント管理
②コールセンター
スタッフの生産性向上
③ソリューションプロバイダ
分析サービスのソース情報提供

Plantronics Manager Pro

Plantronics Hub デスクトップ

サンテレホン株式会社 www.suntel.co.jp
販売店

＜事業所一覧＞
本社営業部
〒103-8515

東京都中央区日本橋箱崎町36-2 17階

03-5651-3201

関西営業部
〒541-0041

大阪市中央区北浜3-5-22 3階

06-6201-2277

札幌営業所
〒060-0007

北海道札幌市中央区北７条西16

011-611-1400

仙台営業所
〒984-0042

仙台市若林区大和町2-9-4

022-284-1001

名古屋営業所
〒460-0011

名古屋市中区大須4-5-21

052-251-8711

金沢営業所
〒920-0025

金沢市駅西本町1-12-30

076-232-2816

広島営業所
〒732-0828

広島県広島市南区京橋町1-23

082-568-9080

高松営業所
〒760-0064

高松市朝日新町29-16

087-822-8001

福岡営業所
〒812-0007

福岡市博多区東比恵2-9-33

092-411-1811

那覇営業所
〒900-0012

那覇市泊2-15-6

098-866-7011

＜海外子会社＞

SUNTEL(THAILAND) Co., Ltd.
246 Times Square Building, 15-03 Sukhumvit Road,Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand TEL：+66-(0)2-254-5142
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ネットワークカメラ

（監視・録画）

クラウドサービスソリューション

マルチベンダー対応のカメラ管理・録画サービス
概要

■ネットワークカメラ管理システムをお手軽にクラウドで実現
■カメラ映像が通る経路及び録画データを保存時に暗号化を行い、セキュリティ面を担保
■現地にはカメラやルータだけを設置する最小構成
■録画データ保存やユーザ管理はクラウド上で実行可能
■遠隔地からPCやスマホでの閲覧を可能に

導入メリット

サンテレホンでは商社として培ってきた情報力と技術力を集約し、

❶ 導入時のコストを大幅に削減
レコーダの購入不要によりイニシャル軽減
❷ メンテナンス不要
最新状態を保つことが可能
❸ トラブル対応の負荷軽減 置場不要
レコーダ設置による現地トラブルを回避

皆様のお役に立てる商品のご提案はもちろんのこと、

「クラウド」
を使用したサービスのご提案も行っております。

また、
「サンテレホン サポート&サービスソリューション」
を加えた

トータルソリューションの提供により、
お客様のビジネスが
さらに加速するお手伝いをさせていただきます。

＜費用項目＞

【イニシャル費用項目】なし

ロケーションフリーで各種サービスを利用することが可能となります。
最低限の初期コストでスタートさせることができ、段階導入が可能です。
ユーザ様との継続的なコネクションを確保し、
囲い込み・動向把握が容易となります。

【ランニング費用項目】
①128kbpsプラン／VGA、5fps 等
②256kbpsプラン／VGA、5fps
VGA、
10fps 等
③512kbpsプラン／720p、30fps 等
④1Mbpsプラン／1080p、5fps
720p、
30fps 等
⑤2Mbpsプラン／1080p、30fps 等

ネットワークカメラ

【イニシャル費用項目】
①基本設定費用
②カメラ購入費用
【ランニング費用項目】
①サービス基本料
（カメラ20台毎に発生）
②クラウドサービス利用料
（カメラ毎に発生）
マルチベンダー対応 ・MOBOTIX
・AXIS Communications
・Panasonic
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多拠点の遠隔監視が
必要なユーザー
①多店舗展開の
小売・サービス業
②オフィス・工場
③流通・倉庫
④屋外駐車場・資材置き場
⑤タウンセキュリティ−
⑥河川・用水路監視 等

