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サンプル

テレワーク環境構築ご提案



ご提案書に関して

この度は、ご提案の機会をいただきまことにありがとうございます。

本ご提案書はあくまでも簡易概算ご提案書です。

下記、注意事項だけ事前にご確認ください。

○第一案として提出をいたしますので、お気づきになられた点があればご相談ください。

〇現段階でのハードウェア/ソフトウェア価格ですので、受注日によっては金額が

上下する可能性があります。

○ご提出後のお打合せにより、内容が変更になる場合、費用が変わる場合がございます。

○費用に関しては、すべて税別表記です。

○原則東京/東海三県以外の設定に関しては、別途実費交通費、宿泊費（必要な場合）を

ご請求時に御見積書金額に加算をさせていただきます。
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概要
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01 Problem ～ 現状課題確認 ～

02 Solution ～ 課題解決 ～

03 Cost ～ 概算費用 ～

04 Other ～ その他 ～
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Problem
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現状＆課題

・利用者：XX人

・テレワークを検討しており、自宅/外出先から利用できるようにしたい

・共有フォルダを現在利用している
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Solution
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課題を解決

①VPNルーターを導入し、安全に社内に接続できるようにする

⇒ YAMAHA RTX830ルーターを導入し、外出先から接続できるように設定

②社内にサーバーを新設し、「シンクライアント」環境を構築、

いつでもどこからでも会社と同じ環境を利用できるようにする

③サポートアウトソーシング環境構築

⇒ 貴社のIT環境を24時間365日リモートサポートを行うことで、

設定変更などの作業/相談/トラブル対応などをアウトソーシングし、

ご担当者/ご利用者の負担を軽減します。

※端末は基本的に今のパソコンを利用
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Solution
①ネットワーク環境整備
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ご提案：ネットワーク構成案

Internet

入替：YAMAHA RTX830

事務所

社外から
YAMAHAルーター経由で
社内ネットワークへ
アクセス

暗号化した通信を利用して、
外出先から安全に社内ネットワークに接続できます。
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設置ルーター：YAMAHA RTX830
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参考：ネットワークを見える化

ネットワーク変更をリアルタイムに監視できるように、

「YAMAHA スイッチ SWXシリーズ」をHUBの代わりに導入することで、

ネットワークの見える化を図ることも可能です。
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Solution
②シンクライアント構築
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シンクライアントが課題を解決！

◎どの席でも自分のデスクトップにアクセス可能
◎外出先/出張先でも会社と同じ環境が利用できる
◎もちろん在宅勤務でも仕事ができるから生産性アップ
◎PCが壊れても、別PCから利用できるので仕事が止まらない

フリーデスクを簡単に実現

OS / SOFT 統一 & アップデートも一括管理

いつでもどこでも仕事環境へアクセス

入替も運用も ご担当者負担が激減

◎サーバーを全員がシェアして利用するためOSが統一できる
◎ソフトウェアも統一できるので、運用生産性がアップ
◎アップデートも1回ですべての利用者分に適用できる
◎必要なソフトや設定も1回行えばすべての利用者に適用できる

◎どの席からでも自分のデスクトップにアクセスできるため、
固定席ではなくフリーデスク運用が可能

◎異動の時も固定パソコンを持ち込むことなく、
設置してあるパソコンから自分の環境にアクセスできる

◎拠点や営業所にパソコンを持ち込まなくてもスグ仕事ができる

◎入社/退社時の設定も30分ほどで完了
◎面倒な作業はサポートが対応するため、会社のためのIT活用に

ご担当者の時間を集中できる
◎バックアップも一括管理、復旧もサポートが対応
◎運用以外の相談もサポートと相談できる
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会社じゃないと
仕事ができない。。。

パソコンごとの
管理が大変。。。

異動やレイアウト変更に
伴う作業が毎回大変。。。

専任担当がいないから
毎回作業が大変。。。
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シンクライアント環境による管理一元化

