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このカタログは2017年2月現在のものです。

お問い合わせ先
ソフトバンク コマース＆サービス 事業所一覧

●本社 〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル20F
●北海道オフィス 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西4-6-1 札幌大通西4ビル
●東北オフィス 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア
●銀座オフィス 〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル7F
●静岡オフィス 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-1 水の森ビルlOF
●名古屋オフィス 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-2-7 名古屋東宝ビル
●大阪オフィス 〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル
●広島オフィス 〒730-0016 広島県広島市中区幟町13-11 明治安田生命広島幟町ビル6F
●福岡オフィス 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勧筑紫通ビル6F

HPE Aruba 無線LANソリューション 
製品カタログ

３つのメニューから作業内容を選択いただけます

ソフトバンク コマース＆サービスが選ばれる理由

お客さまの作業コストと時間の短縮を実現いたします

menu

1 ソフトバンク コマース&サービスが
Arubaをおススメする理由

エンタープライズグレードのWi-Fiアクセス・ポイント

基本保守サービス（初年度購入必須） オンサイト保守サービス種 別

体 制

内 容

基本保守サービス（初年度購入必須）

■アクセスポイント (AP)/
インスタントアクセスポイント (IAP)
ソフトウエアライセンス

ご指定のファームウエア
バージョンにてお届けします！

■コントローラ

種 別

体 制

内 容

●月～金 9:00～17:00
　※祝祭日および
　　弊社年末年始休暇を除く●月～金 9:00～17:00

　※祝祭日および
　　SBC&S年末年始休暇を除く

※15時迄に障害確定した場合は、当日に発送します。
15時以降の場合は、翌営業日に発送します。

●テクニカルサポート
●ソフトウエア保守
● ハードウエア先出センドバック保守
（ソフトウエアライセンス除く）

※15時迄に障害確定した場合は、当日に発送します。
15時以降の場合は、翌営業日に発送します。

●テクニカルサポート
●ソフトウエア保守
● ハードウエア先出センドバック保守
（ソフトウエアライセンス除く）

機器に故障が発生した際、保守作業員が
故障機器の設置場所を訪問し、
持参した代替機器との交換作業を行います。

＜対象製品＞ HPEネットワーク・HPE L2&L3 BOX型スイッチ各種

ご希望内容に合わせた作業後に納品

※シャーシ型スイッチにつきましては個別ご相談ください。

●平日対応オンサイト
月～金 9:00～17:00

　※祝祭日および
　　年末年始を除く

●24H365D対応オンサイト
24時間365日

　※テクニカルサポートは
　　9:00～17:00対応

menu

2
ハードウエア
オプションモジュールの
組込作業をお受けします！

menu

3 ファーム更新後に、ポート疎通の
チェックを行います！

豊富な経験を元にした
さまざまな機能で
安定・快適なWi-Fiを提供

ClientMatch/AirWave

ソフトバンク コマース＆サービス サポートサービスメニュー
以下のサポートサービスをご用意しております。

Aruba サポートサービスメニュー

HPEネットワーク スイッチ・キッティングサービス

上記サービスに関する詳細とお見積り等に関するお問い合わせにつきましては、
ソフトバンク コマース＆サービス担当営業までご連絡ください。

機器納品・検品

ソフトバンク コマース＆サービス株式会社 倉庫※ ※SBフレームワークス株式会社

構成確認・
作業指示書

確認
ファームウエア

更新 他
最終チェック

出荷

業界初のダイナミック負荷分散機能でパフォーマンス向上
AirWaveにより、無線LANサービスの可視化が可能

導入規模に応じた
柔軟なWi-Fiソリューション

コントローラ/AP/IAP/RAP
コントローラ、各種アクセスポイントを導入する
ネットワーク構成や、
拠点の規模に応じた柔軟なWi-Fiサービスの展開が可能

内臓ファイアウォールで
セキュアなWi-Fi環境を提供

集中制御/ファイアウォール内蔵
セキュアな802.1x認証と端末やユーザー情報に基づいた
Role-Baseアクセス制御を実現

安 全 性
認証や位置情報など、
Wi-Fiに付加価値を付ける
ソリューション

ClearPass/Meridian
ClearPassによる社内認証基盤の統合化で今までよりセキュアな
ネットワークを構築可能
ClearPassによる高度なゲストアクセス
MeridianとBeaconの位置情報サービス

付 加 価 値

安 定 性 柔 軟 性

・全国エリアへの営業支援
・プロダクト専任SEによる技術支援
・検証機器貸出サービス支援
・セミナー開催やキャンペーン案内等、各種プロモーション支援

導入前 ・豊富な在庫により納期短縮支援
・設計構築サービス支援導 入 ・万一のときにも安心の

自社保守サポート体制導入後
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Internet

Internet

エンタープライズ・グレードの802.11ac対応アクセス・ポイント
(AP)は、屋内外のさまざまなWLAN環境に卓越したWi-Fi
パフォーマンスを提供します。柔軟な配置オプションを備えた
これらのAPは、Arubaモビリティ・コントローラで一元的に管理
することも、Aruba Instantモードで運用することもできます。

