
お問い合わせ先
KDDIタイランド
Tel: 02-075-8888 ext 0 / E-mail: sales@kddi.co.th (または貴社担当営業まで）

新ネットワークパッケージとSDWAN

ネットワーク利用効率を最大化し、運用保守も気軽に安心

PATLITE 及び パトライト は株式会社パトライトの登録商標です

KDDIの新ネットワークパッケージの特徴

新ネットワークパッケージの構成

• 複数回線を同時利用可能にする技術

• ブロードバンド回線の活用でコストパフォーマンスアップ

• 冗長化、経路設定、心配無用サービス

• 回線・機器・保守サービスまでKDDIがワンストップでご提供

※クラウドサービスをご検討のお客様の場合は、当社から各種のクラウドサービスもご提案可能です。

帯域不足の解消、冗長化も実現！

サービス利用型のネットワークパッケージ

タイランド4.0やデジタルビッグバン
による法人様のデータ利用／
クラウド利用の増加に備えて

KDDIタイランド
ヘルプデスク

SD-WANソリューション1
• 複数回線同時利用
• アプリによって利用回線の経路設定

マネージドサービス2
• 機器と回線をセットで保守
• 月次レポートと利用状況、
• 改善ポイントのご提案

豊富な回線種別3
• 法人向け帯域保証型インターネット
• ブロードバンドインターネット
• モバイルSIM回線

FortiCloud
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費用の例

ネットワーク利用のトレンド

追加サービス

各サイトをMPLSで結び、サーバは本社にある時

代①から、サーバやインターネット出口をデータセン

ターに集約して集中管理する時代②、これからは

データセンター利用とクラウド利用がまざり、さらに

各サイトからのインターネットの直接利用（ローカ

ルブレイクアウト)の要望に応える分散の時代③に

なり、利用面がよくなる一方で、セキュリティレベル

と管理面を維持する必要がある。

 クラウドサービス

ブロードバンド回線２回線と機器と保守サービス = 19,800THB/月

回線＆機器＆サービスを

パッケージで提供

*導入一時金 : 
回線導入にてビルや建物によって一時金

が異なります。通常は約2-3万THB

**ご提供条件：
１）3年契約
２）インターネット2回線 別キャリア, 

固定IP 各１つ
３）インターネット・FW 一元運用管理
４）月次レポート、経路設定等

コンセプト : 全て必要なものをパッケージにしてご提供
月額サービスとなり、機器交換・契約更新など面倒な個別管理がなくなります。

※こちらは一例です。お客様のご要望によって、回線種類と帯域の種類を組み合わせられます。

利用トレンド：集中化→分散

KDDIの強み

 タイ当局NBTC許可の通信ライセンス (タイプ1:再販)
 長年のネットワークビジネスでのキャリアとの強いリレーション
 SI提供実績からスキルと経験豊富なエンジニア
 手固くかつ柔軟なサポートができる運用チーム
 マルチランゲージのワンストップサービス提供

Eメール、
グループウェア

クラウドサーバ
ファイル共有

クラウド
セキュリティ

など..

例：
Eメール：MS Office365 (0365)
グループウェア：Cybozu, O365
サーバ: MS Azure, AWS
ログ収集 : FortiCloud
Eメールセキュリティ：ActiveGate, HENNGE
クラウドセキュリティ：Cisco Umbrella, zScaler
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Contact
KDDI (Thailand) Ltd.
Tel: 02-075-8888 ext 0 / E-mail: sales@kddi.co.th (or your sales in charge)

Maximize network usage efficiency, Worry-free operation

Solution Diagram

Feature of KDDI solution

Network Package with SDWAN

• Multiple link usage at same time

• Cost performance by using broadband link

• Redundancy, routing, worry-free service

• KDDI provides a one-stop service for link, 
equipment, and maintenance services

Solve bandwidth shortage, with redundancy!

Service-based network package

Preparation for the increase of 
corporate data usage / cloud 
usage by Thailand 4.0 and 

Digital Big Bang

PATLITE 及び パトライト は株式会社パトライトの登録商標です※ If you are considering a cloud service, we can offer you various cloud services.

KDDI Thailand
Helpdesk

SD-WAN Solution1
• Use multiple link at same time
• Set priority of route

Managed Service2
• Maintenance link and equipment
• Provide usage report and advice

Multiple Links Options3
• Corporate Internet 

(Dedicate Bandwidth)

• Broadband Internet
• Mobile/SIM router

FortiCloud
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Sample of Pricing

Sample = 2 BB links, equipment, service = 19,800THB/month

Provide links, 
equipment, service 

by package

*One Time Charge : 
There will be a charge up to the 

building or location. Normally 
around 20K-30K THB

**Terms & Condition：
１）3 years contract
２）2 links with different carrier

with 1 Fix IP each
３）Link & Equipment maintenance
４）Monthly Report, Route Setting

Concept : Provide everything you need in the package
By monthly charge, reduce troublesome individual control 

※This is one sample. Customer can choose type and bandwidth of links

Trend of Network Usage

In previous time (1), each site is 

connected by MPLS, server is located 

at the headquarter. Then (2) servers 

and Internet exits are centralized at 

Data Center. And now (3) it’s the era 

of decentralization, requests for direct 

use (local breakout), it is necessary to 

maintain the security level and control.

From Centralized to Distributed

KDDI’s strength

 Telecom License Type 1 from NBTC
 Strong carrier relation from our telecom business
 Skilled-Engineers from our SI experience
 Operation team with solid & flexible support
 Multi-Language One-Stop service

Additional Service

 Cloud Service

E-mail、
Groupware

Cloud 
Server

Cloud 
Security

etc..

Example：
E-mail：MS Office365 (0365)
Groupware：Cybozu, O365
Server : MS Azure, AWS
Log Service : FortiCloud
E-mail Security：ActiveGate, HENNGE
Cloud Security：Cisco Umbrella, zScaler
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