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クラウド新会社『ネクストモード株式会社』
企業コンセプトおよび新サービス発表会

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社

ク ラ ス メ ソ ッ ド 株 式 会 社
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新会社の設立

〜クラウドであたらしい働き方を〜
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東日本電信電話株式会社とクラスメソッド株式
会社は、さまざまなクラウド技術や製品を組み合
わせて、企業の働き方の当たり前を変えていく新
会社を2020年7月1日（予定）に設立します。

社名：ネクストモード株式会社



ネクストモード会社概要

代表取締役社長 里見 宗律
取締役 遠藤 玉樹
取締役 その他1名
取締役 佐々木 大輔
取締役 西澤 徹訓

出資金 3億円

本社所在地 千代田区岩本町（クラスメソッド内）

NTT東日本

クラスメソッド
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全メンバーがテレワークで働く会社



会社名の由来

〜Nextmode〜
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効率化や安定性を重視する MODE１※

から
柔軟性や俊敏性を求める MODE２※

へ

お客さまと共に考え、歩んでいく会社

※IT調査会社のガートナー提唱の「バイモーダルIT」コンセプト



新型コロナウイルスの影響

テレワークを導入する会社が増加

http://research-platform.line.me/archives/34978692.html 5
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9%

24%

2月

3月

4月



新型コロナウイルスの影響

仕事上でのストレスが増えた

http://pubs.iir.hit-u.ac.jp/admin/ja/pdfs/show/2390

一橋大学イノベーション研究センター 59.8%
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オンラインツールを導入できてない点が、組織の生産性に影響を与えている可能性



仕事上のストレスを解放

〜昭和の働き方から抜けるには〜

・印刷、押印、郵送のための出社をやめる

・チャットや資料共有をお客さまと可能にする

・勤怠や旅費のチェックは人力でやらない

・完全性よりスピードを重視する

・社内会議でのキレイな説明資料を不要にする
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「働き方の当たり前」をクラウドで変えたい



クラウドの実演販売

CASB
（外部への端末アクセス制御）

シングルサインオン
（各SaaSのID統合管理）Security

プロジェクト管理

グループウェア Web会議

契約/会計/労務

課題／プロジェクト管理 チャット 労務管理 会計

ドキュメント作成
WEB会議

ヘルプデスク

自宅自宅自宅

〜オフィスを持たない働き方を実践〜
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DXをクラウドで推進

お客さまと一緒に、デジタルイノベーション
（＝技術革新×ビジネスモデルの革新）

を追求し、カスタマーサクセスを実現

「こだわる」こと 「こだわらない」こと
〇 スピード

〇 柔軟性

〇 小さな改善を月日単位

〇 使いながら修正

〇 繰り返し受注の回数増

〇 協業で早く

× 完全性

× 不変性

× 大きな改善を年単位

× 使う前に修正

× 1案件あたりの規模

× 自社で内製
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ネクストモードの業務内容①

クラウドからネットワークまでを一元提供

①クラウドSI構築
・高い技術力でマイグレーションにおける設定、データ移行等を実現。

③クラウドへの最適なNetwork
・閉域網だけでなく、インターネット経由も実施。Netskope、Zscaler等に対応。

②クラウド保守運用
・従来のクラウド保守運用に加えて、高度なクラウドの代行作業を実施。
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テレワークにより、故障の切り分けポイントが増加



クラウドへのマイグレーションのプロフェッショナル

IaaS

PaaS、SaaS

③ ネットワーク

クラウド

①SI構築

②保守運用

アプリケーション

AWS

パートナー
と連携

Azure GCP等

お客さまは、ビジネスの検討に集中
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ネクストモードの業務内容②



