待望のテンプレートが新登場！
企業サイトには「ビジネスポータル」

ユニアデックス

イントラサイトには「ナレッジポータル」

情報共有基盤サービス
ネクストコモンズ
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1ヶ月無料おためし
キャンペーン実施中！！

URL：http://nextcommons.jp

企業・組織の様々な情報共有シーンを強力に
サポートするSaaS型の情報共有基盤サービス

ユニアデックスが
情報発信・情報共有の
「簡単」と「安心」を
お届けします。

特長

１

月額費用だけですぐ利用可能！
企業内の情報発信、情報共有環境を初期

特長

2

費用不要のSaaS型サービスにより、月額

3

簡単に独自サイトを実現！
ワープロ、デジカメが使える方なら簡単な

操作だけで機能的なポータルサイトを立上

げられます。

通常サイト以外のグループ専用ページや

バーチャルオフィスの構築、さらにはスマート

サービスで利用できます。

特長

多彩な企業ニーズに対応！
フォン接続も実現できます。

特長

4

ビジネス向けの安全性も確保！
情報基盤の運用負担はなく、オプションの

WAF（Web Application Firewall）や
VPNによるセキュリティー強化も可能です。

社内情報の発信、共有やコラボレーションワークを

ネクストコモンズ
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NeXtCommons® が強力にバックアップします！

企業・団体で日常行われる膨大な情報のやりとり。NeXtCommonsはそんな情報の
発信や共有を円滑に行えるサービス基盤です。お客様の様々な業務で活躍いたします。
各店舗

本

等

今すぐ始めよう！NeXtCommons

お客様

・各店舗間の情報共有
・店舗情報収集管理
・店舗サイトとして利用

社

・外部向け広報用サイト
・会社情報、
製品情報
・各店舗向け情報配信

・ユーザー向け情報配信
・顧客問合せ窓口
・顧客ニーズの収集

SaaS型情報共有基盤

・プロジェクト内情報共有
・各拠点間の情報共有
・協働作業環境の提供

パートナー企業様

・外部との情報共有
・各種情報の受け渡し
・協働作業環境の提供
・必要情報へアクセス
・外部からサイト更新
・協働作業環境の提供

各拠点
（プロジェクト）

専門的な知識は不要。
デジカメとワープロが
使える方なら誰でも機能的な
サイトが作成可能です。

ユニアデックスによる
安心のセキュリティー対策
と運用で、煩わしい
運用負担はありません。

情報共有に便利な機能
を使い、社内／社外を含めた
セキュアな情報共有
サイトが作れます。

外出先や自宅から
携帯電話やスマートフォン
等からサイトにアクセス
することも可能です。

自宅・移動先

流通業Ａ社では煩雑になりがちな取引先との情報共有

サーバー管理の手間やスキルの心配をする必要はありません

社内外の関係者との

をNeXtCommonsを使って大幅に効率化しました。

情報共有環境を短期間

A社と取引先ごとに専用ページを設け、データ共有や

で構築運用！

テンプレートを利用し2週間程度で構築。現在は社内

本来のシステム構築では、構築方法や運用管理、セキュリティー管理、ユーザーからの問い合わせ対応など、

の各部署、プロジェクトといった単位でも利用中です。

小売業Ａ社

数多くのハードルが待ち構えています。しかしNeXtCommonsなら心配いりません。お客様はユニアデックス

連絡などを安全に行っています。共有環境は企業向け

民間企業向けテンプレート

による万全の運用管理が施されたICT環境を利用するだけ。今すぐ情報発信、情報共有環境を整備できます。

便利な機能を統合的に提供

3.11の東日本大震災。東北を中心に多くの被害をもた

2000以上の支援実現

らしました。そんな中、文部科学省はNeXtCommons

文部科学省

を活用し、被災地支援へ向けた『子どもの学び支援

NeXtCommonsでは、情報発信や情報共有に便利な機能をあらかじめモジュールとして提供しています。
使用したい機能をワープロ感覚で貼り付け編集するだけでサイト作成が可能です。また、外部向けのサイト
はもちろんのこと、ネット上のオフィスとして使用可能な個人用ページ、関係者のみにアクセスを限定する安全
なグループ用ページも同時に作成・利用できます。アイデア次第で業務の様々な利用シーンに適用可能です。

