
挿すだけでWi-Fi
あなたの会社が
変わります。

Wi-Fi

安心サポート付き
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Wi-Fiの概要Wi-Fiを提供するメリット1
1 来訪者も来店客も利用できるWi-Fi環境を

3 店舗・施設情報の発信
Wi-Fiと組み合わせて店舗や施設の情報を発信することができる

ので、来訪者に対するPRにつなげることも可能です。さらに、
Wi-Fiを利用してスタンプラリーやクーポンの配信といった活用に
取り組む事例もあります。

　SNSの人気もあり、いつでも・どこでもインターネットを利用し
たい人が多くなっています。また、最近ではスマートフォンで動
画を見る人も増えており、無料で高速な通信を実現するWi-Fiの
導入は、来訪者サービスの向上に繋がります。
打合せや商談などでも、Webページを活用した会社概要や商品
案内も増えてきています。

   海外では無料のWi-Fiが普及していることもあり、日本でもWi-Fi
を利用したいと考える外国人観光客が多くなっています。誰でも
利用できる無料Wi-Fiを設置することは、海外からの観光誘客に
も繋がります。今後、オリンピックの年には現在の倍増すると言
われています。

以前より、
「ここ Wi-Fi 使えますか？」
と、言われることが増えた !

2 外国人観光客の誘客

訪日外国人観光客数の政府目標現在の3倍まで、
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Wi-Fiの概要

　従来のインターネット環境では、セキュリティ面の不安から
会社のシステムに入ることは、厳しく規制されていましたが、
機器（AP）を設置するだけで、閉ざされた最大16バーチャル・
インターネット空間を提供します。安全・安心に従業員専用の
インターネット環境を提供することができます。

5 従業員の福利厚生に提供

災害時の活用
災害時には携帯電話回線が利用しにくくなることがあります。

Wi-Fiは災害時でも比較的つながりやすいため、代替の通信手段
として活用することができます。
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4 社内でアクセスフリーでWi-Fiが利用

　Wi-Fiだから社内どこにいても仕事ができます。打合せの際に
1室に集まって仕事をしよとしたら、LANケーブルが足りないな
どや、TV会議システムのつなぎこみに苦労したりもなくなりま
す。また、最大50人のアクセスが可能なので、セミナーや研修
会などにも簡単に安全で安心なWi-Fi環境が提供されます。

　LAN線の少ないスッキリとしたオフィスになり、レイアウト
の変更時にLAN工事や電話回線※1の工事もかからなくなりでき
ます。1APで50台のPCやタブレット、スマートフォン
を接続でき、追加された機器も
専門スタッフがサポート
いたします。

オフィスレイアウトが自在に6

※1別売のスマートフォン連携ビジネス電話システムが必要になります。

オフィスが配線だらけで
人員が今より増えるのに、

　どうしたらいいのか、、、、
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Wi-Fiの概要セキュリティ対策のないWi-Fiの危険性について2
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セキュリティ対策のない安価なアクセスポイント（Wi-Fi）

Wi-Fiは便利で来訪者にも喜んでもらえるサービスとなりますが、悪意のある者からは格
好の標的にもなります。

安価なアクセスポイント（Wi-Fi）とは、家電量販店等で購入された、市販品などの家庭向け製品
でセキュリティ面で脆弱なものです。お店の表記に SSID とパスワードを掲載したり、第三者に知
らせることは、家の鍵を他人に渡すことと何ら変わりません。同じネットワーク内では、他人の
個人情報や他人になりすます行為を簡単に出来てしまいます。

SSID
パスワード

市販の 5千円～ 3万円前後の
アクセスポイント付きルーター

◎他のWi-Fi利用者の通信内容が盗聴されてIDやパスワードが盗まれる
◎迷惑メールの送信や掲示板への悪意ある書き込みに悪用される
◎第三者への攻撃等に悪用される

ID・パスワードをゲット！

あの店のWi-Fiスポットを
利用して某掲示板に犯行予告を
書き込んでやろう…

あなたが提供するWi-Fiが悪用さ
れる危険があります!!

提供するWi-Fiの悪用を防ぐために!

Wi-Fi利用者の個人情報を盗まれる!
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○○商店

○○商店



Wi-Fiの概要OMOTENASHI  Wi-Fiのセキュリティ対策3
OMOTENASHI Wi-Fiは、最高レベルのセキュリティ対策と
使いやすくて簡単に接続できる、両面を兼ね備えたWi-Fiシ
ステムです。万が一犯罪に及んだ場合のセキュリティ面で
のトラブル対応も設置者に代わり、利用者管理ログを保持
しながらサポート対応する安心・安全なシステムです。

強固な暗号化方式を採用！
暗号化の強度が低い暗号化方式（WEPなど）では、悪意のある第
三者に暗号を解読されやすく、通信内容を盗み見られるリスクが
あります。「OMOTENASH Wi-Fi」は、現在最も強固といわれる暗
号化方式（WPA2-PSK）を採用。安心してご利用いただけます。

 通常は同じグループのWi-Fi環境で
は、同一の部屋にいつようなもので
、グループ内のスマホやPCを覗き見
ができます。Wi-Fiで接続されてい
る端末同士の通信ができないように
します。