ユーザー

映像クラウドサービス
「Nuvola」

概要

店舗内の監視

拠点カメラ

カメラ内 蔵 メモ
リーまたは 収 容
ボックス内の録画
装置には過去の
高画質（Full HD
以上）画像を録画

倉庫の監視

導入メリット

＜ターゲットユーザ＞

暗号化

PUSH方式を採用、簡単導入可能なカメラ管理サービス

概要

複数拠点に設置したネットワークカメラから送られてくる高精細な画像と音声
をローカルとクラウドに記録し、本社や本部で同時に確認、検索、閲覧できるクラ
ウド型ネットワークカメラサービスです。
店舗や工場、オフィスなどの防犯・セキュリティ監視としてだけでなく、店舗マーケ
ティングや現場育成を含めた店舗改善など様々な用途に活用できます。既存のイン
ターネット回線を利用してVPN接続することでセキュアな環境を実現、証跡として活
用できる高品質な画質と長期保存を両立できるようにサービス設計がされています。

＜費用項目＞

①店舗
接客動作確認、
万引きの防止など
②住宅
通路の監視や、
いたずら防止
③オフィス
社内の監視や周辺環境の確認
④工場
ライン監視や異物混入の防止

（監視・録画）

多拠点の録画・遠隔監視を安心・高画質で実現

経路暗号化によりVPN不要

＜ターゲットユーザ＞

ネットワークカメラ

（監視・録画）

❶ ローカルストレージ
インターネット接続が切れても録画は保持されます
❷ セキュアな接続
外部からの不正接続による映像の盗み見を防ぎます

撮影対象

SSL暗号化通信

駐車場監視

河川の監視

拠点A
拠点B
拠点C

フレッツ光＋ＩＳＰ

IPsec VPNによる
高い安全性
お客さま監視拠点

クラウドサーバー

■カメラ本体、
PoEスイッチ、
録画サービスをオールパナソニックで提供可能！
■既存のカメラを専用ユニット
「Nuvola BOX」
で簡単クラウド化！
■パナソニック以外の他社カメラにも接続可能！ ※対応機種については別途ご確認下さい。
■専用クラウドサーバのみとの通信で高セキュリティ！
■固定IP、
VPN、
DDNS、
ルータ設定変更すべて不要！

導入メリット
❶ 高コストのレコーダーが不要なため、
省スペース化とイニシャルを抑えた録画が可能！
❷ カメラを専用の製品（メーカ）、新規の製品に切り替えることなく
既存のカメラを流用し、低コストでクラウド化が可能！
❸ パナソニック品質のシステムと高セキュリティのクラウドで安心運用！

＜本部モニタリング/録画再生＞
スマートホン/PC

Nuvola BOX

PoE SW
ルータ

＜費用項目＞

【機器費用項目】
クラウドカメラ
（屋内／屋外）
、
クラウド化ユニット
（LTE非対応モデル、
LTE対応モデル）
Nuvola対応ハイブリッド録画アプライアンスサーバ（カメラ8台用4TB、
カメラ16台用8TB）
【クラウドサービス利用費用項目】
7日間保存プラン、14日間保存プラン、
30日間保存プラン、
60日間保存プラン

パナソニックカメラ
他社カメラ

PoE SW

【条件】 ①最低契約期間：1年間 ②お支払い：1年間一括前払い ③ビットレート：512kbps以下
※512kbpsを超える高レートでの録画をご希望の場合は別途ご相談下さい。

お客さま監視拠点のPCから各拠
点のリアルタイム画像+音声を確認
もちろん過去の画像も確認可能

クラウドサーバーには過去の画像
を録画管理

＜ターゲットユーザ＞

①一般／カメラが10台未満のオフィスや店舗、
マンション等
②屋外／工事現場、
駐車場、河川やダム等の屋外
③既存／既存設置のカメラのクラウド化を検討されているユーザ

クラウドカメラ
（屋内）

クラウドカメラ
（屋外）
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ネットワークカメラ

ビデオ会議

（属性識別）

（専用機ベース）

感情まで分析するマーケティングツール

専用機の映像クオリティをクラウドで実現

カメラ画像解析による属性判定

概要

■来店客数・客層の把握／客数増減の傾向から購入者を増やすための方向性を検討
■接客態度の数値化／スタッフと顧客の表情から生まれる店舗の雰囲気の可視化
■新商品の購入者層把握／キャンペーンと連携した際の効果測定
■リアルタイムで結果集計／リアルタイムでの解析結果をグラフ化
■解析の正確さ＆スピード／Microsoft社のCognitive Serviceを採用

