
クローズドで安全な御社専用のクラウドを驚きの価格で

株式会社フィールトラスト
経済産業省より2,148社選定



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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http://fieltrust.jp/

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座１-５-１０ 福島ビル南館４F
TEL: 06-6538-2311　FAX: 06-6538-2312

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





UTMとは「統合脅威管理」の略で、サイバー攻撃に対抗するための複数のセキュリティ 
機能を一つの箱に詰め込んだ非常に万能で優秀なセキュリティ機器の事。

社内ネットワーク
有害サイト 
をブロック

Winyなどの 
P2Pによる 
情報流出を 
ブロック

ウイルスをブロック

不正アクセスをブロック

スパイウェアをブロック

個人情報・機密情報 etc

インターネット

これまで・・・
・ファイアウォール 
・IPS(侵入検知・防御) 
・サンドボックス 
・アンチウイルス 
・アンチスパム 
・アンチスパイウェア 
・URLフィルタリング 
・メールフィルタリング

バラバラの対策で 
手間とコスト大。

UTM１台で全て 
の対策を一元化

安心・安全

本来ハード機器で構成された社内をローコストで効率良く守る為開発された『UTM』 
従来この物理的な『UTM』をクラウド環境に接続する事はできませんでした。 
そこで『UTM』というセキュリティ機器さえもクラウド化する事で、クラウド環境 
を飛躍的に安全に、そして驚くほどのローコストで実現する事が可能となりました。 

「UTM」のクラウド化でプライベートクラウドが驚きの価格で実現



支社 ハッカー 泥棒ウイルス本社 社外 海外 在宅 取引先

本社 支社 社外 海外 在宅 取引先

クラウドUTM クラウドPBX クラウドサーバー  (基幹システム)　　　　(ファイル&データ)　　　(業務アプリ)

大手データセンタ

  クラウドオフィス『 テッペキFIELD』

クラウドパソコン(メール送受信・インターネット閲覧・オフィスソフト編集・基幹システム入力・業務アプリ操作)

大手データセンタ内の【プライベートクラウド】で構築

遠隔操作でクラウドパソコンの画面を表示しているだけ
場所と端末を
選ばず , いつでも
自分の環境で
PC業務ができる

端末に情報を
持たないので
紛失時も情報

漏洩リスクゼロ

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 !!

※環境内はすべてをクラウド化している為
　物理的な機械はひとつも存在しません。

IP電話装置

テッペキFIELDとは？
様々なサイバー攻撃対策が統合的に集約されたUTMを仮想化し、経験豊富なホワイトハッカーが 
万全なセキュリティ設定を施した、まさに「鉄壁」なプライベートネットワークのこと。 

『テッペキFIELD』 
OEM提供先

株式会社ミライトグループ
東証1部上場

リモートアクセスVPN



テッペキFIELD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！！



テッペキFIELDに搭載可能なシステムプログラム

『市販のパッケージ』『オープンソース』『独自開発システム』まで幅広く導入可能

Development

システム開発オープンソース

会計 
販売

パッケージ

※弊社でシステム開発・カスタマイズ承ります。※

テッペキFIELDの優れた拡張性

※その他お客様のニーズに合わせて機能追加、開発することも可能です※

高速ファイル共有
大切な情報をどこからでも
安全に共有することが可能

大容量で安心
100GB～

機密情報
個人情報

高速ワークスペース
自分のPC環境をいつでも
どの端末からも操作可能

使い道色々
5ｱｶｳﾝﾄ～

グループウェア
ビジネスに必要な共有機能
が全て揃った高性能ｼｽﾃﾑ

みんなで共有
ID発行無制限

機密情報
個人情報

マイナンバー管理
ガイドライン完全準拠の
収集・管理・廃棄ｼｽﾃﾑ

増えても一律
保管料永久無料

マイナンバー

個人情報

クラウドPBX
拠点間の内線通話を可能に
し、通話料のコスト削減



テッペキFIELDの４つの活用シーン

リモ
ート
アク
セス
VP
N

①スタンドアローン型システムのセキュアなクラウド化

会計 
販売

クラウドUTM

リモ
ート
アク
セス
VP
N

②ネットワーク型システムのセキュアなクラウド化

クラウドUTM

クラウドサーバー  (基幹システム)　　　　(ファイル&データ)　　　(業務アプリ)

リモ
ート
アク
セス
VP
N

③WEB型システムのセキュアなクラウド化

クラウドUTM インターネット

リモ
ート
アク
セス
VP
N

④ファイルサーバーのセキュアなクラウド化

クラウドUTM

officeソフトや会計ソフトなどPCにインス 
トールするタイプのシステムも利用可能です。

windowsサーバーにインストールするタイプ 
のシステムもまるごとクラウド化が可能です。

Linuxなどに構築するWEBシステムも外部公開 
することなく安全に利用することが可能です。 社内しかアクセルできなかったファイルサーバー 

もどこからでも安全に利用することが可能です。



ASP型システム(パブリッククラウド)とも安全に繋がる

リモートアクセスVPN

ASP型システムとセキュアに固定IP接続

ASP型システムの認証サーバーとしてセキュアに接続

インターネット

リモートアクセスVPN

インターネット

認証サーバー

クラウドUTM

クラウドUTM

社内でしか使えなかった固定IP制限されたASP型システムも 
どこからでも安全にアクセスすることが可能となります。

固定IP

クライアント認証をクラウド上に構築することに 
より、端末にしばられることなく安全にアクセス 
することが可能となります。



ローカルからクラウドまで完全閉域なモバイル環境を実現!!

simフリー端末 VPN-SIM

「mineo」VPN-SIM 活用でより安全なモバイル接続を実現



テッペキFIELDの万全のサポート体制

※オプションのオンサイト、コールセンターサポート加入いただく必要があります。


