
株式会社フィールトラスト
経済産業省より2,148社選定



【ファイヤウォール機器】 
時代遅れで役に立たず

【ノートパソコン】 
外部からウイルス持込

【デスクトップPC】 
USBでウイルス感染

【ノートパソコン】 
PC紛失で情報漏えい

【ファイルサーバー】 
感染による破壊,流出

【基幹システム】 
不正アクセスで流出

【IP-PBX】 
電話回線の乗っ取り

【ノートパソコン】 
私用でウイルス感染

【デスクトップPC】 
標的型メールで感染

【デスクトップPC】 
SNS利用で感染

【パブリッククラウド】 
なりすましログインで流出 
大規模不正アクセスで流出 
運営側による悪意ある流出

本社

支社

【社内エンジニア】 
人手不足で対応に追いつかず

在宅 社外

課題だらけの既存オフィスITの現状

拠点ごとへのセキュリティ対策 端末ごとへのアンチウイルス導入 リース満了ごとの機器購入 パソコン故障の度の環境再設定

設定変更ごとの業者費用発生 機器増設による管理の煩雑さ 社内SEの確保の難しさ パブリッククラウドへの不安

【ファイヤウォール機器】 
管理者不在で穴だらけ

【IP-PBX】 
なりすまし通話被害

他社クラウド



大企業だけじゃない、中小企業も命取りの情報流出

ご存知でしょうか？2017年5月30日に個人情報保護法が改定されたことを。 
企業の大小関わらず1件でも個人情報を漏えいすると罰則を受ける可能性が。。

直接的損害　　

間接的損害　　

6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金

一人あたり数千～数万円の賠償(過去の判例)

信用が低下することによって、新規受注減や 
取引停止などの可能性

システムやデータの検証にかかるコスト 
社内エンジニアの稼働工数や、外注費の発生

殺到する問い合わせへの対処

刑事罰  　　　

民事賠償  　　

信用低下  　　

 復旧コスト 　

業務効率低下  

2018/4/7 三菱地所・サイモン株式会社 27万件 
2018/4/4  前橋市教育委員会  4万7,839件 
2018/3/9  健診すずめ通信（尼崎市）1万1,960件 
2018/2/26  ポルシェジャパン  3万1,574件 
2018/1/26  GMOペパボ  8万9,546件 
2018/1/15  幻冬舎9万3,014件 
2018/1/10  九州商船株式会社  7万3,829件 
2017/12/13  大阪大学  ６万9,549名

2017/10/30  GMOインターネット株式会社  1万4,612件 
2017/10/24  NHK  約3,300件 
2017/10/11  株式会社アドウィック  約60万件 
2017/10/4  TOKYO MX  約37万件 
2017/10/2  ブラザー販売株式会社  985件 
2017/8/29  ジェネシス・イーシー株式会社  最大9,458件 
2017/8/22  株式会社エイチ・アイ・エス  最大1万1,975件 
2017/8/8  大阪府富田林市役所  3万9,000件

ここ数ヶ月で起きた情報流出事件。発覚した事件数はあくまで氷山の一角である。



鉄壁フィールドで既存オフィスITの課題をすべて解決

リモートアクセスVPN

本　社 支　社 社　外 海　外 在　宅 パートナー 

関係者しかアクセスできない専用の通信接続。端末に設定するだけで機器いらず!!

クラウドUTM アプリケーションサーバー クラウドPBX大手データセンタ

シンクライアント 
サーバー

クラウドオフィス「鉄壁フィールド」

オール仮想化で機器購入不要!! 劇的なコスト圧縮を実現!!

セキュリティ対策費用の大幅削減 アンチウイルス費用の大幅削減 オール仮想化で機器の買替えなし 物理的な故障リスクゼロ

全てクラウドで遠隔サポート シンクライアント化の実現 社内SE不在でも運用可能 専用のクラウド環境で安心



サイバー攻撃から環境と情報を鉄壁に守る為の➓の防御

ファイルサーバー等 シンクラサーバークラウドPBX

❶ファイアウォールで 
約6万個のInternetの
不要な入口を閉鎖!!