アクセス・ポイント

エンタープライズグレードのWi-Fiを簡単に安全に提供します。
最新の802.11acテクノロジーをベースとするAruba Instant
アクセスポイントは、迅速なセットアップ、標準装備された管理用
ダッシュボード、ギガビットクラスのWi-Fi速度をオールインワン
でご提供します。（日本語GUI対応）

Aruba Instant AP

Aruba Centralは、クラウドで実行する便利な企業向けSaaSサー
ビスです。Aruba Central を使用すると、Aruba Instant APだけ
でなく、Arubaスイッチも、簡単かつセキュアに、さらにコスト効率
に優れた形で管理することができます。

Aruba Central -クラウドでのネットワーク管理

Management

Edge Access

Control

Remote AP Access Point

コントローラ

スイッチ

デバイス

Instant AP
（コントローラ内蔵AP）

Aruba CentralClearPass AirWave

Access Device

Virtual Intranet Access (VIA)クライアントは、ホームネットワーク
や公共無線LAN/3G回線などから、複雑なログイン操作なしで
VPNアクセスの認証と接続を行います。IPsecとSSLの両方に対応
し、社内ネットワークヘの最適な接続方法を自動的に選択します。
Windows、Mac OSX、Apple iOS、Androidで利用可能です。

VIAアクセス・クライアント

Aruba
製品シリーズ

ネットワーク
イメージ

Arubaスイッチは、モバイルファーストのキャンパスにパフォーマン
スと信頼性をもたらします。業界最先端のArubaスイッチは拡張性
とセキュリティに優れ、HPE Smart Rate Multi-Gigabitポートに
よる高速接続が特長です。

Arubaスイッチ

屋内、屋外、無線、有線を問わず、ネットワーク上のデバイスや
ユーザー、アプリケーションを認識して、一元的な管理を実現
します。また、最大32,000台以上のデバイスを同時収容できる
パフォーマンスを備えています。

モビリティ・コントローラ

AirWaveネットワーク統合管理は、複数の拠点で構成された有線
および無線ネットワークを一元管理する唯一のネットワーク
運用システムです。アクセス・インフラストラクチャ全体を細かく
可視化し、あらゆるベンダーの複数世代の製品で構成された有線
および無線ネットワークを管理します。さらに、モバイル・デバイス
とアプリケーションの状態を驚くほど詳細かつ明確に可視化
することができ、旧型Wi-Fiから最新の802.11acまで、さまざま
な製品を管理します。

AirWaveネットワーク統合管理
―あらゆる場所のあらゆるものを可視化

ClearPassは、マルチベンダー・ネットワークにおける今日のモビ
リティの課題を解決するために、従来の認証システムをコンテキ
ストアウェアなポリシーで置き換えるという斬新な手法を取り
入れました。さらに、ユーザー、セキュリティ、ビジネスのニーズ
の進化に合わせた拡張性と適応力を持ち合わせています。

ClearPass統合認証基盤システム
―モビリティを想定したポリシー管理

先進国の顧客は90%以上の時間を屋内で過こし、顧客の55%が
Wi-Fi対応スマホを所有しています。こうしたアクセス可能な巨大
市場が存在し、位置情報をもとにしたモバイル・マーケティング
を導入しようとしている企業が世界中で増加しています。モバイル
エンゲージメントを利用することで施設を運営する企業は、顧客
の承諾を得たのちに顧客の施設内位置情報に基づいて、適宜、
当該顧客のモバイル機器に対して嗜好に適合したデジタルサイ
ネージを用いた広告や通知、精緻な施設内ナビゲーションを配信
できるようになります。

Arubaモバイルエンゲージメント

IAPは単独でも優れた管理機能をもっていますがどうしても限られた性能になります。
必要な要件にあわせて、既存のIAPはそのまま使いながら、コントローラ管理、クラウド管理に移行できます。

ハイブリット管理の拡張性

無線LANは、認証、制御、管理によって有線LANよりも安全な環境へと進化しており、“無線LANはセキュリティが不安”という声は
過去のものになっています。多様化するモバイル・デバイスの活用に欠かせないインフラとして、安定した無線LANの構築は不可欠です。
アルバネットワークスは、さまざまなシーンに対応する幅広い製品ラインアップ、無線通信の最適化や直感的な運用管理を実現する
統合的な基盤によって、お客さまが求める高品質、高信頼のユーザビリティに加えて、高いユーザーエクスペリエンスを実現しています。

安心して使える高信頼のモビリティ・ネットワークを
総合的な基盤とともに構築

検疫
自動
プロビジョニング