概要

店内顧客の様子を数値化／解析

昨日

本日

入店数

201

328

導入メリット
困っているお客さま発見

❶ 属性情報取得によるサービス向上
来店者の人数・年齢層の把握・分析
❷ 感情数値化による状態に応じた接客対応
環境と売上の相関分析の実施
❸ リピータ顧客層の把握による販売分析
顔認証情報からの来店回数把握
＜費用項目＞

【イニシャル費用項目】
コーロ初期設定費用、解析用PC費用
【ランニング費用項目】
①ベーシックプラン
人数カウント、
属性・感情取得
②スタンダードプラン
ベーシック＋新規・リピータ判定
③「Power BI：使用料

男性／61歳

困惑した様子。
要サポート？
もしくは展示方法に問題あり？

■ハイビジョン画質、
クリアな音声
専用機ならではのリアルな画質と、
マイクからの距離を感じさせないクリアな音
質を実現いたします。
■インターネット接続があればすぐに接続可能
これまでのインターネット越しの拠点間通話で必要だった、Firewallなどの特別
な設定変更が不要です。通話データも暗号化されセキュアな会議が行えます。
■多彩なデバイスに対応
テレビ会議システム、
スマートフォン、
タブレット、PCのOS問わず、
どこからでも会
議に参加可能です。

女性／23歳

先週も来店した
お客さまが来店！

笑顔のお客さま
発見

笑顔が多いエリア。
商品の売上との
男性／28歳 相関は？

※ネットワークカメラは別途準備

【イニシャル費用項目】
①基本／クラウドサービス費用（※）
テレビ会議システム費用
②オプション／録画、
ストリーミングサービス費用（※）
【ランニング費用項目】
①クラウドサービス費用（※）／
テレビ会議システム製品保証費用（※）
②オプション／録画、
ストリーミングサービス費用（※）
※年払いに対応

ネットワークカメラ

BLEとカメラで現場を見える化

現場におけるサービスイメージ
作業員

BLEカード

監視カメラ

屋外設置型

BLEセンサー

監視カメラに
組込み

導入メリット
❶ 動画による現場進捗管理
進捗工程の証明を動画で管理可能
❷ 場所を選ばない現場監視
Webブラウザーでリアルタイムに記録閲覧
❸ 必要機器検索
紛失物のリアルタイム検索と、画像確認
❹ 不正侵入者管理
作業員をＩＤ表示と画像で管理可能
＜費用項目＞

【イニシャル費用項目】
カメラ購入費、
BLEセンサー購入費
ルーター購入費、
BLEカード購入費
ID-Watchy初期費用
【ランニング費用項目】
ID-Watchy月額利用料
（※1）
通信回線費用
（※1）BLEカード、
カメラ、
BLEセンサー、
ルーター設置数で利用料が変動します
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＜ターゲットユーザ＞

①建設現場
現場監督が常駐しない
建設現場での、
作業員の入場・作業状況の把握が、
負担なく確実に実現可能
②食品工場
作業員、
資材等の監視映像と
連動した動態
（位置）
把握が可能

＜ターゲットユーザ＞

①製造業
コミュニケーション活性化
②オフィス(多拠点)
経費、
時間の削減
商談の効率化
顧客の信頼獲得
③金融、
保険
新商品の効率的な研修

どんな
デバイス
からでも

タブレットデバイス、
スマートデバイス

（Webベース）

BLE位置情報とカメラ映像を連動させた可視化サービス
概要

PC（Win/Mac）

ビデオ会議

（位置情報管理）

■監視対象（人/物）
にBLE（Bluetooth Low Energy）
カードを携帯させてBLE
センサーで検知された対象者の位置情報を取得
■ネットワークカメラの映像記録と組み合わせによる状態確認の実施
■クラウドで一元管理し、PC・タブレット等でどこからでも位置情報や映像を確認可能
■画期的な画像圧縮技術にて、
ネットワーク負荷を大幅軽減

テレビ会議システム

❺ 緊急時の事業継続
❻ 将来の利用形態変化への
柔軟な対応

＜費用項目＞

リピーター
来店

いつでも
どこでも

導入メリット
❶ 経費、時間の削減
❷ コミュニケーションの活性化
❸ 迅速な意思決定
❹ 映像を交えた的確な指示の伝達

＜ターゲットユーザ＞

①店舗
顧客動向の把握
②コールセンター
感情指標化によるサービス向上
③サイネージ事業者
閲覧者の年齢・滞留時間測定
④オフィス
（社内研修）
研修受講者の状態確認

