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大企業のお客さま向けサービス

KDDIは、システム稼働率99.999%の「KDDI Wide Area Virtual 

Switch」や、クラウド化されたセキュリティ機能を持つ「KDDI 

Wide Area Virtual Switch 2」などのイントラネットサービス、お
客さまのニーズに柔軟に対応したシステム稼働率99.99%の高
い信頼性と柔軟な拡張性を兼ね備えたクラウド基盤サービス
「KDDIクラウドプラットフォームサービス」を提供しています。 
大容量バックボーン閉域イントラ網とインターネットへの接続を
標準装備し、お客さまの用途に応じて、パブリッククラウドやプラ
イベートクラウドとしてご利用いただけます。クラウドサービス
「Office 365 with KDDI」は、使い慣れたOffice環境をPC・クラ
ウドの両方で利用でき、さらに、企業のお客さま向けに設計され
たメール、オンラインストレージ、Web会議を含むクラウドサー
ビスを、さまざまなデバイスから安全にご利用いただけます。 
また、ワークスタイルの多様化やBCP（事業継続計画）対策とし
て、各種リモートアクセスサービスもご提供しています。

中小企業のお客さま向けサービス

「KDDI まとめてオフィス」グループは、auや固定電話などKDDI

の通信サービスはもちろん、PCや複合機の導入、レイアウトの
変更、災害対策など、オフィスに必要なものをまとめて提供しま
す。また、中小企業のお客さまにおいても需要が高い、スマート
デバイスとクラウドサービス「Google Apps for BusinessTM」を
セットで導入することにより、外出先でも、メール、スケジュール
管理、ドキュメント編集などが可能となります。KDDIは、ICT環
境の整備を通じて、効率性向上やコスト削減、業務環境の変革
を実現し、全国の中小企業のお客さまの事業発展に貢献してい
きます。

Services for Large Corporate Customers

KDDI offers Intranet services, including the “KDDI Wide Area 

Virtual Switch,” which offers 99.999% availability, and the  

“KDDI Wide Area Virtual Switch 2,” with cloud-based security 

functions. The “KDDI Cloud Platform Service” is a cloud-based 

infrastructure service that responds flexibly to customer needs, 

comprises highly reliable systems offering 99.99% uptime, and 

is easily expandable. Operating as a closed-area intranet with a 

high-capacity backbone and Internet connectivity as standard, 

the service can be used as a public cloud or a private cloud, 

according to a customer’s requirements. Our “Office 365 with 

KDDI” cloud service allows customers to use the Office environ-

ment they are familiar with, operating either from a PC or the 

cloud. The service also gives customers safe access from vari-

ous devices to cloud services designed for corporate clients, 

including e-mail, online storage, and web conferencing. KDDI 

also offers various remote access services tailored to increas-

ingly diverse working styles and to match business continuity 

plans (BCPs).

 

Services for Small and Medium-Sized Businesses

In addition to KDDI telecommunications services such as au and 

fixed-line telephony, the “KDDI Matomete Office” group provides 

many other things that offices need, such as sourcing PCs and 

printers, revising layouts, and preparing disaster countermea-

sures. Demand from small and medium-sized businesses is also 

high for the smart devices and “Google Apps for BusinessTM” 

cloud services that we provide as a set, giving customers access 

to e-mail, schedule management, and document editing even 

when away from the office. By increasing efficiency, reducing 

costs, and transforming operating environments through the 

creation of ICT environments, KDDI contributes to the business 

development of small and medium-sized corporate customers 

throughout Japan.
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場所／時間に応じた最適な業務環境
Business environments optimized for

time and location

シンプルで安心な ICT環境
Simple yet secure ICT environment

海外／出張先
When overseas or 
on a business trip

自宅
At home

移動中／外出先
When traveling or 
out of the office

オフィス内
In the office

ネットワーク Networks

LTE、WiMAX、グローバルネットワークなど
LTE, WiMAX, global networks, etc.

データセンター Data centers

TELEHOUSE、KDDI提携データセンターなど
TELEHOUSE, tie-up data centers, etc.

アプリケーション Applications

SFA、グループウェア、他社クラウドなど
SFA, groupware, other companies’ clouds, etc.
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デバイス Devices

どのデバイスからも
プラグイン的に目的に到達できる。

Just plug in any device to reach your destination.  

KDDIが実現するシームレスな ICTソリューション　KDDI Bringing about a Seamless World of ICT Solutions

データセンター、デバイス、アプリケーションを、高い信頼性と高品質のマルチネットワークで、ワンストップかつシームレスにご提供します。
KDDI combines data centers, devices, and applications into seamless, one-stop “Multi-networks” that deliver high levels of reliability and product quality. 

ビジネスに最適な環境をワンストップで

KDDIは、お客さまニーズに合った働き方を実現するさまざまな
サービス、ソリューション、デバイス、ネットワークを、企業向けに提
供しています。お客さまは、オフィスではPC、外出先ではスマート
フォンやタブレット端末などの「マルチデバイス」を活用し、「マルチ
ネットワーク」が実現する最適なネットワーク環境を通じて、業務に
必要なアプリケーションを、安心・安全、かつシームレスにご利用い
ただけます。KDDIは、多様なビジネスシーンに役立つ機能やアプ
リケーションを、場所を問わずにご利用いただけるよう、スマートデ
バイスやクラウドサービス、安心のセキュリティサービスを連携さ
せることで、外出先でもオフィス同様の環境を提供します。

One-Stop Optimization of Working Environments

KDDI offers a host of services, solutions, devices, and networks 

to achieve a working style that best meets a client’s needs. Our 

“Multi-device” approach that enables customers to use PCs in 

the office and smartphones or tablets when away, combined 

with “Multi-network” optimal network environments, delivers the 

applications that customers need to operate in a safe, secure, 

and seamless manner. KDDI provides a wealth of smart devices 

loaded with functions and applications that can be used in 

diverse business settings irrespective of location. We use secu-

rity services to safely link smart devices with KDDI’s cloud ser-

vice so that customers can take advantage of environments like 

those they use in the office even when on the go. 

Business Solutions Segment
ビジネスセグメント

企業の ICT環境をトータルにサポート
Providing Total Support for Corporate ICT Environments

KDDIは、変化し続ける市場環境に応じて、お客さまへ新しいワークスタイルの提案を行い、さまざまなパートナー企業
と連携して、お客さまニーズに合ったサービス・ソリューションをワンストップで提供します。
KDDI is responding to ongoing changes in the operating environment by proposing new styles of working to its customers 

and, through liaisons with various corporate partners, providing one-stop services and solutions to match clients’ needs. 
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