❸IPSで不正な通信や
悪意のある通信を全て
ブロック!!

❹サンドボックスで不
正プログラムを侵入前
に検出、駆除!!

❺デュアルマルウェア
対策エンジンでウイル
スをブロック!!

❽Eメールプロテク
ションでウイルス, 
スパムをブロック

❼アプリケーションコ
ントロールでSNS・
P2Pアクセス遮断!!

❻Webフィルタリン
グで悪意あるサイトを
ブロック!!

❾エンドポイントプロ
テクションでウイルス
感染を阻止!!

➓セキュログのPC操
作ログ・アラート機 
能で内部犯行抑止!!

❷ATP(高度な脅防御)
でネットワーク内部の
異常を検知,修復!! クラウドUTM



セミオーダー型のプライベートクラウド!! 完全自由設計で思いのままに

セキュリティ ①クラウドUTM 各企業に合わせた完全個別のセキュリティ設定

②クラウドデスクトップ【 WindowsOS 】 いつでもどこからでも自分専用のPC環境を実現

③ファイル共有【 オリジナル開発 】 権限設定付きの高速ファイル共有システム

④オンラインストレージ【 NEXT Cloud 】 エクセル共同編集機能付きのWEBストレージ

⑤グループウェア【 グループセッション 】 22種類の機能が実装した国産グループウェア

⑥マイナンバー管理【 オリジナル開発 】 収集、管理、廃棄全てをオンラインで完結

⑦業務アプリ作成【 プリザンター 】 ノンプログラミングで専用システムが作れる

⑧クラウドPBX【 オリジナル開発 】 スマホでどこからでも 外線、内線の発着信が可能

速い・軽い・便利 !!

Userライセンス無料!!

Userライセンス無料!!

Userライセンス無料!!

Userライセンス無料!!

Userライセンス無料!!

ビジネスフォン不要!!

１社専用のGateway!!

シンクライアント 
サーバー

アプリケーション 
サーバー

Pleasanter

鉄壁フィールドに構築可能な標準ソフトウェア一覧

「鉄壁」だから企業でも 
オープンソースの脆弱性を気にせず使える!!

構築は全て弊社におまかせ  
お客様がすることは要望と利用だけ!!



