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導入事例
セキュリティを高めつつどこでも
業務ができるようになりました。
今回の「お客様の声」では、株式会社アスラボ
のご担当者様にご協力いただきました。
『都市と地方とが繋がる農園』や、住民同士の
コミュニティを活発化させる『コレクティブレジ
デンス』等、様々なシェアハウスや商業施設を
運営している企業様です。

会社名

株式会社アスラボ

本社

東京都港区北青山3-12-13 北青山3丁目ビル3階

設立

2010年（平成22年）6月1日

資本金
従業員数
URL
お客様のご紹介
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4,000万円
20名
http://www.asulabo.jp/
私たちアスラボは、民間企業として、
ビジネスの力を以てこれからの豊かさとは何かを探究し、
社会を変革する仕組みを創り出していきたいと考えます。
将来的には社会的意義と収益性の両面において、
世界最高レベルの企業として認められることを目指して
います。

■サービス導入以前の問題点
セキュアSAMBAを導入する前は、2点問題がありました。
1点目はセキュリティについてです。これまでは社内に共有用のファイル
サーバーを構築しておりましたが、紛失や故障といった問題が起きないか
心配でした。
2点目は、外出先でのファイル閲覧・更新です。営業の者を中心に外出する
ことが多い業界なのですが、外出時にお客様からの申し込みがあった際、
お客様情報を管理表に記入することができず、対応スピードが遅くなってし
まいがちでした。
■サービス導入のきっかけ
上記のような不安や問題点がある中、情報システム担当の前任者が退職
しました。
担当が私に替わったタイミングで、これからは多少費用がかさんだとしても
社内でサーバー管理をせずに、セキュリティや運用サポートがしっかりして
いる会社に管理を頼もうと思い、いくつかの会社様のサービスを検討し始
めました。
■サービス導入の決め手
DropboxやAmazonのクラウドサービス等をアイミツとして考えていましたが、
無償サービスのためセキュリティ面で不安が払拭できなかった点や、為替
の変動により値段が変わる点が懸念点となっておりました。
そのような中、セキュアSAMBAのデモを利用してみたところ、社員から利用
しやすいという声があったことや、管理画面も使いやすかったため導入する
ことにしました。
■導入後の効果・ご感想 （導入前の問題がこのように解決したなど）
デスクトップ・ノートパソコン・Surface で利用しているのですが、社内はも
ちろんのことID・パスワードがあればどこでも利用できる点はいいですね。
あと、スマートデバイスからもアプリにて利用できるということですので、今
後社内から要望があれば順次利用していきたいと思っています。
サービスではありませんが、営業さんの対応もいいですね。
IT専門の者ではないので、なにかIT関連で聞くことがある際に、営業担当
である杉山さんに相談すると、しっかりとレスが返ってくるので、そのあた
りも含めていいなと思っております。
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導入事例
研修会や勉強会の情報を、早く・
正確に共有することが可能に
今回は、医療法人フェネスト様に取材をさせ
て頂きました。
一般歯科医の方だけでなく、必要に応じて専
門医の方も含め複数の医師の判断が介在し、
最適の治療を施しています。

会社名

埼玉県和光市 丸山台1-10-5 和光MHビル2階

設立

1997(平成9)年 4月

URL
お客様のご紹介
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また、共有データを私用スマートデバイスから閲覧したいという従業員もい
たため、そういったニーズにも対応したいと考えておりました。
■サービス導入のきっかけ
インターネットで上記のような要件を満たしてくれる情報共有ツールを探し
ていたときに、御社提供のグループウェア『Digitalink Knowledge Suite』を
発見し、問合せをしましたが、容量の問題で動画を共有できないということ
で、代わりにセキュアSAMBAを紹介して頂きました。

医療法人 フェネスト

本社

資本金

■サービス導入以前の問題点
セキュアSAMBAを導入する前は、無料グループウェアで各診療室の研修
会や勉強会等の情報共有を行っておりました。研修動画も一緒に共有しよ
うとしていましたが、容量制限があり共有することができなかったので、そう
いった部分を改善できればと考えておりました。

500万円
http://www.fenest.com/
フェネストは、ラテン語で fenestra（窓）からきています。
私達は、空に大きく開き、明るい日射しが入りこむ窓のよ
うに、皆様が来院しやすく、明るくて暖かい医院を作って
いこうとの願いをこめて名付けました。
当院では一般歯科医だけでなく、必要に応じて専門医ら
が共同で患者さんの治療方針を検討していく体制を敷い
ています。つまり、ひとりの医師の治療方針に片寄ること
なく、複数の医師の判断が介在して、あなたに最適の治
療を施そうと考えているのです。

