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プロバイダ事業・フレッツ光接続（IPｖ６プラス対応）・ダイヤルアップ接続  
レンタルサーバー 事業 ・ドメイン取得 事業  

インターネットサービスプロバイダーとしての抱負なサービス品目  

●フレッツ光接続  

・ NTTフレッツ回線を使用したサービスです。IPｖ６・IPｖ６ 
 プラスにも対応しています。 
・ 固定IPサービス（１～64個） 
・ フレッツVPNサービス 
・ ひかり電話サービス 
・ フレッツテレビ 
  複数台接続しても月額基本料726円(税込) 
  スカパーで約270ch楽しめます。 

●メール、ホームページサービス  

・ 「まほろば会員」　になれば独自のメールアドレスとホー 
 ムページエリアが割り当てられます。 
・ メールサーバはウィルス対策・スパム対策済み 
・ 追加メールサービス 
・ 「まほろば どこでもウェブメールサービス」 で、 インター 
 ネットさえ繋がる環境であれば  
 ウェブにてメールを送受信する 
 ことができます。 
・ ホームページのディスク増量も 
 可能です。 

●レンタルサーバー  

・ 独自ドメインによるレンタルサーバーを提供しています。 
・ サーバー１台を占有する「hosting-1」もあります。 
・ メールはウィルス対策・スパム対策済 
・ データベース（Mysql、PostgreSQL） 
  EC-CUBE、WordPress、ネットショップオーナー  
  CMS を導入すれば更新がらくらく！ 
・ MovableType、 SSL対応 

●DHISサービス  

・  固定 IPには費用的に手が 
 届かない!  という方でも独 
 自ドメインでサーバーを構 
 築することが可能です。 

●各種サービス  

・ 「インターネットまほろば」 
 のホームページから各種  
 サービスのご案内、 お手
  続き、 設定方法などを見  
 ることができます。 

スカパーで約2700ch楽しめます。70

ISP事業

 
様々なアプリケーションソフトが流通している中でもお客様の業務にフィットしてい
るものが見つからないことがよくあります。ネットワークで利用するソフトの場合で
もWebベースであれば安価に個別開発を行うことが可能となります。 

●データベースを活用したシステム 

●Web ベースだから仕様変更、カスタマイズも容易に！ 
・ PostgreSQL、 MySQLなどを使うことによってランニングコストも安価にできます。 

・ 一般的なシステム開発と比べ、開発工数が圧倒的に少なく、変更も容易です。 

・ サーバーを当社に設置してクラウド活用することをお勧めしています。 

システム開発 システム開発事業・サーバ構築・データベース構築 
グループウェア開発 

 

 

・ パソコン、プリンターはご要望のスペックに合わせ、メーカーを問わずご用
 

 意可能です。 

・ 各種流通ソフトの導入、インストール作業を請け負います。 

・ 大規模導入の場合は事前にキッティングを行って導入します。 

・ パソコンに接続される NAS、周辺機器、、消耗品も扱っています。 

・ ネットワークプリンタ、USB、プリンタによる共有、NAS、ファイル共有などの 

 設定についてもご要望に応じて設定します。 

システム販売 ハードウェア販売･ソフトウェア販売・ホテルフロントシステム

パソコン・プリンター、周辺機器販売

お客様のご要望に応じたWebベースの開発

・ 予約・フロント業務に特化した宿泊施設管理システム【ホテルフロントシステム】



●フレッツ光、電話回線の手配  

●電話番号はそのまま、音声品質も加入電話と同等 

● 電話の月額基本料金と通話料を安価に！ 

● 古い電話交換機の入替 

・ 面倒なNTTの手続きを代理店として一括で行います。 

・ NTTの加入電話で使用している電話番号はそのまま移行できます。 

・ フレッツひかり回線利用で１回線あたり月額 550 円(税込)～ 
・ 通話料金も固定電話回線と比べて大幅に安価に！ 
・ オフィスタイプなら同一契約者グループ内ひかり電話通話が無料！ 

・ 電話が不通となると取引先様にもご迷惑がかかります。古い交換 
 機を「まだ使えるから」と使用していて故障が発生しても、部品が 
 無いなどといったケースにも遭遇します。 
・ ISDN 回線をターミナルアダプタにてアナログ化して交換機に入線 
 している場合、基本料が高く故障の危険性も高くなります。光回線 
 を直接交換機に入線してシステム化することをお勧めしています。 

