
IOT Navi Guide

【BS事業部のみ】



IT、IoT 化の波に乗らなければと思いつつも導入に踏み切れない原因は、単にコストや手間がかかるからではありません。

本当の原因は「心の底から信頼できる専門家と共に、“通信全般の仕組み”を築いていける環境がない」ことにあります。

なぜ
必要なのか？

が今の時代に、

今までさまざまな通信機器の業者から、何回訪問営業を受けましたか？

小難しいシステムの話を何回聞かされましたか？

相見積もりを取って検討する時間に、どれだけ費やしましたか？

通信機器のアフターサポートが不十分で、不便な思いをしたことが何回ありますか？

A通信業社 B通信業社 C通信業社

見積もりが
高い

サポート
不親切

説明が
わかりづらい

「見える化」導入

インターネットが普及している今、世の中の情報スピードは日々加速し続けています。

ウェブ社会になっている今だからこそ、「見える化」の導入が企業全体のパフォーマンスを上げることができます。

弊社では「見える化」3段階のチェック方式を採用しております。

インフラ回線
チェック

第1段階

ハードウェア
チェック

第2段階

ソフトウェア・クラウド
チェック

第3段階

ネットワーク環境などのチェック パソコン、複合機等、ハードウェアの

チェック

安全な環境で作業効率化ができているのかをチェック



オフィス、店舗にお客様一つ一つに合わせた
「最適な通信環境」「最適な通信の利活用」「厳選された設備やサービス」をご案内しています。

弊社が提供するサービス IOT Navi は通信を最大限
活用しお客様の売上貢献、利益貢献につなげてまいります。

売上貢献・利益貢献

通信環境適正化
（コスト削減）

業務効率化
（生産性向上）

リスク回避
（セキュリティ強化）

WEBマーケティング
（集客／ブランディング）

リユース事業
（設備導入費最適化）

オフィスソリューション
（オフィス最適化）

一本化することで経営者の皆様が自社の環境をより理解でき、

よりシンプルになり、課題解決が最短で行えるようになります。

とは？



など、オフィスや店舗に最適な通信機器の組み合わせについて、トータルで提案できるスタッフで構成されています。

「ここに相談すれば、通信の仕組みの全てが整う」を軸に、機器同士の相性の確認や、契約内容のムダの洗い出し、新た

な機器導入の提案、設定やメンテナンス、活用方法のアドバイスまで、窓口をひとつにしておこないます。

通信専門トータルコンサルティング「IOT Navi」が、
貴社の利益向上に繋がる通信全般の仕組みを

オーダーメイドで築きます！

インターネット回線 ビジネスフォン

タブレット、スマートフォン 社内 LAN配線社内用パソコン

情報セキュリティ対策 CRMマーケティング
（顧客管理）

クラウドサービス

Wifi

複合機 防犯カメラ、監視
セキュリティ

コールシステム
IP PBX

集客サービス

RPA

コミュニケーションロボット

取り扱いサービス



通信環境適正化（コスト削減）

通信だけでも見直す部分が多々あります。例えば回線、プロバイダ、オプションサービス、モバイルなど・・・。これ

らを見直すだけでコスト削減が見込めます。

なぜこの様な状況に陥っているのか？

それは、サービス、商品の出てくるスピードが早すぎて、ついていけないからです。

一般企業によくある事

ムダに費用を
払っている

情報の早さに
ついていけない



上記を取り入れればオフィス全体の生産性が激変します。

毎日の生産性が上がれば、残業代などの人件費はもちろん、他の作業にも時間を費やすことができます。

業務効率化（生産性向上）

社員の生産性を上げるために最も身近な対策は、以下の4つでかなり生産性が上がります。

ファイルサーバーの利用と運用

最適なPC、スマホ、タブレット選び
（使用用途に合わせて選択）

電話、メールではなく社内SNSや社内内線化

事務作業をAI に移行。RPA化



インフラチェック
用途に合わせた回線、ISPの使い分けになってるか？

ネットワーク構成チェック
①大元の、モデム、ルーター、UTM、UPS、サーバーの構成に問題がないか？

配線環境と構成チェック
②①から各端末への配線環境と構成チェック
　（HUB、PC、無線アクセスポイント、タブレット、スマホ）

各端末ごとのエンドポイントセキュリティチェック

全ての通信機器に対する運用
PC毎の使用用途の確認や、ビジネスモデルに対するレイアウトとセキュリティレベル など

リスク回避（セキュリティ強化）

セキュリティが甘いことによって起こった、被害額のバランスを考えても徹底的に強化した方が良いです。

以上のような事を全て確認させていただければ最良の環境が提供できます。

起こってからでは遅いです。

セキュリティを万全にし、リスク回避をしましょう。



WEBマーケティング（集客／ブランディング）

集客数や売り上げを伸ばすには、企業ブランディングも必要になります。

ホームページを作っただけでは集客や売り上げを伸ばすのは困難です。弊社では集客方法もレクチャーさせていただき

ます。

企業ロゴ制作 コーポレートカラー決定

単に見た目だけではなく、ロゴから感じ取る