セキュアSAMBAの話を聞いてみると、『動画の共有』や『スマートフォンから
の閲覧』が可能なうえ、『役職等に合わせた閲覧権限』も設定できるというこ
とだったので、本格的に検討することにしました。
■サービス導入の決め手
ストレージの容量に応じた課金の料金体系やユーザー毎にパスワードが
割り振る事ができる点、閲覧権限の付与といった機能があった為です。
あと、スマートフォンで利用できる点も決め手の一つです。
■導入後の効果・ご感想 （導入前の問題がこのように解決したなど）
問題点として挙がっていた、情報を早く正確に共有する事はもちろん改善
されました。
また、導入してから誰がいつ情報を閲覧したのかがログ機能で確認でき
る点が、非常に便利だと感じます。
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導入事例
社内サーバのバックアップ対策を
セキュアSAMBAで解決！
今回の「お客様の声」では、ジェイアール西日本不動
産開発株式会社のご担当者様にご協力いただきまし
た。
ビル・高架下開発、マンション・住宅開発、用地管理な
ど、JR西日本エリア全域において人が集まる空間の
総合プロデュース企業様です。

会社名
本社
事業内容
設立
資本金
URL
概要

ジェイアール西日本不動産開発株式会社様からの
コメント
社内サーバの障害対策として、各サーバごとにテー
プでバックアップを取り、社内の金庫にしまうという作
業を業務の担当と分担して毎日行っていましたが、
保管場所であるビル自体に何かあった場合、結局
データ紛失に繋がってしまう恐れがあるため、新たな
対策としてデータセンタへのバックアップを検討して
いました。
なかなか価格的に見合うものがなく、既存の方法か
ら脱却できない状態でしたが、丁度インフラのコスト
削減をきっかけにスターティアさんからご提案をいた
だき、検討することになりました。正直価格を聞いた
ときは冗談かと思いました。

ジェイアール西日本不動産開発株式会社
兵庫県尼崎市潮江1-1-60
駅ビル・複合商業施設開発 高架下開発 住宅開発
仲介・鑑定・コンサルティング 用地管理
昭和40年3月1日
620百万円
http://www.jrwd.co.jp/

社内のバックアップサーバと、セキュアSAMBAをVPNで接
続し、夜間に自動でデータ転送を行う方法を、既存のバック
アップの代替策として導入しました。
その結果、想定していた価格よりもかなりコストを抑えた形
で導入でき、懸念していたデータ紛失の悩みと作業負担が
解消されました
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コンサルティング内容
社内のバックアップサーバと、セキュアSAMBAをマネージドゲートでVPN接続し、夜間に
自動でデータ転送を行う方法を、既存のバックアップの代替策として導入しました。
導入後の効果
想定していた価格よりもかなりコストを抑えた形で導入でき、懸念していたデータ紛失の
悩みが解消されました。また同時に日々のバックアップ作業の負担からも開放され本当
に助かっています。
新システムのカットオーバー時期でもありましたが、人的コストも、実質コストも、うまく流
用できることとなりました。

お客様の声（感想）
今後も会社の展開に応じてデータ容量が増えてくることが想定されるため、増強や増測の
提案など随時サポートをお願いしたいと思っています。
他社とは違った見地から企画を持ってきてもらったので、今後もさまざまな提案に期待して
います。特に当社の業務は特殊なところもあるので。
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導入事例
業務の中核となるファイルサーバを、
データセンターで安心運用
今回の「お客様の声」では、株式会社 IMAGICA TVの
ご担当者様にご協力いただきました。
1996年の開局以来、放送事業としてCS衛星放送、
CATV局、IP放送向けに「洋画★シネフィル・イマジカ」、
「食と旅のフーディーズTV」、「歌謡ポップスチャンネ
ル」の3chの運営をおこなう他、映像コンテンツの企
画・制作・販売、「Cinefil imagica」ブランドのDVD出版、
劇場配給、ライセンス事業、ホテル向け映像配信事業、
スマートフォンやタブレット端末に向けた情報配信
サービス「DAFLOID」など、など、幅広く事業展開を
行っていらっしゃいます。
会社名
本社
事業内容
設立
資本金
URL