 

本部サーバー 

営業部 

総務部 

経理部 

管理部 

VPNトンネリング 
セキュア・ネットワーク 

 

L3スイッチ 

スマートスイッチ 

●配線工事 

●VPNによるセキュアなネットワークの構築  

● ファイアーウォール、ルーティング 

● セグメント分割  

・ LANケーブル、光ファイバケーブル、電源工事、電話線工事 

・ 出先機関とのネットワークをインターネットを活用したVPNで結びます。 

・ 事業者様ごとに適切なルーティングを提案します。 

・ 長年の端末増加によりIPアドレスの枯渇するケースやネットワークト 
  ラブル時における迅速な原因特定のためにセグメントを分割します。 

 出先の施設が多く分散している事業者様や、多くの部署がある 
企業様のネットワーク構築を承っています。 

●データ流量測定 ●機器状態チェック 

ボトルネックの特定、必要な回線  
速度がわかります 

各ネットワーク機器の状態を確認 
障害時にはアラートメールを送信 

https://flets-w.com/hikaridenwa/

電話回線を『ひかり電話』に切り替えることにより、大幅な経費 
削減効果が期待されます。 

 

ルーター

ネットワーク構築
ネットワーク構築事業・グループ企業内VPN

ネットワーク監視・イントラネット構築・LANケーブル配線

通信回線・ひかり電話 ひかり電話・交換機・固定IP・DHIS接続・専用線

電話通信料金削減の決定版！

インターネット系

電話網 

●電話交換機の入替も！ 
電話配線、交換機撤去・設置、設定、各
電話機設置まで一貫してサービスして
います。 



ホテルWi-Fi設置・Wi-Fiマンション  

福祉施設Wi-Fi設置 

●無線LANで顧客サービスアップ 
宿泊事業者様にとっては今や無線
LANサービスは予約選択時の大きな
ポイントです。 

アクセスポイント     
メインスイッチ 
POEスイッチ 
導通・無線機等設定 
ネットワーク構築費用 
配線工事費用 
標準値引き 

¥21,780 × 7台 
¥39,600 × 1台 
¥41,800 × 2台 
¥16,500 × 7式 
¥55,000 × 1台 
¥99,000 × 1式 

▲¥61,160  × 1式  

導入費用（税込）  ¥484,000~ 

ＮＴＴ  
フレッツ網  

 

※※ネネットワーク事業者だからバックボーンからお客様の端末までしっかりとサポートしています！ 

ば
ろ
ほ
ま

  

ONU 
ルルーター 
（NTT） 

ススマートスイッチ 
館内へ分配 

POE給給電スイッチ 
アクセスポイントへ
給電しながら接続 
VLAN機能でセキュ
アな環境を提供！ 

アアクセスポイント 
LANケーブルにて

受電接続。ポート
セパレータにてセ
キュア環境を提供！ 

管管理ササーバー 

 
ホテル、大学、学校には今やWi-Fiは必須の環境です。

福祉施設などでも通信料金の節約につながるWi-Fi接続

が求められています。  
導入プロセスは下記の通りです。 

①  現在のネットワーク環境の確認 

② 配線ルートの確認 

・ 引き込んでいるインターネット回線の確認、ホテルの場合 
 は客室系とのセキュアな分離を検討します。 

・ ルーターからパイプスペース、各建屋・各階への取り回 
 しルートを確認します。 

③ 設置工事、電波状況確認 
・ 電波到達が必要なポイントをくまなく調査しながらアク 
 セスポイントを設置し、最終構成報告書を作成します。 

・ 建築物図面から全体ネット 
 ワーク図を作成します。 
・ 必要となる機器、予想され 
 る接続端末数やセッション 
 数、帯域を考慮してバック 
 ボーンの種類や数を決定し 
 お見積を作成します。