Lifesize Cloud

ロケーションフリーで活用可能なWeb会議システム
概要

■直観的な操作で簡単／ログイン後、2クリックで会議スタート・直感的なユー
ザーインターフェースで、各種機能が簡単に利用可能
■高画質・高音質／Web会議で一般的なVGA（640x480）から、HD画質
（1280x720）
にも対応。音声は独自の自動帯域制御機能と遅延補完制御機能に
より、専用機と変わらない品質を実現。
テキストの共有や動画の配信機能も搭載
■完全自社開発で豊富な導入実績／「LiveOn」
は国内メーカー完全自社開発。
現在導入実績5,200社以上。
自社開発の強みから、
サポートも迅速に対応可能。
お客様からの要望の高い順に、毎年バージョンアップを実施中

クラウドサービス

インターネット

導入メリット
❶ 経費、時間の削減
❺ 迅速な意思決定
❷ コミュニケーションの活性化
❻ 映像を交えた
❸ 専門スタッフによる遠隔対応
的確な指示の伝達
❹ 商談のスピードアップによる成約率アップ ❼ 緊急時の事業継続
現場監督

事務所

スマホ、
タブレット
から確認

PCから確認

画像イメージ

＜費用項目＞

【イニシャル費用項目】
①基本／クライアントライセンス費用
②オプション／プレゼンス、多人数モード
スケジュール、
コール、
管理者
アプリ共有、HD画質
【ランニング費用項目】
①基本／ライセンス利用料
②オプション／アプリ共有、HD画質
※月払い、
年払い両方に対応

ホワイト
ボード

＜ターゲットユーザ＞

①製造業
コミュニケーション活性化
②建設業
遠隔施工管理
③オフィス(多拠点)
経費、
時間の削減
④多店舗飲食店
限られた設置場所でのタブレット利用
⑤金融、
保険
新商品の効率的な研修

各種環境設定

資料共有
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ネットワークインフラ

ネットワークインフラ

Iamネット クラウドWiFiサービス

（無線AP管理）

（ネットワーク監視）

ワンストップで無線LANサービスを提供
無線LANサービスをクラウドで提供

概要

■初期設定／設定変更を含めたワンストップ提供
■最新ファーム適用、
障害監視、
ログ取得を提供
ユーザ管理コストを低減
■小規模から大規模まで、
無線LANコントローラーを現地に設置することなく
Cloudで一元管理
■1アクセスポイントから導入可能、
柔軟性の高い導入展開が可能

手軽に始められる、ITシステム運用監視
概要

サービスイメージ

■システム運用監視の実践的機能を、
オールインワンで直ぐにご利用可能
■インターネット上のWebコンソールで、
システムの状態を簡単に分析
■障害発生／予兆を検知し、
アラートメールを担当者へ即時通知
■保守契約や連絡先等煩雑な運用情報を監視対象と紐付けし、
必要情報を直ぐ
に参照
■稼働状況の月次報告書を自動生成。
Webからいつでもダウンロード可能

本部

導入メリット

❶ 簡単導入・低コストでの導入が可能

❶ システム運用の現場で必要な機能が、
すぐに利用できます
❷ システム監視の専門知識は不要です
❸ インターネットにつながれば、
どこからでも利用できます

【イニシャル費用項目】
アクセスポイント購入費 ※レンタルも可能
＜オプション＞
・サイトサーベイ
・配線工事
・アクセスポイント設置
※工事関連は業者紹介となる場合あり
【ランニング費用項目】
サービス利用費用
※アクセスポイント台数に依存

＜ターゲットユーザ＞

①病院
途切れないインフラ構築
電子カルテの移動利用等に最適
②オフィス
コントローラによる通信時間の
割当により、
安定した通信を提供
③建設現場
利用タブレットの通信コスト削減