 不特定かつ多数の者の利用を目的として提供される無料
Wi-Fiサービスについては、サービスの円滑な提供や不正
利用防止のため、メール認証方式とSMS認証方式により
利用者情報を管理します。いつ誰が何をしたのか、出来
うる限りのアクセス情報を管理し、犯罪抑止や証拠資料
として残します。

4

1 Wi-Fi利用者の安全を確保するために

2 Wi-Fiで接続している端末同士の通信をできなくする

3 利用者情報の適切な確認と認証システム

Wi-Fi

アクセスできない！？

WEP WPA WPA2

弱 強暗号化の強度

SMS認証メールアドレス認証



Wi-Fiの概要

利用者からの問合せ対応やネットワー
クの保守・管理などの業務のために必
要な範囲・期間で、アクセスログを保管
し、その業務に役立てることができます

業務上の必要性から保管しているアクセスロ
グについては、裁判所の発付する令状に従う
などの場合には外部(警察等)に提供することを
お客様に代わって対応いたします。
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5 アクセスログの保管管理をします

令状に基づくアクセスログの提供6

4 来訪者向けWi-Fiインターネット機能（VLAN）

業務上必要な
アクセスログの

保管

ネットワークの
保守・管理

利用者からの
問い合わせ

裁判所
令状

不正アクセス事件の
捜査にご協力ください！

令状

アクセスログの
提供をお客様に
　代わって提供

令状に基づくアクセスログの提供

来訪者は、社内システムや従業員向けのWi-Fi
に接続できないため、社内システム用、従業
員用と来訪者用のWi-Fiを、同じWi-Fiアクセ
スポイント装置で複数の閉じた部屋（バーチ
ャル空間）を提供できます。それらは完全に
分離された別々のWi-Fiの部屋みたいなバーチ
ャル空間です。

従来の Wi-Fi AP

SSIDとパスワード
で接続する。
部屋の鍵を全員の
渡すのと同じ行為

ゲスト1 ゲスト 2 従業員 社内業務

ひとつの部屋

社内業務

ゲスト
従業員

1. セキュリティ弱い
2. フリーで接続
3. 使用時間制限（30分）

1. セキュリティやや強い
2. 個人認証接続
3. 長時間使用可（2時間）

1. セキュリティ強い
2.SSID＋パスワード接続
3. 常時接続

1. セキュリティ強固
2.SSID＋パスワード接続
＋MACアドレス
3. 常時接続

Wi-Fi

サポート

4つのバーチャルな部屋を提供 !!

※同じWi-Fi 下で他人の
　情報を盗みとれる



Wi-Fiの概要「OMOTENASH Wi-Fi」充実サポートと高速性能4 ご紹介した万全なセキュリティ対策の他にオフィスや店舗で役立つ機能に加え、プロによ
るサポートが付いた、安心・カンタン・すぐに使えるWi-Fiサービスです。
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1 カンタンにすぐに使える！

Wi-Fiに関するヘルプデスクとして、365日9時半～19時
の時間帯でサポートセンターを利用できます。「接続で
きない」などのトラブルも迅速にサポートします。
また、解決できない修理交換もサービス員が訪問して迅
速に対応させていただきます。

※別途サポート契約をされた方のみが対象

2 365日  サポートセンターのプロが対応

3 他を圧倒する3つの性能
3

次世代高速規格
動画もサクサク
1.3Gbps
11nの11.5倍と圧倒的な速度が
特長の次世代高速規格。速度低
下が少ない技術である
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電波干渉防止機能
ストレスフリー！
5GHZ

電波干渉の少ない無線チャネルを
定期的に自動で選択します。
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モバイル端末同時接続機能
快適に使える！
50台

Wi-Fiアクセスポイント装置1台あ
たり、端末50台(推奨)まで快適に
利用できます。

〈ご利用開始までの流れ〉

1 2 3

お客様の要望をお聞き初期設定した
Wi-Fiアクセスポイント装置をお客
さまにお届けします。

設定済みの機器が届く

LANケーブル

電源コード
配送

Wi-Fiアクセスポイント装置を棚や
壁、天井等に高い所に設置します。

機器を設置する
電源コードをコンセントに挿し、インター
ネットにつながっているLANケーブルを
Wi-Fiアクセスポイント装置に挿せばOK！

機器に電源コード、LANケーブルを挿す

※既設のLANで固定IPアドレスを利用しているなど、お客さまの既存の設定内容によっては、別途お客さまにて設定の変更が必要となる場合
があります。 

Wi-Fiアクセスポイント装置に電源コードとLANケーブルを　挿すだけですぐに使えます現
在の社内ネットワークや社内システムの設定変更は不要です



2,980円
30,000円

20,000円LAN給電装置（POEハブ）費用

●お客さまご自身でリモートアクセス装置を取り付ける場合は初期費用は不要です。
　弊社が機器の設置・設定や配線工事などを行う場合は別途費用がかかります。詳しくは問い合わせください。

info@public-wifi

おもてなしWiFi

2017年10月 株式会社

（POEハブ）

500円

■LAN給電装置（POEハブ）