ユニアデックスと
NetCommonsの関わり

NeXtCommonsは国立情報学研究所で開発されたNetCommonsをベースとしています。
ユニアデックスは日本ユニシスグループの統合ICTサポート企業として2008年より同研究所
の『社会共有知研究センター』に参画しNetCommons2.0の開発にも携わり技術的なノウ
ハウを蓄積してきました。ユニアデックスでは得意とする統合ICTサポート力を活かしお客様
に安心してお使いいただける情報共有基盤を提供してまいります。

ポータルサイト』を4日という短期間で構築。全国から

『子どもの学び支援
ポータルサイト』

ネットコモンズ

の支援と被災地を結ぶマッチングサイトとして２,０００
を超える支援が実現しました。
子どもの学び支援ポータルサイト

ユニアデックスが培ってきた
＋ 統合ICTサポート力
＝

ネクストコモンズ

■ 注目のオプションメニュー

NeXtCommons WAFオプション
WAF（Web Application Firewall）でお客様の情報共有環境を強力にガード。
継続的なセキュリティーレベルの向上が可能です。
ソフトウエアの脆弱性を狙う攻撃
DoS攻撃

WAF

SQLインジェクション

攻撃者

ネクストコモンズ

R
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クロスサイトスクリプティング

WAFオプション

利用者

Web

月額1万円〜

NeXtCommons VPNオプション
パブリッククラウドの運用性、利便性を享受しながらＶＰＮアクセスにより専用回線同等の
セキュリティーを確保することが可能です。
お客様環境
お客様社内

NeXtCommons環境
お客様拠点

ネットワーク

ユニアデックス

VPNトンネル

VPNルーター

NeXtCommons

VPNルーター

Internet

■ 基本サービス／オプションサービス価格
基本サービス

月額

年額

ディスク容量

容量追加

複数サイト

オプション

独自ドメイン

NeXtCommons ライトプラン

￥15,000

￥150,000

1ＧＢ〜

◯

×

×

×

NeXtCommons ライトプラスプラン

￥50,000

￥500,000

10ＧＢ〜

◯

◯

◯

◯

NeXtCommons スタンダードプラン

￥150,000〜

￥1,500,000〜

50ＧＢ〜

◯

◯

◯

◯

オプションサービス

月額

ライト／ライトプラスプラン ディスク容量追加オプション

年額

備考

￥7,500〜

￥75,000〜

3ＧＢ〜

スタンダードプラン ディスク容量追加オプション

￥60,000〜

￥600,000〜

30ＧＢ〜

WAFオプション

￥10,000〜

￥120,000〜

10サイトまで

VPNオプション

￥65,000

￥650,000

お客様側のルーター機器についてはお問い合わせ下さい。

SSLオプション

￥5,000

￥50,000

■お問い合わせ先

東京都江東区豊洲1-1-1〒135-8560
T E L 03-5546-4900（大代表）
URL http://www.uniadex.co.jp/
関 西 支 店
北海道営業所
首都圏第一営業所
長野営業所

TEL06-7178-0211
TEL011-242-2350
TEL045-681-8861
TEL026-238-7502

Headquarters: 1-1-1 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8560, Japan
Telephone: +81(3)5546-4900
URL: http://www.uniadex.co.jp/

中 部 支 店
東北営業所
首都圏第二営業所
北陸営業所

TEL052-204-6850
TEL022-261-9217
TEL048-642-5881
TEL076-233-9850

九 州 支 店
新潟営業所
静岡営業所
中国営業所

TEL092-473-3003
TEL025-247-7600
TEL054-272-4722
TEL082-242-5088

E-mail : info@nextcommons.jp
URL : http://nextcommons.jp

※NetCommons（ネットコモンズ）およびNeXtCommons（ネクストコモンズ）は
大学共同利用機関法人情報システム研究機構の登録商標です。
※「SiteGuard」は株式会社ジェイピー・セキュアの登録商標です。
※記載の内容は、予告なく変更することがあります。

010901553-0 ワ1303（250）

