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ウイルスセキュリティー更新情報等をメールで定期的に送付、毎週レポートを発行するサービスも可能です。*

サーバー情報

 MIWCOMのサービスでは下記の項目をレポートとして毎月発行いたします。

ネットワーク情報 トラフィック情報

レポートサービス

ウイルス・スパイウエア情報

不正アクセス情報

ハード買換え時期情報 サーバーHDD情報

PC資産（ハードウエア）

サーバー負荷情報

ライセンス更新情報 PC資産（ソフトウエア）

不正ライセンス情報



FOR RENT

www...net

Network & server maintenance Procurement service

Website hosting & domain name registrationHelp desk remote service Media design

SSL certificate

Website design & maintenance

System integration Server rental

Security check Accessorries maintenance Illegal software check

Check server operation and
check network and internet connection.

Procurement and distribution of IT equipment
as well as providing configuration services.

Can bring own website or home page online on the
internet to make the website visible to the world easily

and domain name registrationfor business website

Design media, advertisements or
illustrations for use in business operations.

Electronic SSL Certificate Creation Service

The process of bringing together the
component subsystems into one system

Supervise, monitor, prevent risks and threats 
affecting computers and IT security systems.

Design and maintain the website to function
normally and update current information.

Save cost and server maintenance by experts.

Remote troubleshooting assistance

Inspecting computer’s peripherals and connecting
to be able to use generally printers, UPS, etc.

Inspecting and preventing the using of copyrights
programs and wrong website Computer – Related Act.

TOTAL-CARE Services
Network & Resource Administration Surveillance Service System



REPORT

MONTHLY

Time attendance software IT and computer maintenance

IT consultationMonthly report

IT on-site service (Shigoto-nin)

Cloud service
Provides backup space in Cloud system

Data loss prevention (DLP)
Data sorting service prioritize including preventing

the loss of important information.

Employee time monitoring system
Record the time in and out

Check computer Internet access,
Windows OS updates and virus attacks.

Maintain and inspect computers, laptops, 
and other programs to function normally.

IT consulting by a professional
computer and network

IT solution service by On-site

TOTAL-CARE Services
Network & Resource Administration Surveillance Service System

会社の安全なポリシーの重要性
ポリシーの定義、業界標準に基づくポリシーの規定、コンプライアンスの検査（ポリシーと法律の遵守の状況）、
および外部委託サービスの利用は、会社のポリシーと管理の効果的な規定の鍵です。
最近、世界中のさまざまなハイテクネットワーク接続が出てきており、ほとんどの企業は慎重に規定された安全なポリシーを
必要としています。 ハッカー、競合企業、政府などの社外だけでなく、社内も会社にとって深刻な脅威となる可能性があります。 
効果的な安全なポリシーをインストールして利用するには、セキュリティの構造、管理手順、ガイドライン、
および実践基準をすべての企業に対して明確に定義する必要があります。 安全な方針を活用することで、企業はリスクを抑制し、
顧客や株主に対して忠実な姿勢を示すことができます。 



管理者の育成
管理者に代わってルールに則った管理、セキュリティー提案、
購入・修理提案、巡回調査を代行いたします。

その他、管理者を指導、スタッフコントロール、管理know-how指導、資格
取得提案、他社導入事例見学、 管理者育成プログラム（相談）等も合わ
せて承っております。 

また、タイ人スタッフ向けにIT教育プログラムもご用意しております。
（Total-Careサービスに含まれる）

- コンピュータ全域にわたる日本人スタッフによるセキュリティのコンサルティングと管理代行
- ソフトウエア正規ライセンス販売と違法ソフトウエアの削除 
- ITスタッフのアウトソースと定期訪問、タイ人従業員向けのIT教育 
- ウィルス・スパイウェアの検査や駆除 
- システム(アップ)構築提案とIT周りに無駄な経費をかけていないかご相談 
- プリンター・ネット・ハード周りのメンテナンス 
- PC、サーバー、プリンター、スキャナーなど周辺機器の導入 
- ソフトイーサー、FORTIGETEなどのVPN構築 
- 屋内外有線無線　LAN工事
- JP1などのセキュリティーソリューションのご提案から導入・保守/点検 
- 司法提出可能なコンピュータフォレンジック（IT監査）とレポート報告　（協力会社ネットエージェント）