鉄壁フィールドの４つの特徴



生産性の向上とコストの削減を同時に実現

コスト削減と生産性向上でビジネスが劇的に加速！！



鉄壁フィールドの４つの活用シーン

丸ごと



鉄壁フィールドの万全のサポート体制

全国対応! 訪問設定
ITを熟知したプロが初期導入のお手伝いをいたします。

困ったを解決! 電話 ITサポート
鉄壁フィールドだけでなくPCの操作からIT全般のサポートをいたします。

リモートでお助け! プレミアムサポート
あらゆるトラブルにマンツーマンで個別サポートをいたします。

おまかせ保守・メンテナンス
マネジメントはおまかせ！専門知識不要のプライベートクラウドです。

最新のセキュリティ
ファームアップデートもおまかせ！常に安全な環境をご提供いたします。

※訪問設定とプレミアムサポートは有料オプションとなります。



クラウドだけじゃない。PC,スマホの販売・レンタルまで幅広くサポート

おかげさまで中古パソコン事業 スタートから10年目を迎えました。 
累計 30,000台を超える販売実績とノウハウで安心,安定の中古端末をお届けします。

OS : Windows10Pro 
メモリ : 4GB 
液晶 : 12.1型液晶 
通信 : 有線,無線LAN

CPU : Corei5 
SSD : 新品 240GB 
DVD : ドライブレス 
バッテリー : 新品

売り切り価格 ¥54,800円税別
レンタル価格 ¥3,800円税別/月

OS : Windows10Pro 
メモリ : 4GB 
液晶 : 12.1型液晶 
通信 : 有線,無線LAN

CPU : Corei5 
SSD : 新品 240GB 
DVD : ドライブレス 
バッテリー : 新品

売り切り価格 ¥49,800円税別
レンタル価格 ¥3,500円税別/月

Toshiba Dynabook

R732 Corei5モデル

OS : Windows10Pro 
メモリ : 4GB 
液晶 : 15.6型液晶 
通信 : 有線,無線LAN

CPU : Corei5 
SSD : 新品 240GB 
DVD : プレイヤー 
バッテリ : 中古

売り切り価格 ¥39,800円税別
レンタル価格 ¥3,000円税別/月

Toshiba Dynabook

B553 Corei5モデル

注文後2～7営業日程度で発送 事前設定済みで簡単導入 故障発生時、即時交換 機種チェンジ可能

AD管理不要 固定IP設定不要 PC環境構築不要 データ消去不要

レンタルPCによるシンクライアント化のメリット

➕ ＝ 中古SIMフリー端末と格安SIMでコスト削減も可能!!

OS : Windows10Pro 
メモリ : 4GB 
通信 : 有線

CPU : Corei5 
SSD : 新品 240GB 
DVD : プレイヤー 

DELL OptiPlex

960 Corei5モデル

売り切り価格 ¥39,800円税別
レンタル価格 ¥3,000円税別/月



鉄壁フィールドの料金形態①



鉄壁フィールドの料金形態②



クラウドUTM

ファイル共有グループウェア シンクラサーバー

拠点間VPN

リモートアクセスVPN

鉄壁フィールド導入事例①

合計85人で利用

本社：30台

支社：12台支社：8台支社：5台

社外：30台自宅：10台

※接続端末数は無制限

業種：介護業 
導入内容：クラウドUTM、シンクライアントサーバー 
　　　　　ファイル共有、グループウェア、PC操作ログ

スタッフ数：85名 
本社パソコン台数：30台 
支社・自宅・営業パソコン台数：65台 

クラウドデスクトップ  :  85アカウント / 同時接続40人) 
　※PC操作ログ、エンドポイント保護 
        MS OFFICE2016 Standrad 
ファイル共有  :  85アカウント / 容量200GB 
グループウェア  :  85アカウント 

費用　初期費用：250,000円 
　　　月額費用：272,200円 

一人当たりの利用料　3,202円/月額

◆スタッフ全員のPCをシンクライアント化。 
　訪問先、在宅からでも業務が可能になり離職率低下 
◆オンプレのファイルサーバーを廃止しクラウドに。 
　個人情報をどこからでも閲覧でき、業務効率が向上 
◆電話やFAXでのやりとりをグループウェアに統合。 
　リアルタイムな情報共有が可能になり社内連携強化



クラウドUTM

ファイル共有マイナンバー シンクラサーバー

拠点間VPN

鉄壁フィールド導入事例②

合計40人で利用 
派遣スタッフ3００人

本社：32台

社外：10台自宅：3台

※接続端末数は無制限

業種：派遣業 
導入内容：クラウドUTM、シンクライアントサーバー、ファイル共有 
　　　　　マイナンバー、グループウェア、PC操作ログ

スタッフ数：40名 
派遣スタッフ  :  300人 
本社パソコン台数：32台 
支社・自宅・営業パソコン台数：8台 

クラウドデスクトップ  :  40アカウント / 同時接続30人) 
　※PC操作ログ、エンドポイント保護 
        MS OFFICE2016 Standrad 
マイナンバー  :  340アカウント / 
ファイル共有  :  40アカウント / 容量100GB 
グループウェア  :  340アカウント 

費用　初期費用：310,000円 
　　　月額費用：207,300円 

一人当たりの利用料　5,183円/月額 
   派遣スタッフ含めると  610円/月額

◆マイナンバー管理をアナログからシステム管理に。 
　スマホからマイナンバー提出が可能となり手間を削減 
◆派遣スタッフのスケジュールや勤怠をグループウェアで。 
　多数の派遣スタッフとのやりとりが簡単になり効率UP 
◆個人情報の管理をファイル共有システムで。 
　履歴書は即座にファイルアップ後、返却で郵送費削減

