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出社困難時の事業継続に適した 

「マジックコネクト BCP あんしんサービス」を新発売 

～平常時のコストを低減、出社困難時にはすぐに PC 業務を遠隔から実施可能～ 
 

NTT アイティ株式会社（本社：横浜市中区、代表取締役社長：長谷雅彦）は、従来より、インター

ネットを経由して、会社の PC やサーバにリモート接続し、画面転送により安全に PC 業務ができるリ

モートアクセスサービス「マジックコネクト」を販売してまいりました。 
このたび、災害などの出社困難時の事業継続に適したリモートアクセス「マジックコネクト BCP

あんしんサービス」を、12 月 5 日（水）より販売開始いたします。 
「マジックコネクト BCP あんしんサービス」は、ご利用があった場合に使用料を請求させていただ

くサービスのため、平常時の維持コストを抑えつつ、出社困難時には自宅からオフィスにいるのと同

じように、PC 業務を行うことが可能となります。 
販売開始に伴い、2013 年 3 月 22 日（金）までの期間、社内の PC の電源を社外から起動できる WOL

コントローラ「MC3000」プレゼントキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンは、「マジック

コネクト BCP あんしんサービス」だけでなく、従来の「マジックコネクト」のサービスを契約された

場合も対象となります。 

 

■販売開始の経緯 

東日本大震災後、出社困難時の事業継続対策の一環として、会社にリモート接続して PC 業務を行

う環境を整える企業が増えつつあります。これに伴い、導入や操作が簡単で、安全に利用でき、かつ

平常時の維持コストが低廉なリモートアクセスサービス提供の要望が寄せられていました。 
NTT アイティの「マジックコネクト」は、約 2,000 社でご利用いただいているリモートアクセス

サービスです。Windows PC、iPad、iPhone、Android 端末から、簡単に会社の PC やサーバにア

クセスして業務が可能なこと、社内のファイルを持ち出せず、社内にウイルスを侵入させない安全

な設計であることから、テレワークやモバイルワークで広く用いられています。 
今回販売を開始する「マジックコネクト BCP あんしんサービス」は、平常時の維持コストが低廉

なリモートアクセスサービスをというお客様のご要望にお応えするため製品化したものです。 
 

■サービス概要 

「マジックコネクトBCPあんしんサービス」は、リモートアクセスサービスを事業継続対策の一

環として利用したいお客様向けに、平常時の維持コストを抑えつつ、出社困難時には手続きなしで、

自宅からオフィスにいるのと同じようにPC業務を行うことができるサービスです。 
すでに「マジックコネクト」をご利用中のお客様は、サービス移行申し込みにより、本サービス

への契約変更が可能です。 
 
 
 



 

 

■仕様 

・本サービスの対象となるアカウントは、標準アカウントと操作端末専用アカウントです。対象

機器専用アカウントは対象外です（※1）。 
・発生する費用は、初年度は初期費用とアカウント管理料、次年度以降はアカウント管理料です。 

但し、使用料無料期間（※2）を除く契約期間にサービスを一度でも利用した場合は、使用料

が追加発生します。 

・契約期間は、契約開始日にかかわらず、年度単位（4～3 月）となります。年度途中に契約開始

した場合のアカウント管理料と使用料は、月割りとなります。次年度以降は、解約の申請がない

限り、自動継続となります。 
・使用料無料期間を除く契約期間におけるサービス利用の有無は、ASP サーバに保存されている

接続履歴に、手元端末からの接続が記録されているか/否か（※3）を翌 4 月に調べ、決定します。 
・本サービスで契約可能なマジックコネククトは、MOS サービスを除くエディションとなります。

注文単位は、ユーザ用アカウント（※4）10 アカウント以上となります。 
・WOL コントローラ「MC3000」を導入することで、会社 PC を常時起動しておく必要がなくな

り、オフィスの節電に貢献します。 
 

※1：標準/操作端末専用/対象機器専用のアカウントについては以下の通りです。 

   
 

 
 
 
 
 

※2：使用料無料期間は、初年度は契約開始日～翌月末と 9 月、次年度以降は 9 月です。 

※3：会社 PC の接続が記録されていてもサービス利用とはみなしません。 

※4：標準アカウントと操作端末専用アカウントです。 

 