株式会社 IMAGICA TV
東京都港区白金台三丁目19番1号 興和白金台ビル

サービス導入以前の問題点
以前は自社でファイルサーバを構築し、運用しておりました。
しかし東日本大震災を経験しBCP対策全般の見直しや、有事の際に通勤
ができない社員への対策、また、自社でサーバを所有し続けることのデメ
リットやリスクを考え、データセンターでの運用を検討
しました。
また、ほぼ同タイミングで、グループ全体でのITルールの見直しや
セキュリティ統制の話もあがっており、データを持ち歩かず社外からサーバ
へセキュアにアクセスする環境を構築する必要がでてきたことから、御社
へご相談させて頂きました。
サービス導入の決め手
すでに御社とはグループ会社含め長いお付き合いがありましたので、
サービスや営業担当者の対応には安心感がありましたね。
検討時、他社サービスも調べましたが、価格的にも御社のサービスが適正
でした。

DVD出版、ライセンス事業、映像配信事業 他

平成18年3月31日
1億円
http://www.imagicatv.jp/

概要
検討時、他社サービスも調べましたが、価格的にも御社の
サービスが適正でしたね。
業務の中核となるファイルサーバを、データセンターで
安心運用・保守メンテナンスまでお任せできる、という点には
とても満足しております。
© 2015 Startia, Inc. All Rights Reserved.

導入後の効果・ご感想 （導入前の問題がこのように解決したなど）
まだ段階的に導入をしている状態ですが、
不明点があった際にはサポートや
営業担当に確認しながら進めさせていただいております。
業務の中核となるファイルサーバを、
データセンターで安心運用・保守メンテナンスまでお任せできる、
という点にはとても満足しております。
これからもよろしくお願い致します。
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導入事例
全国7拠点のオフィスから接続業務の要である
ファイルサーバを安心データセンターで運用
今回の「お客様の声」では、
ベイシスホールディングス株式会社のご担当者様に
ご協力いただきました。
移動体通信システムに特化したエンジニア集団として、
急成長中の株式会社サイバーコネクション様。北は札
幌から南は福岡まで全国展開されており、 IT関連の
新規事業にも積極的に取り組まれております。
海外進出もされており、国内外での活躍をしていらっ
しゃいます。
ISMS認証取得。

会社名

東京都品川区北品川1-9-2 TOKYO YBビル5F

設立

2000年(平成12年) 7月19日

URL
お客様のご紹介

ご検討いただいたきっかけ
弊社の要望に合うサービスを検討するため、複数のサービス業者やキャリアに
問い合わせをいたしました。
実際の使用感を確認するため、デモの試用なども積極的に行いましたね。
そうした中の一社にスターティア様もいらっしゃった訳ですが、 営業担当の方が
丁寧に対応して頂き、サービススタート後の運用も非常にイメージしやすかった
印象があります。

ベイシスホールディングス株式会社

本社

資本金

サービス導入以前の問題点
まず運用面についてですが、以前は自社内にファイルサーバを置き、
何かがあった際の対応は私が行っておりました。
もともとファイルサーバを導入した際は、ネットワークに詳しい前任の担当が
おりましたが、 現在は、社内に詳しい人間がいなくなってしまったという点を
少し懸念しておりました。
また、2011年3月の震災を経験し、社内にサーバを置いている状態はリスクが高い
という声が社内であがり、耐震設備がしっかり整っているデータセンターで
ファイルサーバを運用したいと考えました。

サービス導入の決め手
総合的にバランスが取れていたところですね。 弊社で求めていた要件を全て
満たしており、且つ、価格も良かったので、 御社を選定させて頂きました。

93,470,000円
http://www.basis-hd.jp/
社内にサーバを置いている状態はリスクが高いという声が
社内であがり、耐震設備がしっかり整っているデータセン
ターでファイルサーバを運用したいと考え、導入いたしました。
ファイルサーバは社員が毎日利用しますし、業務の要となる
サーバです。安心できる環境で運用できていることに、
満足しております。
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導入後の効果・ご感想
全国に7拠点ある各オフィスからも問題なくアクセスし、運用しております。
運用開始時にあたってのデータ移行も移行スケジュール通り、
スムーズに行えましたね。
また弊社は社員数や部門も多いため、各ユーザーの権限設定なども活用させて
頂いております。
ファイルサーバは社員が毎日利用しますし、業務の要となるサーバです。
安心できる環境で運用できていることに、満足しております。