派遣：300台

グループウェア

リモートアクセスVPN

支社：8台



クラウドUTM

ファイル共有クラウドPBX シンクラサーバー

拠点間VPN

リモートアクセスVPN

鉄壁フィールド導入事例③

合計68人で利用

本社：40台

支社：20台

社外：25台自宅：15台

※接続端末数は無制限

業種：通信、コールセンター業 
導入内容：クラウドUTM、シンクライアントサーバー、ファイル共有 
　　　　　クラウドPBX、グループウェア、PC操作ログ

スタッフ数：68名 
本社パソコン台数：40台 
支社・自宅・営業パソコン台数：60台 

クラウドデスクトップ  :  68アカウント / 同時接続35人) 
　※PC操作ログ、エンドポイント保護 
        MS OFFICE2016 Standrad 
クラウドPBX :  68アカウント / 
ファイル共有  :  68アカウント / 容量500GB 
グループウェア  :  68アカウント 

費用　初期費用：310,000円 
　　　月額費用：282,200円 

一人当たりの利用料　4,150円/月額

◆オンプレのPBXをクラウドPBXに移行 
　本社、支社、社外どこからでも外線、内線が可能に 
　IVR機能もランニング追加費用無しで構築可能 
◆自宅にパソコンさえあればコールセンター業務可能 
　育児や介護中であっても在宅で業務ができ離職率低下

グループウェア



「mineo」VPN-SIM 活用でより安全なモバイル接続を実現

VPN-SIM



プライベートクラウド

シンクライアント

サイバーセキュリティ

ファイル共有

2015年度のプライベートクラ

ウドの市場規模は前年度比

39.7％増の7352億円。 

3割成長を続け、2020年度の

市場規模は2兆7644億円。

2016年国内セキュリティ

製品市場は、前年比5.1％

増の2,839億円から、

2021年には3,477億円。
セキュリティサービスは

2016年の7,190億円から

2021年に9,434億円。
Source: IDC Japan, 6/2017

シンクライアント・クラ

イアント仮想化の国内市

場規模は、2015年度は

425億円、2016年度に

458億5,000万円。2020

年度には620億円。 矢野経済研究所の調査抜粋

国内のオンラインファイ

ル共有市場は、2015年度
に前年度比30％増の65億

円。2014年～2019年に

かけての年間平均成長率

を19.2％、2019年の市場

規模を122億円と予測。

鉄壁フィールドは時代のニーズにマッチしたオールインワンサービス

鉄壁フィールドには企業に必要な機能やセキュリティ対策が全て揃っています。



ベンチャー企業である弊社が大手 
並の技術力を持ち合わせ、本来大 
手には真似できない価格でプライ 
ベートクラウドの構築を実現。

大手には真似できないコストパフォーマンスを実現

プライベート 
クラウド

パブリック 
クラウド

大規模向け

小規模向け

働き方改革におけるテレワーク等の 
少人数からのニーズに応えることが 
できるプライベートクラウドは 

鉄壁フィールドだけ!!



大手には到底真似できないコストパフォーマンスを実現することにより、 
上場企業に鉄壁フィールドをOEM提供することが可能となりました。

鉄壁フィールドの代表OEM提供先

東証1部上場   株式会社ミライトグループ

現在上場企業含め多くのベンダー様が代理店加入しています。

大手ベンダーも鉄壁フィールドの販売に乗り出す



約30のWEBメディアと新聞に掲載されました。

多数のメディアも鉄壁フィールドに注目



鉄壁フィールドを開発した株式会社フィールトラストは 
地域未来牽引企業 として 経済産業省 世耕大臣 にも認定されました。

経済産業省より2,148社選定

※経産省HPより抜粋 

地域未来牽引企業は、地域内外の取引実態や雇用・売上高等を勘案し、 
地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済の 
バリューチェーンの要を担っており、地域経済牽引事業（地域の特性を 
生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を 
及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業）の中心的な担い
手候補です。