 

図 1 「マジックコネクト BCP あんしんサービス」の構成 

 

 

標準アカウント 
本アカウントの ID は、手元端末と会社 PC（操作をされる側）の両方を、

ASP サーバに VPN 接続できます。 

操作端末専用アカウント 

本アカウントの ID は、手元端末だけを、ASP サーバに VPN 接続できま

す。会社 PC（操作をされる側）を ASP サーバに VPN 接続できるアカ

ウント ID へ中継接続できるようにして使用します。 

対象機器専用アカウント 

本アカウントの ID は、会社 PC（操作をされる側）だけを、ASP サーバ

に VPN 接続できます。手元端末を ASP サーバに VPN 接続できるアカ

ウント ID から中継接続できるようにして使用します。 



 

 

■価格 

品目 アカウント当りの価格（税別） 

初期費用 

モバイル 10,000 円 
端末認証型 10,000 円～ 
USB キー型 15,000 円～ DLO 
指紋認証 USB キー型 30,000 円～ 

アカウント管理料 6,000 円/年度 

サービス利用時の使用料 

モバイル 12,000 円/年度 
端末認証型 

18,000 円/年度 USB キー型 
DLO 
指紋認証 USB キー型 

 

 

図 2 「マジックコネクト BCP あんしんサービス」の価格イメージ 
 

■販売開始日 

販売開始：2012 年 12 月 5 日（水） 
 

■WOL コントローラ「MC3000」プレゼントキャンペーン 

(1) プレゼント内容 
ユーザ用アカウントを 10 アカウント以上ご契約のお客様に、 
契約数に応じて、MC3000 をプレゼントいたします。 
 

ユーザ用アカウント契約数 MC3000 プレゼント台数

10～99 アカウント 1 台 
100～199 アカウント 2 台 

以降、100 アカウント毎に MC3000 を 1 台プレゼント 
※お申し込みの際は、下記の注意事項を必ずご覧ください。 

 
 

WOL コントローラ 
MC3000 



 

 

 
(2) キャンペーン期間 

2012 年 12 月 5 日（水）～ 2013 年 3 月 22 日（金） 
 

(3) キャンペーン対象 
2012 年 12 月 5 日（水）以降にサービスを申し込まれ、2013 年 3 月 22 日（金）までに、

契約・開始されたお客様 
 

 
※ 「MagicConnect」は、NTT アイティの登録商標です。 

また、その他の商品名等は、各社の商標または登録商標です。 

 
＜お問い合わせ先＞ 

NTT アイティ株式会社 マジックコネクト事業部 
担当 ： 早川、加藤 
TEL ： 045-651-7581 FAX ： 045-651-9535 
E-mail ： info-ma@ntt-it.co.jp URL ： http://www.magicconnect.net/ 

 
 

 

 
＜参考＞  WOL コントローラ「MC3000」プレゼントキャンペーンの注意事項 
 

・本キャンペーンは、対象となるお客様のご希望により適用されます。     
・本キャンペーンの適用は、同一契約者に対し、１回限りとなります。 
・本キャンペーン適用時は、最初の契約期間は１年となります。 
・「ユーザ用アカウント」は、「標準アカウント」と「操作端末専用アカウント」であり、 
「対象機器専用アカウント」は含まれません。 
・MC3000 の接続に必要となる対象機器専用アカウントは、MC3000 1 台につき、 

1 アカウント購入していただく必要があります。 
・お申込みいただいたユーザ用アカウントは、キャンペーンでプレゼントしたいずれかの 

MC3000 と接続していただく必要があります。 
・対象機器専用アカウントの初期費用と年間使用料、ユーザ用アカウントと MC3000 
を接続可能とするグループ化の費用は、有料となります。詳細は下記をご覧ください。 

（例）ユーザ用アカウントが 10 の場合、 
   ・MC3000 用対象機器専用アカウント 初期費用 5,000 円（税別） 
   ・MC3000 用対象機器専用アカウント 年間使用料 18,000 円（税別） 
   ・MC3000 とのグループ化費用 1,000 円×10（税別） 
  上記の合計 33,000 円（税別）が、別途、必要です。 