5

導入事例
全国11拠点から接続
高速でセキュアなデータ共有が実現

サービス導入以前の問題点と導入後
専用線を使ったIP−VPNを利用しており、速度が遅く、
CADなどファイル共有がまともに行えていなかった。
サーバの管理者を社内におくことが出来ず、各拠点（11拠点）に
サーバを導入していたので各拠点ごとに、サーバの保守費用も1台ごとに
今回の「お客様の声」では、
掛かっていた。そのため拠点間のデータ共有を行いたくても実現が
共生機構株式会社のご担当者様に
難しい状況が続いていた。
ご協力いただきました。
セキュアSAMBAを導入したことで、
ブロードバンド環境で高速なデータ共有をセキュアな環境で実現し、
建設技術に関する調査・分析・開発・製造など、
建設総合サービスを展開されていらっしゃいます。 通信費用だけでなくサーバの保守費用もかからなくなり、
大幅なコスト削減にも成功しました。

会社名

共生機構株式会社

本社

東京都新宿区新宿1-23-1 新宿マルネビル

設立

昭和55年8月8日

資本金
URL
お客様のご紹介

288,000,000円

コンサルティング内容
●セキュアSAMBAで、ブロードバンドの高速なインターネット環境で
セキュアに通信を行い、ExｃelやCAD、写真のデータを共有行う。

http://www.kyosei-kk.co.jp/

●セキュアSAMBAを導入してもらうことにより現在掛かっている
通信コスト及びサーバの保守費用の大幅削減を実現させる

(1) 建設技術に関する情報・知識の調査・分析・開発・およ
び出版
(2) 建設資材の研究・開発・製造・および販売

導入後の効果
●高速なブロードバンド環境でセキュアなファイル共有を実現。

(3) 建設工法の研究・開発および普及

●通信費やサーバの保守で掛かっていたランニング費用の
大幅なコスト削減

(4) 電算ソフトウェアの開発普及とそれによる計算サービス

●ホスティングサービスを利用することによるご担当者様の負担の軽減
(5) 上記各号に関係付帯する各種事業
全国11拠点で展開されております。
（東京本社、札幌、山形、新潟、長野、三島、
大阪、香川、広島、福岡、富山）
© 2015 Startia, Inc. All Rights Reserved.

6

導入事例
150校との状況共有を“速く、確実に、安全に”

大阪府 府民文化部
私学・大学課 様

今回の「お客様の声」では、
大阪府 府民文化部 私学・大学課のご担当者様にご協力いただきました。
大阪府 府民文化部 私学・大学課様は、
大阪府内にある私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校など
の私立学校に関する様々な事務をはじめ、
公立大学法人大阪府立大学や財団法人大阪府育英会奨学金、
宗教法人に関する事務を行っています。

会社名
お客様のご紹介

大阪府 府民文化部 私学・大学課 様
大阪府内にある私立の幼稚園、
小学校、中学校、高等学校、専修学校などの
私立学校に関する様々な事務をはじめとした事務を
行っています。
セキュアSAMBAを各私立学校との情報共有に活用し、
業務効率の向上を実現いたしました。
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サービス導入以前の問題点
各私立学校との情報交信を円滑かつスピーディーに行いたいと
考えていました。業務によっては、大容量のデータもあり、郵送や
直接の受け渡し等のやり取りを行っていました。
また、一過性のデータではなく、変更や更新など、
何度も往復しなければならないもの多く、その都度、当課も学校側も手間のかかって
いましたので、即時性が期待でき、かつ、情報交信の省力化ができる方法がないもの
か、と思っていました。
ご検討頂いたきっかけ
情報交信を行う上で、電子メールでは添付できる容量も少なく、
誤送信のリスクもあったことから、ＣＭSによる情報共有サイトの利用や、
独自でのサーバー設置などを検討しましたが、メンテナンスやコストなどの
面で見送りました。
弊社の要望に合うサービスを探す中で、
御社サービスのホームページを拝見し、料金が比較的安く、
他社の導入事例を見て、探していたサービスのイメージに近いと思い、
お問い合わせをいたしました。
サービス導入の決め手
導入前の相談に細かく対応して頂けた、というのが大きいですね。
システム上の確認事項などにも、迅速にご対応頂きました。
性能面では、「アカウント無制限」というのがいいですね。
ユーザーが増えた際の拡張性も評価しました。
現在は、ウェブブリッジを利用していますが、「速く、確実に、安全に」という
要件を十分満たしていると思います。
導入後の効果・ご感想
今現在、試行錯誤しながらの運用段階ではありますが
約150校との情報交信に利用しております。
今後、運用状況をみながら、実施範囲の拡大を行っていきたいと
思っています。
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