経済産業省からも注目



会社概要

・会社名　　　　　株式会社フィールトラスト 
・本社所在地　　　大阪市西区阿波座１－５－１０ 福島ビル南館４F 
・事業内容　　　　中古パソコンの販売事業、データセンタ運用事業、システム開発事業 
・設立　　　　　　2009年1月 
・代表者　　　　　代表取締役　野田　真一 
・役員　　　　　　取締役会長　楠本英材　取締役　楠本順也 
・顧問　　　　　　CPI会社力研究所 代表 長谷川和廣 
　　　　　　　　    　(元株式会社ニコン・エシロール 代表取締役社長） 
        　　　　　　　 大人の寺子屋 ENKAINA 代表 上田比呂志  
                          　　    　 (元グアム三越社長 ,  元フロリダディズニーワールド JAPANディレクター) 

・取引先　　　　　株式会社ケイ・オプティコム 
                           　　    ソフォス株式会社 
　　　　　　　         ソフトバンク株式会社 
　　　　　　　　     ダイワボウ情報システム株式会社 
　　　　　　　　　 西日本電信電話株式会社 
　　　　　　　　　 日立キャピタル株式会社 
　　　　　　　　　 株式会社ブロードリンク 
　　　　　　　　　 株式会社ミライト・エックス 

　　　　　　　　　 



株式会社フィールトラスト
ホワイトハッカー参画により新規ビジネスの展開が加速
革新的なプライベートクラウドサービス・ブロックチェーン事業を推し進める

事業内容

大手のデータセンターにはできないきめ細やかなサポート力・技術開発力を有する
突出した仮想化技術の高さにより安心、安定したクラウドサービスの提供が可能

　中古パソコン販売事業、クラウドサービス提供事業、シ
ステム開発事業を主業としている。社内には現場経験豊
富なエンジニアが複数名常勤しており、ディレクションか
らプログラムまでを社内ですべて完結することで、クライ
アントが本当に求めるシステムに限りなく近づけることが
評価されている。
　また当社はベンチャー企業では珍しい、データセンター
運用、システム開発、ハードウェア取り扱い、全てを一気通
貫で完結できる企業のため、中間マージンがほとんど発
生することなくITサービスを提供することが可能である。
自社で構築したデータセンターにおいては、格安のレンタ
ルサーバーから、従来のコストの約1/10のプライベート

クラウドまで幅広く提供することができる。コストだけでな
く突出した仮想化技術の高さにより安心、安定したクラウ
ドサービスの提供が可能であり、大手のデータセンター運
用事業者にはできないきめ細やかなサポートと、インフラ
構築からアプリケー
ション開発、さらには
マネジメントまで提供
できるサービスを強
みとしている。

　外部人材を戦略的に活用した効果もあり、当社はス
テージを成長段階へと転換しつつある。自社開発した
「テッペキFIELD」はオフィス内にあるITをまるごとクラ
ウド化し、政府が企業に求める、「 セキュリティコンプライ
アンス向上」と「働き方改革」をコスト削減しながら同時に
実現する、今までにない革新的なクラウドサービスとして
位置づけられている。
　時代の流れによって否応無しに企業はクラウド化へ進
んでいるが、クラウドの特性を理解しないまま導入が進ん
だ結果、サイバー攻撃の標的になり情報漏えい、不正送金
など 経済的ダメージと企業存続の危機に晒されている企
業も少なくない。外部からの攻撃を受けにくく、侵入されに
くいプライベートクラウドのニーズが高まっている。
　しかし、プライベートクラウドは高額な専用の機器の購
入や専任者の常駐が必要で大企業しか運用できていな
かった。そこで、当社は中小企業向けに機器の購入や専
任者が不要のバーチャルプライベートクラウド「テッペキ
FIELD」を開発した。
　月々の利用料の支払いで安心安全なプライベートクラ
ウドを利用できるサービスであり、クラウドデスクトップ機
能やファイル共有機能、グループウェア機能が搭載され
ており、国内外の拠点間の共有や取引先などのパート
ナー企業の連携も安心且つスムーズにおこなうことがで
きる。セキュリティにコストをかけることのできない中小
企業は、 業務効率とコスト削減を実現しながらサイバー
攻撃対策を万全に行うことができる。日本の企業を、そし
て情報を守る為、「テッペキFIELD」を世の中に広めてい
る最中である。
　次の展開として用意しているのがブロックチェーン事
業である。ブロックチェーンはその重要性が急速に増大
しており、2017年に入り、金融分野以外でもさまざまな
業種、業界で導入事例が見られるようになってきた。デー
タの蓄積が加速的に膨大になりつつあり、現在世界中の