メッセージ性もブランディングには必要

ホームページ活用方法をレクチャー

リスティング広告 ブログ集客

SNSの活用 SEO対策

MEO対策

DM（FAX）

チラシポスティング



オフィスソリューション

ビジネスモデルに適したオフィスの使い方をレイアウトからご提案し、ネットワーク構築までサポートします。

リユース事業

「リユース端末」をご存知でしょうか？

敷居の高い専門的な分野だと思われておりますが、その様な事は一切ありません。

上手く利用すれば、新品の1/5程度の値段で手に入れることが可能です。

行政
大手企業

リース期間
満了

リース会社から
入札

落
札

リース製品参考例 レッツノートWin7 Corei5 ￥30,000～

レイアウト

パーティション

セキュリティ
レベル

ネットワーク
構築

オフィス
家具



利用状況の
確認

通信インフラチェック、情報通信機器確認、情報管理運用方法確認、サイバー対策などすべてをヒアリン
グさせていただきます。

お客様の環境に合わせて、焦ることなく無理なく、通信環境を整えることが我々の役割になります。

弊社担当がお客様のニーズにこたえておらず、提案内容が気に入らなければ導入いただく必要性は全くございません。

その際には遠慮せずお断りください。

通信環境のヒアリング
IOT Navi

環境チェックの手厚い
ご協力正確なご判断

お客様 最高の
ご提案

導入の流れ

STEP.1

ご契約
仮で審査を行います。契約に必要な書類に記入、捺印をしていただきます。

STEP.3

支払方法決定
リース契約、クレジットカード、現金払いからお選びいただきます。

STEP.4

仮審査
（リース・クレジットの場合）仮審査を行います。

STEP.5

審査通過
審査の通過のご連絡を致します。

STEP.6

発　注
ご契約いただいた内容を発注いたします。

STEP.6

納品工事
納品する際に必要な工事を行います。

STEP.7

確認の電話
ファイナンス会社から確認の電話がございます。

STEP.8

BESTな
通信環境のご提案 上記の項目を御社に合わせて具体的な金額と合わせてご提案します。

STEP.2 □ コスト削減　□ 生産性向上　□ リスク回避　□ Webマーケティング　□ リユース端末活用
□ オフィスソリューション



　 リース契約 割賦 現金払い

契約期間 ３～7年（対象物件による） 定回数（12回、36回、48回）

物件の所有権 リース会社 契約満了までクレジット会社 購入者

お客様が負担

お客様が負担

固定資産税の負担 リース会社が負担 お客様が負担

保守・修繕 お客様が負担 お客様が負担

損金算入 賃借料として金額計上が可能
減価償却、固定資産税、借入金利息は

可能

減価償却、固定資産税、借入金利息は

可能

期間中の解約
できません

※既定の解約料、
リース残額の支払いで可

できません
※現金一括払いで可

メリット

○資金調達の金額が減少

○契約時の支払回数を決めることが
　でき、返済計画が立てやすい○リース料が全額経費算入できる

○契約方法が比較的簡単であり、
　申込時に多くの書類を必要と
　しない

○物品の縛りがない

○利子がかからない○設備などを賃借対照表に計上しない
　ためオフバランスシート効果がある 　

○陳腐化リスクの防止

デメリット

○途中解約できない
○支払い完了するまで所有物に
　ならない

○リース期間後は新たに機器などを購
　入するか再リースの必要あり

○返済期日までに返済が行われ
　なかった場合、遅延損害金、場合
　には一括返済を求められる

○前払いの必要がある

○キャッシュフローに影響が出る
　可能性がある

○一括・分割の支払回数により金利が
　変動　

コールシステムご利用のお客様に限り
特別値引きを実施

導入した機器の保守はリース期間中は無料でご提供できます。

特典
1

導入機器のリース期間中の保守は無料特典
2

お客様の経営方針に合わせてご提案させていただきます。

お支払い方法について

今、IO
T Nav

iを

導入す
ると

この特
典が

付きま
す！



提供会社

企業名

代表
者名

コールフォース株式会社

星野　純一

事業
内容

○ 営業・業務コンサルティング

○ 集客コンサルティング

○ 通信コンサルティング（コールセンター）

○ コスト削減サービス

○ マーケティングソリューション

○ 能力開発事業

○ IOT トータルNAVI

設立 2011年9月13日

〔横浜本店〕
〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-30-5 タクエー横浜西口ビル9階

〔横浜支店〕
〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-30-5 タクエー横浜西口ビル6階

〔東京支店〕
〒105-0003　東京都港区西新橋3-10-3 西新橋HSビル 3階

〔関内支店〕
〒231-0023　神奈川県横浜市中区山下町194

〔千葉支店〕
〒260-0015　千葉県千葉市中央区富士見2丁目10-6 ピーアイ千葉富士見ビル5階

IOTNaviFD：0120-546-934