●管理サーバで常に管理チェック 
無線アクセスポイントのトラブルはわ
かりにくいもの。管理サーバー設置に
より常に帯域と状態をチェックします。 

セキュリティも万全 
宿泊事業者様の場合、業務
系と客室系、お客様同士の通
信などを遮断します。 

PoEで配線すっきり 
電源はLANケーブル経由で供

給するため各無線アクセスポ
イントごとに電源工事をする
必要がなく管理も楽です。 

混雑時もスムーズ
（YouTube等）

IPV6対応
サイトInternet

Wi-Fi 関係

無線LAN 工事・設定サービス



 

 

 

 

医療法人様、 社会福祉法人様の組織内には個人情報がたくさん存在しています。 
また、マイナンバーの不用意な漏洩も防止しなければなりません。組織内ネットワーク

の管理はまず出入口から行う必要があります。 

●不正侵入検知/防御  

●内部データ流出防止  

●ウイルスチェック 

●スパムメール対策

● Webフィルタリング・アプリケーションコントロール  

● VPN  

・ あらゆる形態での不正侵入を防止 

・ 万一内部パソコンがウイルス感染しても内部 
 データの拡散を抑止 

・ あらゆるウイルスを出入口で遮断 

・ 迷惑メールを判定して防止 

・ 閲覧できるホームページやアプリケーションを規制 

・ 出先拠点との通信をセキュアなネットワークに 

情報漏洩は生じてからでは取り返しがつきません。 
情報漏洩が事件化した事例は外部からの脅威によるものだけで

はなく『内部不正』によるものが多くみられます。

係者および外部からの派遣職員などによる不正なデータ持ち出し

やUSBメモリーなど、

組織内にあるパソコンのウイルス対策ソフトをバラバラに

導入してきたために、どのパソコンにどのライセンスの対

策ソフトをいつ入れたのか？ 更新時期はいつなのか？  
などについて管理に困っておられませんか？  

●セキュリティ対策ソフトがインストールされているパソコ  
  ンがどれなのか一目瞭然 
●各パソコンの定義ファイルがいつ更新されているのか、 
  更新されていないパソコンがどれなのかを一覧表示  
●クライアント端末の情報表示（コンピュータ名、MACアド 
  レス、IPアドレス、OSなど） 
●ログ管理、グループ管理  
●リモートでのウイルス定義データベースの更新、検査  
●リモートでの隔離ファイルの復元・削除 
●更新契約は年１回                            

●対策ソフトの更新契約期間がまちまちで、 
 どのパソコンがどれくらい契約期間が残っ 
 ているのかわからない。 
●複数ライセンスのソフトを購入したが、どの 
 パソコンに入れたのかわからない。 
●各パソコンの定義  
 ファイルが最新に 
 更新されているの  
 かがわからない。 

●各端末（パソコン、タブレット、スマホ）の状況を把握 
●各端末の操作ログを監視  
 ・ 『操作ログの監視』により、人を軸にどんな業務をどれだけしているかを分析できる→管理により心理的抑制効果 
 ・USBメモリなどの外部記憶装置のデバイスを制御可能、ファイルの流出経路を追跡できる 
 ・何をコピーしたのか、削除したファイルは何か、WebへFTP転送したファイルは何かなどのパソコン操作を記録 
●ネットワークの状況を把握 
 ・持ち込みパソコンなど不正な端末の接続を遮断しアラートを担当者に送る、IT資産管理によりムダゼロに！ 
●当社独自開発の監視サーバシステムにより、ネットワーク機器がダウンしていないかを監視しアラートメール送付 
 →万一ネットワークがダウンした場合、いち早く問題発生機器を特定 

ネットワーク検知 操作ログ管理 

デバイス制御 Webアクセス管理 

IT資産管理 レポート・検索 

ウイルス
スパイウェア対策

迷惑メール
対策

デバイス
コントロール

不正侵入
対策

フィッシング
対策

Web
コントロール

クライアント
管理

イーセットエンド ポイント プロテクション アドバンスト

機能概要

パソコンのウイルス対策

情報漏洩対策・IT資源の管理

そのため内部関

外部記憶媒体の紛失に備える必要があります。

セキュリティ関連
 ネットワークセキュリティ・LanScope Cat ・ESETサーバー 

UTM・ファイアーウォール・マイナンバー対策支援事業 

UTMで組織内のネットワークをセキュアに！

不正侵入検知、防御
データ流出防止
ウィルスチェック
スパムメール対策

ＶＰＮ

UTM（統合脅威管理）セキュリティとは・・・

Webフィルタリング

インターネット　イ
攻撃攻撃攻撃

ト　
攻撃攻撃攻撃

攻撃攻撃攻撃

社
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

たった１台のＵＴＭでこれらの脅威から守り、安心、安全な社内環境を構築たった１台のＵＴＭでこれらの脅威から守り、安心、安全な社内環境を構築たった１台のＵＴＭでこれらの脅威から守り、安心、安全な社内環境を構築

