
★━ アーツネットウェーブ VPN ニュース〔2018.5〕━★ 

いつもメルマガを読んでくださりありがとうございます。 

アーツネットウェーブ メルマガ担当/杉浦です。 

法人様向けネットワークに関するお役立ち情報を 

お届けします。 

本メールは、アーツネットウェーブのお客様、 

協業先様、以前名刺交換をさせていただいた方、 

及びイベント・セミナーへお越しいただいた方に 

配信しております。 

. ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■本日のお知らせ（目次）■■ 

 

１）無線 LAN を再構築して、工場全体で 

使えるようにしたい【事例】 

 

２）お客様環境への影響は 小限でデータセンターの 

入れ替えを行いたい【事例】 

 

３）クラウドサービス・AWS との VPN 通信 

～自社での検証～【事例】 

 

４）6/13（水）一日のみ 

「CloudDays」に出展します【イベント】 

 

５）「ネットワークお助け隊！」WEB サイト 

事例アクセス数ランキング【PR】 

 

６）NTT 東西からのお知らせ・ 新情報【NTT】 

 

７）今月のひとこと（太郎良 浩次） 

～新規のお客さまからのお問合せ～ 

 

８）ネットワークエンジニア VPN サポート日記【ブログ】 

 

───────────────────────── 

１）無線 LAN を再構築して、工場全体で 

使えるようにしたい【お困りごと解決事例】 

───────────────────────── 

 

＜お客様からの相談内容＞ 

「現在、自社で構築した無線アクセスポイント（無線 AP）を 



3 台置いているが、使えたり使えなかったりの状況で、 

とても業務では使えない状態となっている。 

 

社内に詳しい人はいるが、 

忙しくてなかなかつかまらず、何かあった場合の担当は、 

総務である自分となっているが、 

詳しくないため対応に困っている。 

 

現状の無線 LAN を見直し、本格的に無線 LAN を導入し、 

工場全体を無線 LAN 化したいと考えている。」 

 

こちらのお困りごとへの解決策は？ 

 

★ 続きを読む （ネットワークお助け隊！WEB サイト）★ 

http://nw-otasuketai.com/archives/1123  

 

───────────────────────── 

２）お客様環境への影響は 小限でデータセンターの 

入れ替えを行いたい【お困りごと解決事例】 

───────────────────────── 

 

＜システム会社からの相談内容＞ 

「お客様が現在利用しているデータセンターと 

各拠点を繋ぐネットワークが提供終了となるため、 

新たに受け皿となるデータセンターと 

ネットワークの再構築が必要になる。 

 

お客様のパソコンの設定変更が発生しないように、 

お客様環境への影響は 小限でおさえたい。」 

 

こちらのお困りごとへの解決策は？ 

 

★ 続きを読む （ネットワークお助け隊！WEB サイト）★ 

http://nw-otasuketai.com/archives/1136  

 

───────────────────────── 

３）クラウドサービス・AWS との VPN 通信 

～自社での検証～【事例】 

───────────────────────── 

 

＜システム会社からの相談内容＞ 



あるシステム会社より、アーツネットウェーブ 

（以下、弊社）の提供する VPN サービスが 

Amazon のクラウドサービス・AWS（Amazon Web Service） 

と通信が可能か、お問い合わせをいただいた。 

 

それまで弊社では AWS との VPN は構築実績がなかったが、 

他のシステム会社からも AWS との VPN 接続について 

対応可能か何度か相談があったため、 

対応したいと考えていた。… 

 

★ 続きを読む （ネットワークお助け隊！WEB サイト）★ 

http://nw-otasuketai.com/archives/1176  

 

───────────────────────── 

４）6/13（水）一日のみ 

「CloudDays」に出展します【イベント】 

───────────────────────── 

 

2018 年 6 月 13 日（水）、14 日（木）の二日間、 

日経 BP 社主催で吹上ホールにて行われる「Cloud Days」に、 

弊社も、◆ 6 月 13 日（水）の一日のみ ◆、 

NTT コミュニケーションズ パートナー連絡協議会の 

ブースにて出展いたします。 

今回は、「ネットワークお助け隊！」として、 

クラウド利用時の通信・ネットワークについて、 

ご案内させていただきます。 

ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

 

◇「CloudDays」について詳細はこちら◇ 

http://expo.nikkeibp.co.jp/cloud/ngy/index.html  

（日経 BP 社 ホームページ） 

 

───────────────────────── 

５）「ネットワークお助け隊！」WEB サイト 

事例アクセス数ランキング【PR】 

───────────────────────── 

 

昨年 4 月にオープンした「ネットワークお助け隊！」 

WEB サイトでアクセスの多かった事例のトップ 10 を 

ご案内いたします！ 

 