シンクライアント



Thin Client（シンクライアント）

薄い/少ない

Ｔｈｉｎ ＋ Ｃｌｉｅｎｔ
クライアント/端末

処理をすべて「サーバー側」で行わせ、

クライアント側は最小限の機能を持つ端末を

利用することから由来している。



一般的なパソコンの利用方法

Windows XX

アプリケーション

メールデータ

データ（ファイル）

ソフトインストール作業が必要

アップデート作業が必要

セキュリティ対策が必要

1台1台バックアップ設定が必要

OSのバージョンがバラバラ

ソフトのバージョンがバラバラ

ある程度のスペックが必要



シンクライアントでは？

パソコンの環境（ソフトやデータ）を丸ごとサーバーに移動、

サーバー内の環境をリモートで操作する仕組みです。

パソコンは操作端末として利用します。

サーバーは「社内」または「データセンター」に設置します。

A：デスクトップ＆個人データ

B：デスクトップ＆個人データ

C：デスクトップ＆個人データ

共有データ

Windows 

ソフトウェア

データは
パソコンに
残らない！

画面をリモート操作



買い替え時の負担が軽減

買い換え時に必要な、
・パソコン購入費用
・設定費用/時間

が不要になります

毎回必要以上のスペックの
パソコンへ買い換えが必要

端末として使うだけ！
→ パソコン買い換え不要
※壊れるまで最大限活用！

時間もお金も節約！



追加パソコンも安価に

端末として使うだけのパソコンだから、高価なパソコンは不要！

購入したパソコンにソフトのインストールや
データ移行作業は一切不要
ＬＡＮに接続して、弊社サポートに電話で利用開始

シンクライアント専用端末

コストダウン

省スペース

省電力

参考価格
2.5万 ～ 4万



全社のデータを一括保管&バックアップ

A：デスクトップ＆個人データ

B：デスクトップ＆個人データ

C：デスクトップ＆個人データ

共有データ

Windows 

ソフトウェア

共有フォルダ
＆各個人データ
＆メールデータ

全部
夜中にバックアップ

全ての環境がサーバー内で保管される為、データの集中管理が可能になります。
バックアップもサーバー内で確実に行うことができます。



iPadやスマホからも操作可能！

サーバーに接続して
利用するソフトは
Microsoftが無償で
提供しているものを利用します。

iPad / iPhone / Android からも
サーバーに接続してデスクトップ操作ができるんです！
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ご提案：サーバー構成

Internet

入替：YAMAHAルーター

名古屋本社

拠点/社外からYAMAHAルーター
経由で社内ネットワークへアクセス

新設：Windows Server
シンクライアントサーバー

デスクトップを
リモート利用
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ご提案：サーバー構成案

ご提案サーバー

サーバー設置場所：事務所内

サーバー：Dell Power Edge T440 

保守終了予定日：XXXX年

スペック

×１

CPU

メモリ

HDD

Intel Xeon Silver XXXX

2.2GHz  8C/16T ×2本

128GB 

2.4TB × 3本（RAID5）

Windows Server 2019

Hyper-V

仮想 シンクライアント環境

Windows Server 2019

仮想 ActiveDirectory 環境

Windows Server 2019

各端末はリモートデスクトップにて

シンクライアント環境にログイン
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ご提案：サーバー構成案

Windows Server 2019

Hyper-V

仮想 シンクライアント環境

Windows Server 2019

仮想 ActiveDirectory 環境

Windows Server 2019

各端末はリモートデスクトップにて

シンクライアント環境にログイン

ユーザー認証

XX人分のデスクトップ環境

共有フォルダ
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ご提案：バックアップ

Windows Server 2019

Hyper-V

仮想 シンクライアント環境

Windows Server 2019

仮想 ActiveDirectory 環境

Windows Server 2019

各端末はリモートデスクトップにて

シンクライアント環境にログイン

ユーザー認証

NASにバックアップを実施
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ご提案：サーバー案



27

ご提案：サーバー案

構成によってスペックが変わるため割愛
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DELL サポート体制
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サーバー障害対策

ハードディスク

Network

電源ユニット＆コード

UPS（無停電電源）
※停電時電源シャットダウン

iDrac
※integrated Dell Remote Access Controller

Support Assist Enterprise

ハードウェア状態監視

＆リモート電源コントロール

障害時メーカーサポートへ自動通知

複数ハードディスクを利用したRAID機能

による障害対策

（RAID5またはRAID5+ホットスペア）

複数LANケーブルを接続し、チーミング

構成を行うことによる通信障害対策

電源ユニットを2機搭載することによる

電源障害対策

瞬電対策 / 停電時の電源供給など

DELL 24時間365日 4時間オンサイトサポート

監視ツールによる死活監視

リソース/パフォーマンス監視 & 障害通知
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セキュリティを一元強化

データを扱うのは、エンドポイント（サーバー/パソコン/タブレット等）です。
このエンドポイントにセキュリティ対策をしていないのは、
マンションの部屋に鍵をかけずに放置していることと一緒です。

シンクライアントサーバーには、次世代型多重セキュリティ対策が同時に行える
Kaspersky ESB を導入することで、セキュリティ一元強化に繋がります。
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Solution
③サポートアウトソーシング構築
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24時間365日 リモートサポート