データセンターは飽和状態となっている。当社ではそれ
らの問題を解決する為、ブロックチェーンを活用した、分
散型ストレージの構想と展開準備を推し進めている。
　また当社は、経済産業省が発表した「地域未来牽引企
業」2,148社の内の1社として選定された。今後は、地域
未来投資促進法などの支援施策を活用することで、さら
なる事業の発展や地域への投資・人材をさらに呼び込む
好循環の形成を目指している。

　新しいビジネスモデルで急成長を実現するため、また
市場開拓フェーズから成長ステージへと転換するために
当社は外部人材を戦略的に活用している。
　ネットワーク、システム、仮想基盤、あらゆるIT分野にお
いて幅広い知識と経験豊富なホワイトハッカーの参画で
ビジネスは加速度的に展開していった。技術開発力がさら
に強みとなり、突出した仮想化技術の高さを誇るクラウド
サービスの提供、大手のデータセンターにはできないきめ
細やかなサポートを提供するに至っている。
　また医療分野において地域包括ケアを実現する為のセ
ントラルシステムの開発もホワイトハッカーの参画により
スムーズに対応できている。
　また当社を支える外部人材として社外取締役、顧問の
存在がある。WEB業界で数十億の売上をあげている経営
者楠本英材、楠本順也氏は当社の取締役会長、取締役と

なっている。いち早く当社の技術やビジネスモデルを認め
てもらいビジネスパートナーや支援者を紹介等してもらう
等、メンター、エンジェル的な存在である。
　当社の顧問は、過去に2,400人の経営者育成、顧問、コ
ンサルティングなどを手掛けた実績を有するCPI会社力
研究所 代表 長谷川和廣氏（元株式会社ニコン・エシロー
ル代表取締役社長）である。「経営者のマインド」など全般
的な指導を定期的に受けており、非常に多くのことを教
わっているという。
　もう一人の顧問である大人の寺子屋 ENKAINA 代表
上田比呂志氏（元グアム三越社長 兼 ティファニーティッ
ク支配人）にも定期的に指導を仰いでいる。フロリダディ
ズニーの日本館長も歴任した上田氏にディズニウェイを
取り入れたおもてなし学や経営スタイルなど、経営哲学を
中心に学んでいる。

外部人材活用の成果と今後の展開

革新的なバーチャルプライベートクラウド・ブロックチェーン事業を推し進める
地域未来牽引企業として、投資、人材の好循環の形成を目指す

外部人材活用・人材投資に注力した背景

外部招聘したホワイトハッカーの効果で新規ビジネスが加速展開
社外取締役、顧問の存在が、経営力・ネットワーク力を強化
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クラウドオフィスに標準搭載しているシステム・プログラム

クラウドオフィス「テッペキFIELD」

代表取締役社長 野田 真一 氏

最先端の仮想化技術でオフィス内にあるものまるごとクラウド化!

〈代表者名〉 野田 真一
〈創業年月〉 平成21年1月
〈資 本 金〉 10,000千円
〈従 業 員〉 10人
〈業　　種〉 クラウドサービス提供事業

システム開発事業
中古パソコン販売事業

経済産業省 近畿経済産業局「中小企業の成長と投資・人材活用に関する調査」による「外部人材活用事例集」より抜粋企業紹介