UTMで防御UTMで防御UTMで防御

内部からの脅威内部からの脅威内部からの脅威

ＵＴＭ

外部からの
脅威

外部からの
脅威

外部からの
脅威

×



録画
機器

ルーター

ルーター

インターネット

スマートフォンタブレット

パソコン

事務所

外出先

PC画面上で
最大36台分
のライブ映像
を同時視聴。

店舗 レジ

カスタマーサービス 遠隔支援サービス事業・データ救出事業  

データ入力事業・データバックアップ事業  

IPカメラ ウェブカメラネットワーク・防犯カメラ事業 

●定番のTeamViwerを使用 
準備は当社ホームページから専
用のソフトをダウンロードして起動
するだけ。IDとパスワードをご連絡
頂きましたらリモートにて作業を行

います。 

困ったときにすぐに助けてくれた
ら・・・！ というご要望にお応
えするためにスタートしたサービ
スです。 

遠隔支援サービス データの救出 

データ入力 データバックアップ 

●長年のノウハウで救出 
ハードディスクにアクセスでき
なくても結構な確率で救出可
能です。診断料は救出作業を
行った場合はデータ救出料金
に含まれます。 

ある日パソコンを起動しよう
としたら立ち上がらない！
大事なデータが使えない・・・
という時はお任せください。

●二重チェックサービス 
・ 公共機関を中心に一般企業様のデータも扱っています。 
・ 安心の二重入力突合せオプションもあります。 
・ １文字あたり0.55円（税込）～ 
・ アンケート入力、名簿入力、名刺入力、応募はがき等 
・ スキャンニングも行っています。 

大量のデータを期限まで
に入力しなければならな
いといったときに確実に、
正確に入力を致します。 

●個別端末認証のセキュリティ 
・ データ通信は暗号化するだけでなく、 アクセスする端  
 末に特定の暗証キーをしかけて制限をかけています。 
・ 同じ事務所で外部メディアにバックアップを保存しても
 被災したときにはバックアップもろとも失うことになりま  
 す。場所を分けた保存が確実です。 

データバックアップの必要性は
失ってから気づくことが多いもの
ネットワーク経由で外部に保存
しませんか？ 

本格的な防犯カメラ設置は費用が嵩みま
すが、IPカメラを使用すれば、パン・チルト・
録画再生・外部からの視聴といった様々な
機能をもちながらも安価に導入できます。 

ウェブカメラ設置サービス 

 

Panasonic
 

 PoE

  

LANコンバーター

 

 