業務内容

セキュリティーポリシー作成
セキュリティーポリシーとは  

- 例を出しお手伝いします
- 政策段階を踏みましょう
- レベルに応じて作成
- ISO取得から基礎まで
- 罰則規定の相談
- BSA対策として

無いとこうなります･･･

- 社員がPCを自由に使う
- 違法ソフトが出回る
- 社内風紀が乱れる
- 足元を見られる



コンサルタントサービス
-最近ネットの調子がどうもおかしいなあ
-本社と格安でテレビ会議を導入したいんだけど
-なるべく予算をかけずに正規ソフトを導入したい
-社員がネットで何をやっているのか調査してください
-IPVPNって何ですか？DDNSって何ですか？？

会社概要

日本語・タイ語での対応
-日本人には日本語で、タイ人にはタイ語で
-半日のセキュリティー教育が年4回まで無償
-専門教育を受講した専任IT担当者が行います
-御社のセキュリティールールに則って行います

ネットワークマップがあれば！

- 資産管理が大変便利
- 遊休PCを上手に使えるี
- 通信量の把握が可能
- ネットワークトラブル予防
- 拡張時の指針

ネットワークマップ作成
コンピュータウイルス・スパイウエアに対する
防御策をご指導、ご提案から運用まで行います。 

- 企業買いの方法をご提案します！ 
- 予算を抑えて核心を突く方法、教えます！
- ウイルスが発生してしまった場合、冷静な対処法を提案！ 
- 発生時には速やかにスタッフが急行し、対応します！

ウイルススパイウェアの点検及び検出

社　　名  ： MIWCOM COMPANY LIMITED （和名　株式会社ミューコム）
代表取締役社長 ： 菰田　知宏 / Tomohiro Komoda
資本金  ： 8,000,000 バーツ
取引銀行  ： Siam Commercial Bank, Bangkok Bank
設　　立  ： 2004年7月16日
所在地  ： 32/41 Sino-Thai Tower 16th Fl. Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey-Nua, Wattana,Bangkok 10110
TEL/FAX  ： 02-259-1720　（代） /　02-259-1721
従業員数  ： 30名　（うち日本人3名）
支　　社  ： 東京都港区南青山　青山一丁目オフィス
取引企業  ： タイ一円にのべ120社（2017年7月現在）



お問い合わせ

info    miwcom.com

MIWCOM COMPANY LIMITED
32/41 Sino-Thai Tower 16th Fl. 
Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey-Nua, 
Wattana, Bangkok 10110 
TEL 02-259-1720　（代） 
FAX 02-259-1721

菰田　知宏
ごあいさつ

  ミューコム はタイでは唯一ITセキュリティーに特化した日系企業です。 タイはアジアのデトロイトと言われるように、製造業に何らか
の形で携わっている企業が非常に多いです。それゆえ、日本からの駐在員の半数以上は、モノづくりの専門家です。しかし、ITに詳しくない日
本人の駐在員が本社の命令で「（若いから）ITわかるだろ、兼任してくれ」と言ったような、半ば無理やりIT管理の知識のないまま押しつけられ
ているのが悲しい現状です。

　タイにおけるIT需要が高まる一方、ネットワークの複雑化やセキュリティに対する懸念や課題も顕在化しています。 急激な勢いで進化を続
けるタイ国内のIT環境において、言語の違いやIT管理者確保に対する問題を解消し、お客様の多様なニーズに対し、豊富な経験と実績を基
に、共に取り組んでいきたいと考えています。 ”Japanese Quality”をモットーに、顧客満足度を最優先し、常にお客様の立場で考えた最適なソ
リューションと誠実なサービスの提供に努めております。