ネットワークインフラ

（ネットワーク管理）

店舗

倉庫

＜費用項目＞

【ランニング費用項目】
①基本料金
Webコンソール、
レポート、
情報管理機能
使用権
②監視費用
（ノード単位）
監視タイプ別に下記メニュー選択
・ Ping監視
・ ネットワーク機器監視
・ サーバ監視

RPA

アライドテレシス製品のネットワーク管理をアウトソーシング
概要

導入メリット
❶ 運用・管理コストの削減
❷ IT管理スタッフコストの削減
❸ 障害発生時の早期復旧
＜費用項目＞

❹ 専門スタッフによる遠隔対応
❺ 移設・増設にも柔軟に対応

＜ターゲットユーザ＞

【ランニング費用項目】
①基本
AMFマスターライセンス
運用管理サービス
②オプション
オンサイト保守サービス
ポータル画面のご提供
運用相談窓口のご提供
※月払い、年払い両方に対応

①全業種／IT管理者不在でのNW管理
②多店舗小売、
飲食店／新店展開時のスピードアップ
③金融、
保険／障害時の迅速な復旧

OKIクロステック(OXT)
OXT

Windows監視

アラート
メール
Webコンソール

情報管理
スムーズに
エスカレーション！

素早く発見！
構成

契約

設置先

連絡先

①ユーザ企業
・社内システムの監視
・資産/契約情報管理
②システム提供会社
・顧客システムへの監視サービス、
自社付加価値サービスの追加提供

運用担当者

サービス事業者

分析／レポート
統計情報

レポート自動生成

Web
閲覧

ダウンロード

月次
報告書

WinActor® Manager on Cloud

複数のRPA端末をクラウドで集中管理
■各RPA（WinActor）端末の稼働状況をクラウド上で集中管理
■クラウド上のマネージャサーバに指示することにより各RPA(WinActor)端末
の操作が可能
■管理者には監視画面や管理画面を提供

導入メリット

＜費用＞

【ランニング 費用】
・クラウドサービス年間使用料
・RPAライセンス年間使用料

WinActor®

WinActor®

タスク管理用PC

❶ ファイル管理機能
シナリオや入力データ、
タスク実行結果をマネージャ内に保管可能
❷ シナリオ管理機能
RPAの実行シナリオを予め、
マネージャに登録することが可能
❸ スケジュール管理機能
マネージャに登録されたシナリオを任意のタイミングで実行可能

【イニシャル費用】
・RPA実行PC購入費用
・クラウドサービス初期費用

WinActor® Manager on Cloud

＜ターゲットユーザ＞

①製造業 管理業務部門
②建設工事業 工事管理部門
③IT業 データ投入部門

WinActor®

タスク
割り当て
稼働状況
管理
スケジュール
管理

WinActor®

進行状況の確認
WinActor®

障害発生を通知
ZZ

Z

稼働状況の通知

【イニシャル費用項目】
①基本
AMFマスターライセンス
運用管理サービス
・24時間365日NW監視
（SNMP)
・ネットワーク構成管理、設定管理
・ファームウェアバージョンアップ
・軽微な設定変更
・障害通知
②オプション オンサイト保守サービス
ポータル画面のご提供
運用相談窓口のご提供

＜ターゲットユーザ＞

概要

サービスイメージ図

ping監視

グループ制御機能

■アライドテレシス社のAMF Cloud マルチテナントソリューションをクラウドにて
展開。
マルチベンダー対応で、
アライドテレシス製品以外も管理可能。
■ネットワークデバイスの一元管理・運用を実現し、
ネットワークインフラに関す
るお客様の運用負荷を大幅に軽減します。

確認

イベント
発生通知

監視メニュー

ﾈｯﾄﾜｰｸ機監視

【イニシャル費用項目】
初期登録費

ネットワークトータルマネジメントサービス（NWTMS)

視

連絡

＜費用項目＞

監

確認

Iamネット
Cloud

❸ コントローラを設置しないので、迅速な導入が可能

① 契約
② 現地確認
③ AP設置
④ Cloud認証
⑤ サービスイン
⑥ サポート

サービスイメージ

Linux監視

導入メリット

❷ 無線LANシステムの運用管理費用の削減
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システム運用監視クラウドサービス
「NOCaaS」

WinActor®

空いたPCを検索
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