お店の防犯対策にお店の防犯対策に

職場の業務支援に職場の業務支援に

お店の防犯対策に

職場の業務支援に

カメラのパン・チルト機能（水平130°垂直90°）で見たい場所の
広範囲をカバー。外部からも遠隔操作ができます。工事から設
定まで一貫してサービス致します。

エレベーターに設置する場合はLANから一旦
同軸ケーブルに変換してから設置します。

給電機能付同軸

✔高画質映像（フルハイビジョン）にて録画・再生！
✔大容量（最大6TB）の録画データ保存に対応！

レコーダー（フルハイビジョン対応）各種IPカメラ



ホームページ制作 ホームページ制作・コンテンツ制作・サイト運営 
ECサイト構築・CMS構築・EC-CUBE・Wordpress・SSL 

豊富な実績 
更新が 「らくらく」 なホーム

ページを制作致します。  

●ドメイン取得  

●ご予算に合わせて制作  

・ レンタルサーバー会社だ
から安心！ドメインの管理
もおまかせください。 

・ ホームページの費用はわ 
 かりにくいもの。ご予算に 
 合わせてお見積致します。 

●スマホ対応  
・ 今やホームページはパソ 
 コンよりスマートフォンで閲 
 覧するのが一般的！ 

●ECサイト構築サービス  
・ 楽天、Yahooショッピング、 
 Amazonへの出店 

　ここが、
オススメポイント

①記事タイトル

②記事
（ページ内容） ③更新ボタン

◆更新がらくらく
　WEB上で ①記事タイトル、②記事（ペー
ジ内容）、③更新のわずか３ステップ で
ページを更新することが出来ます。 つなが

る！

Ｗｅｂカメラ 設定サービス
つつ

ＷＷｅｂカメラ 設定定サササービスビスＷｅｂカメラ 設定サービス
無線ＬＡＮ  + 認証サーバ

　　ホテル事業者様向け　ご提案はこちら＞＞

スマホ対応
済サイト

　操作しやす
く、見やすい

画面に
業者様向け　ご提案はこちら＞＞ご提案 ＞＞＞＞　　javascript

で画像切替を
実現

　
スマホユーザ

ーを逃さない
！

◆スマホにも対応できます

例えばこんな
ホームページ
　なら・・・ HP制作 PCサイト148,500円~(税込)＋スマホ55,000円(税込)

（Ａ４原稿・概ね１０ページまで）
サーバ⽉額 5,500円(税込) 
別途・年額ドメイン管理費⽤ 3,666円~

✔

✔

✔

✔

ホームページ制作・コ

ECサイト構築・CMS構築

更

ペ

●
・

こんな
HPのお悩みも
解決いたします

※今あるサイトのスマホサイト最適化のみ
　にも対応致します。

・ 楽天、Yahooショッピング、
Amazonへの出店バ⽉額 5,500円(税込) 

額ドメイン管理費⽤ 3,666円~

和菓子店
タイプ

介護施設
タイプ

カフェ
タイプ

居酒屋
タイプ

求人サイト
タイプ



印刷関係

代理店

ポスター制作・各種印刷関連事業・スライド制作 

代理店制度・ウェブ制作パートナー制度 

医療・福祉関連  医療用統計解析・医療・社会福祉支援システム 

・ パンフレット（ホテル用４つ折り・一般企業向各種） 
・ 大判ポスター（B0サイズまで） 
・ シール印刷、ショップカード、カレンダー、冊子 、リーフレット
・ 報告資料、○周年記念誌 

コンサルティング ITコンサルティング・IT人材教育・育成・IT研修会 

・ 組織内にITに長けた人が見たらない、少々ITは苦手というケース 
 は少なくありません。長年の経験により最も適切な解決方法を提 
 案致します。 
・ セキュリティポリシーの策定など、組織の中におけるルール作り  
 が必要な場合でも、その業界に応じたポリシーや規約をご紹介し、 
 丁寧にコンサルティングを行います。 

・  創業時より最も多くの業務を行っているのが医療分野です。これま 
 でに 様々なシステムの開発、データの統計解析、報告資料作成な  
 どの豊富な経験があります。  

・  福祉分野は現場が中心ですので IT 担当者が育ちにくい環境にあ  
 ります。セキュリティ管理、業務の効率化などもご相談ください。  

・  医療分野における「データ提出加算」「地域包括ケア病棟」 などに 
 つきましても開発や支援サポートの実績をもっています。 

●代理店制度品目  
 ・  インターネット接続　・ レンタルサーバー　・ NTT商品の取り次ぎ　・ ネットワーク構築　・ Wi-Fiシステム構築　          

●代理店募集中  
 ・  販売ノルマ制度はありません。お気軽にお声がけください。  

▶組織内のあらゆる ＩＴ化をお手伝い 

▶最も得意な分野は医療・福祉関連！  

▶日常業務から派生する印刷物もおまかせください！ 

▶「インターネットまほろば」の代理店制度  

お打合せ 
撮影 

デザイン 
校正 印刷・納品 

☎0743-58-3866（代）
（受付時間︓平⽇9︓00〜18︓00）

▼Web: http://home.mahoroba.ne.jp/
▼Mail: info@mahoroba.ne.jp

639-1105 奈良県⼤和郡⼭市番匠⽥中町60-1

お問い合わせ先︓アミック株式会社 代理店・お問い合わせ先
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