1.業務で使用しない iPhone から社内無線 LAN への 

接続を止めてほしい 

http://nw-otasuketai.com/archives/638  

 

2.ゲスト用の無線 LAN 環境をつくりたい 

http://nw-otasuketai.com/archives/466  

 

3.VPN を組みたいがケーブルテレビ回線しかひけない拠点がある 

http://nw-otasuketai.com/archives/523  

 

4.夕方以降、基幹系システムサーバへの通信がかなり遅い 

http://nw-otasuketai.com/archives/550  

 

5.無線 LAN を使い始めたタイミングで 

インターネット接続が不安定に… 

http://nw-otasuketai.com/archives/804  

 

6.(自社事例）VPN の速度改善対策 

～自社での IPｖ6 検証～ 

http://nw-otasuketai.com/archives/968  

 

7.拠点ごとにバラバラになっているルータの 

IP アドレスを統一させたい 

http://nw-otasuketai.com/archives/768  

 

8.無線 LAN の現状の接続構成が把握できず困っている 

http://nw-otasuketai.com/archives/621  

 

9.2 拠点とも VPN とインターネットが 

使えなくなってしまった 

http://nw-otasuketai.com/archives/667  

 

10.データセンター用回線の月額コストが 

導入のネックになっています 

http://nw-otasuketai.com/archives/133  

 

いかがでしたか？10 件中、4 件も無線 LAM の話題が 

入りました。 

通信・ネットワークに関することは、お気軽に弊社まで 

ご相談ください。 

 



───────────────────────── 

６）NTT 東西からのお知らせ・ 新情報【NTT】 

───────────────────────── 

 

・NTT 東西/ご利用料金が 5,000 円未満の場合の 

翌月合算について 

http://www.artsnetwave.com/archives/4346  

 

───────────────────────── 

７）今月のひとこと（太郎良 浩次） 

～新規のお客さまからのお問合せ～ 

───────────────────────── 

 

こんにちは。アーツネットウェーブの太郎良です。 

 

近、新規のお客さまからネット経由でお問い合わせを 

いただくことが増えてきました。 

 

先週は、インターネットアクセスの稼働率を 

落とさないようにアクセス回線の冗長化をした 

「ダブル回線あんしんネット」のお問合せを 

2 件いただきました。 

 

普段、ネット経由でのお問い合わせはほとんどないので 

ちょっとびっくりもしましたが、 

大変ありがたく感じています。 … 

★ 続きを読む （ネットワークお助け隊！WEB サイト）★ 

http://nw-otasuketai.com/anw/hitokoto  

 

───────────────────────── 

８）ネットワークエンジニア VPN サポート日記【ブログ】 

───────────────────────── 

 

<更新のご案内> 

・5/1  Windows 10 April 2018 Update 開始 

http://www.vpn.ne.jp/blog/win10april/  

 

・5/11 Windows アップデート後、 

リモートデスクトップが接続できない 

http://www.vpn.ne.jp/blog/archives/698  

 



・5/14 AWS（Amazon Web Services）との VPN 接続の検証 

http://www.vpn.ne.jp/blog/archives/688  

 

・5/15 “Windows セキュリティシステムが 

破損しています” というエラー 

http://www.vpn.ne.jp/blog/archives/701  

 

◆ブログ TOP 

http://www.vpn.ne.jp/blog/  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

本文中のリンク URL 表記は 

本メルマガ専用の URL となっております。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●【お問合せ】【登録変更】の宛先は下記まで 

⇒メールマガジン事務局： anw-news@anw.jp 

※お問合せをいただく際は、お手数ですが、 

貴社名、部署名、電話番号、メールアドレスを 

お知らせください。 

●配信停止をご希望の方は、お手数ですが下記の URL から 

お手続きください。 

{{送信停止 URL}} 

※URL 有効期限：本日より 20 日間 

※メール送信システム NEXLINK のページにジャンプします 

●こちらのメールにはご返信いただくことができます。 

ご意見・ご感想、ご要望、ご質問など 

よろしければお送りください。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■株式会社アーツネットウェーブ メールマガジン事務局 

■OCN ドットフォン：050-3785-2364 TEL：052-508-8411 

■mailto:anw-news@anw.jp   URL：http://www.anw.jp/  

■ネットワークお助け隊！: http://nw-otasuketai.com/  

■ネットワーク情報サイト: http://www.artsnetwave.com/  

◆ネットワークトラブル発生時ご連絡先◆ 

弊社と保守契約を結んでいただいているお客さま 

→弊社 サポート担当 

ドットフォン：050-3785-2364 TEL：052-508-8411 

弊社と保守契約はなく、OCN をご利用のお客さま 

→OCN の故障時等の確認事項、問い合わせ先 

http://www.anw.jp/ocn_support.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


