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会社名：        エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 

所在地（オフィス）： 本    社：大阪府大阪市北区大深町3番1号 

                         グランフロント大阪 タワーC 13F 

                東京オフィス：東京都中央区築地7丁目17番1号 

    住友不動産築地ビル3階          

データセンタ拠点：     大阪（東京・福岡・名古屋・広島他） 

設立時期：             平成12年3月 

資本金：                1億円（NTT西日本100%） 

事業概要：             「データセンタ」､ 「クラウド」、 「ストリーミング」 

社員数：                205名（H30.4.1現在） 

社員平均年齢：       36.5歳（H30.4.1現在） 

子会社：                株式会社メディアプラットフォームラボ 

会社概要 
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放送局(音源) 

NTTスマートコネクト 
データセンタ 

MPL 
メディアセンタ 

radiko.jp参加企業 

放送局８４局 

：A系音声 
：B系音声 

タブレット 

パソコン スマートフォン 

タブレット 

パソコン スマートフォン 
リスナー 

こんなお客様と仕事をしています 
 ①radiko.jpのプラットフォーム業務 

皆さまradikoご利用ですか？ 

『radiko.jpプレミアム（エリアフリー聴取）』で全国のエリアの 
ラジオ放送局を聴くことができます 

   radiko.jp配信 

   プラットフォーム 

 タイムフリー 

タブレット 

パソコン スマートフォン 2 
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こんなお客様と仕事をしています 
 ②国内大手デジタル配信事業者様のプラットフォーム業務 

皆さまコミックシーモア 
ご利用ですか？ 

利用者2千万人 

27万冊以上の書籍 

3 
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EC2 
S3 

CDN 

パブリック・クラウド 

地域データ 

センタ 

IX(直結) 
データセンター 

本社 

支社 

パートナー 

パートナー 

COLLABORATION 

PLATFORM 

ストリーミングサービス 

クラウドサービス 

ハウジング・ 
コネクティビティサービス 

NTTスマートコネクトの提供サービス 
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～人・物・データをスマートにコネクト～ 

5 

クラウド事業の変遷と次のステージへの挑戦 
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1. クラウドサービスのラインナップ 

IaaS 等 

コネクティビティ 

NWF 

ホスティング（PaaS） 

AI等 
機能連携 

クラウドインテグレーション 

（Internet） 

ホスティング メガクラウド 

組合せ展開 

【提供検討】 

マルチクラウドソリューション 

LPWA 

LTE・5G 
DC間NW 

連携サービス 
※1：サービス停止攻撃対策 
※2：Web Application Firewall 
※3：負荷分散装置 ・・・ 

• DDoS対策※1 / WAF※2 / ロードバランサ※3【H30.4提供開始】 
• クラウドUTM 【提供検討】 

（専用タイプ） 
【H29.12開始】 

（ベアメタルタイプ） 
【提供検討】 

（共用タイプ） 

・「ホスティング」、「クラウドインテグレーション」、メガクラウド等との組み合わせによる「マルチクラウド 
 ソリューション」そして、連携サービス等と組み合わせた「BI/AI・IoT-PFソリューション」を提供 

BI/AI・IoT-PFソリューション 
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SmartConnect Network & Securityの特徴 

     セキュリティを任せられる 

    安心と安全を守り続ける 

セキュリティ専門部隊がセキュリティ対策 
にかかる面倒な作業を代わりに実施、お客
さまの運用負担を軽減します。 

     柔軟に対応できる 
お客さまのビジネス要件に合わせて、丁寧に
チューニングします。また、「インターネッ
ト」「専用網」など、どこからでも利用でき
ます。 

24時間365日体制、継続的なセキュリティ対策、
質の高いICTインフラにより、安定したサービス
提供を行います。 

・「SmartConnect Network & Security」はお客さまのICTインフラに必要となるネットワークと 
 セキュリティの機能をクラウド上で利用できるサービス 
・欲しい機能を、必要な時に、スピーディに、安心して利用 

WAF 

1 

2 

3 

DDoS対策 ロードバランサ クラウドUTM 

  

ラインナップ 

今後提供予定 

H30.4 提供開始 
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メニュー 品目 
初期料金 
（税別） 

月額料金 
（税別） 

最低 
利用期間 

 概要 

WAF 

～2Mbps 

100,000円 

40,000円 

1カ月 

必要な帯域をお選びいただけます。 
標準 1FQDN(1IP ア ド レ ス )です 。
FQDN(IPアドレス)を追加する場合は
「FQDN追加」をお申し込みください。 ～10Mbps 120,000円 