24時間365日 技術者がお客様の環境をサポートします。

電話を受け付けるだけのオペレータではなく、100%技術者が対応します。

困った！
これって

どうしたら？

どこに相談
したら？

緊急トラブルは24
時間365日

対応！

技術者が
対応するからス

ムーズ！

トラブル以外の
相談もOK！
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サポートの特徴

通常、「ご担当者からの連絡のみ」の限定があることが多いですが、

本サポートはご担当者に限らず、「ご利用者からのご連絡も可能」です。

原則、下記流れを取ります。

①お電話をいただき、トラブル概要を確認

⇒ ②同じ画面をリモートで確認し、原因を特定

⇒ ③画面をお借りしてトラブル解決を図る

⇒ ④トラブル解決後にご報告

※セキュリティなどの管理に伴う内容はご担当者承認のもの作業を行う。

◆受付時間24時間365日：技術者が対応致します。

◆メーカーが関わる内容の場合、弊社で代理問い合わせを行いますので、

お客様番号などをお聞きすることがございます。

◆パソコン自体のサポートは対象外ですが、極力ご協力致します。
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注意点

原則、平日 9時 ～ 18時までは社内で受けますが、

夜間（18時 ～ 翌9時） & 土日/祝日は、技術者による当番制で対応を致します。

そのため夜間/土日/祝日 受付の場合、

・2名で対応をしますが、電話がふさがってしまう場合は、

折り返しをさせていただきます

・折り返し連絡が可能なように、番号通知をONにお願いします

※非通知着信は折り返し不可能

・当番制のため、担当者指定ができませんのでご了承下さい

・トラブル対応を優先します

※作業依頼に関しては極力平日にご連絡をお願いします

・メーカーへの確認が必要な内容は翌営業日になる可能性があります

※メーカーが土日祝日対応をしていないことが多いため

上記ご注意/ご了承下さい。
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運用開始後、現地作業が必要な場合

弊社サポートはリモート対応を基点とし、月額サポート費用を圧縮しています。

そのため、現地での確認/作業が必要な場合、別途現地訪問費用が必要になります。

例えば、

・HUBやLANケーブル交換

・パソコンの入れ替えや再セットアップ

・ルーター故障などによる入れ替え

・ネットワーク（回線/配線など）の調査

など

現地での作業をお客様にご協力をいただきリモートでサポートを行う場合は

サポート範囲で極力対応を致します。
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Cost
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構成によって金額が変わるため割愛
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Other：助成金
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助成金を利用することで

ご提案初期費用総額が、「XXXXX円（税抜）」のため、

テレワーク助成金を活用することで、4分の3の「XXXXX円」が助成金対象と

なりますが、人数制約があるため、1名あたりの上限40万 × 社員X名 = XXXXX円

が申請可能で、実質「XXXXX円（税抜）」で導入することが可能になります。

助成金に必要な相見積は弊社パートナーから入手可能で、

構成図などは弊社で作成を行います。

申請書の作成自体はお客様にお願いすることになりますが、

お手伝いはさせていただきます。
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参考資料：Office365
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クラウド型オフィス：Office 365 プラン一覧
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Office 365 Business Essentials に含まれる機能

別プランで
利用可能
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Office 機能

Office Online には、

・Word

・Excel

・PowerPoint

・OneNote

・上記共同編集

機能が含まれています。

ブラウザ上でOffice機能が利用ができ、同時共同編集が可能になります。

※ただしExcelのマクロなどはあまり利用できない。
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メール

Exchange Online には、

・メールソフト

・カレンダー機能（共有可能）

・連絡先

・タスク管理

・Online Protection

機能が含まれています。

ブラウザ上でOutlookの機能が利用できます。

Online Protection は迷惑メールフィルタリングが優れており、

ウイルス添付ファイルはテキストに無害化されます。
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チャット

Teamsを利用することで、

・グループ/個人チャット

・WEBミーティング

（旧Skype for Business）

・ファイル共有

・リンク共有

・メール転送による通知

などのコラボレーションを

行うことが可能になります。
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Office 365 を同時導入する場合

通常はOffice365を導入する場合、

・テナント構築費用

・データ移行 / 操作勉強会費用

・サポート費用

などをご提案致しますが、今回のシンクライアント導入と同時の場合は、

ライセンス費用のみで導入支援をさせていただきます。
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参考資料：セキュリティ強化
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セキュリティ強化：2段階認証

リモートデスクトップ接続する際に、オンラインバンクにも利用されている2段階認証を

行うことで、高いセキュリティを維持することが可能になります。

ワンタイム

パスワード