WAF（DDos対策機能は下記料金で標準装備） 

【基本サービス】 ※最新の料金につきましては弊社営業担当（cloud_sales@nttsmc.com / 06-6147-5193）まで 
  お問い合わせください。 

セキュリティオプション 

メニュー 品目 
初期料金 
（税別） 

月額料金 
（税別） 

最低利用
期間 

 概要 

セキュリティ 
オプション 

導入 
コンサルティング 

560,000円 ー  ー 

WAF導入時に1カ月程度のステージングを実施、セキュリ
ティアナリストによる分析結果を踏まえた推奨シグネチャ設
定をご提案いたします。提案書のご説明は電話会議にて
実施いたします。 

24時間365日 
オペレーション 

100,000円 50,000円 

1カ月 

WAF設定変更の対応可能時間が24時間365日に拡
張されます。設定変更の対象となる機能は「シグネチャ設
定機能」「フィルタリング機能」です。 

セキュリティ 
監視分析 

100,000円 200,000円 

セキュリティ機器(WAF・DDoS対策)のセキュリティログを
当社監視センターで高度セキュリティ分析を行い、脅威検
知と通知を行います。本機能は当社による自発検知、及
びお客様申告により実施いたします。 

おすすめ 

おすすめ 

SmartConnect Network & Security サービスメニュー 

【オプションサービス】 



スマートストレージサービス 

・スマートストレージ（以下、本サービス）は、当社が保有するストレージを閉域網、SSL-VPN、SINET、
AQStage接続を通じて、ご利用いただけるファイルサーバサービスです。オフィスで保存・管理しているデータ
を本ストレージに保存（バックアップ）することにより万が一、データ損失が発生した場合でもバックアップ
データを用いて復旧することができます。 

＜サービスの特徴＞ 
●大容量（500GB以上）のデータ領域をご利用いただけます。 
●お客さまネットワーク内のストレージとして、ご利用いただけます。 

スマートコネクト 
データセンター 

閉域網 SSL-VPN 
(インターネットVPN) 

スマートストレージ 

●スマートストレージ 利用イメージ 

お客さまオフィス 

（インターネット） 

外出先 
お客さまオフィス 

ご
提
供
範
囲 

大学・学校法人 



  

 

お客さま拠点環境のデータを 
セキュアにクラウド上に配置可能 

 

●閉域網ネットワーク※2かつ通信を暗号化し、ネットワーク 
  セキュリティを確保し、お客さま拠点環境のデータを、 
  セキュアにクラウドサービス上に配置可能 

NTTスマートコネクト 
データセンター(大阪) 

お客さま拠点 

NTTスマートコネクトのデータ分析ソリューションをご利用いただくことで、 
①お客さまが持つあらゆるデータを簡単にビジュアル化し、直感的に分析が可能なビジュアル分析ツール「Tableau」が利用可能 
②NTTスマートコネクトのクラウドサービス※１ 、他社クラウド、お客さまの拠点とのセキュア、高速・低遅延な接続が可能なデータ分
析基盤の環境が利用可能 

他社クラウド 
 

他社クラウド環境の各種データソースに 
セキュアにアクセス可能 

 

●NTTスマートコネクトのクラウドサービスと他社クラウドを、 
  セキュアにアクセス可能 

お客さま機器 
収容ラック 

 

「Tableau」により、あらゆるデータを 
簡単にビジュアル化/共有が可能 

 

●プログラミング等の専門知識がなくても、ドラック＆ドロップ 
  するだけで各種データを見やすくビジュアル化し、直感的に 
  分析および共有が可能 

 

「Tableau」が高速・低遅延に 
各種データにアクセス可能 

 

●NTTスマートコネクトのクラウドサービスとデータセンタ内 
  接続することで高速・低遅延な接続環境が提供可能 

IaaS 

マネージド専用サーバ 

各種データを蓄積、加工、 
可視化分析、共有化 

Tableauを活用したデータ分析ソリューション概要と特長について 



Tableauを活用したデータ分析ソリューション事例 

× 
クラウド基盤 

データ可視化
ツール 

データ可視化・分析・ 
コンサル 

データ分析コンサル 
サービス利用 

（飲食チェーン店等） 

※イメージ図 



おまけ 

https://www.submit.ne.jp/9501 

https://www.submit.ne.jp/9501