構築スピード：数か月 → 数週間に短縮

特徴：スピードと柔軟性

オンプレミス
複雑でリードタイムが長い

クラウド
契約から納品までが早い

要件定義 要件定義

物理設計

論理設計

調達

搬入設置

導入設定

サービス選定

サービス設定

利用開始

利用開始

①クラウドSI構築

リソースをいつでも増減できる
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物理作業
がない

柔軟性



特徴：柔軟な保守運用

電話1本でクラウド環境の変更を即時に代行

クラウドの構築

+αの価値：24時間365日
クラウドの設定変更が何度でも可能

・コスト削減提案、可視化
・システム改善提案、定期レポーティング
・アプリケーションの監視・保守

クラウドの監視運用
・仮想サーバの保守
→CPU、メモリ、ストレージ、等
・モニタリング・ログ
・再起動、各種設定変更

従来
サービス

お客さま
に寄り
添った
サービス

お客さまのクラウド環境の継続的なDXを推進

②クラウド保守・運用
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クラウドで変わるNW

セキュリティは閉域網で確保してきた
境界セキュリティモデルでは、システムは社内からの利用を前提としていた。

中央集権型ネットワークの限界
働き方改革によりテレワークが推進され、ネットワークの接続箇所が多様化している。
Office365やG Suiteなどインターネットを介して利用するサービス(SaaS)が増加している。

Data Center

拠点

閉域網
VPN

中央集権型ネットワーク

Data Center

拠点

閉域網
VPN

モバイル

クラウド

Internet

自宅

分散型ネットワーク過渡期

拠点 モバイル

クラウド

Internet

自宅

③クラウドへの最適なNetwork

ゼロトラストNW
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NTT東日本のネットワーク力
×

クラスメソッドのクラウド活用力

すこし先の未来にぜひご期待ください

〜クラウドであたらしい働き方を〜
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会社設立キャンペーン

NTT東日本とクラスメソッドが
新会社設立することで、
両者のノウハウを融合し、

お客さまのテレワークを強力に支援することが
出来るようになりました。

×
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①テレワークサポートキャンペーン

ポイント１
オフィスフリーで働くネクストモードが活用しているクラウドを中心に、

お客さまにあったクラウドコンサルティングを無料で実施します。（累計5時間まで）

【先着20社様限定】※1

ポイント２
クラウド型テレワーク（Amazon Workspaces）導入にあたっての構築費用を

何台でも無料でご提供します。（初回構築のみ）【先着100社様限定】※1※2※3

「どんなクラウドサービスを使っていいかわからない」
「テレワークは何をつかえばいいの？」

そんなお悩みをクラウドのプロがコンサルします。

※1 7/1～9/30までにお申し込みの方限定
※2 クラウド型テレワークサービスについて1年間の最低利用期間がございます
※3 AWS費用はクラスメソッドメンバーズでお支払いいただきます
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②AWS無料診断キャンペーン

【レポート例】ポイント１
不要なリソースを洗いだし、コスト削減可能な金額と項目
をお伝えします。

ポイント２
AWS内のセキュリティ診断を実施し、様々な脅威を検知します。

改善にむけたアドバイスをいたします。

「コストを削減したい」 「不要リソースを洗いだしたい」
「セキュリティリスクを把握したい」

今なら無料で診断します。

※ 先着50社様限定
※ 7/1～9/30までにお申し込みの方限定
※ AWSビジネスサポート以上をご契約のお客さま対象
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NTT東日本 テレワーク相談窓口

新型コロナウイルス対策を実施するテレワーク相談窓口を
3月14日に開設し、お客さまの支援を実施しております
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平日のみ



NTT東日本 テレワーク相談窓口が更に充実

テレワーク相談窓口で受付中

テレワークに必要なICT環境をトータルサポート

クラウドのコンサルティング
「どんなクラウドを使っていいかわからない」
「リモートワークは何をつかえばいいの？」

クラウドのプロがコンサルします。

「クラウドサービスを連携したい」
「既存システムをクラウドで使いたい」

ベストなクラウドを構築します。

NEW

ネクストモードとの連携により
クラウドにも広く対応
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ご相談窓口

ネクストモード

24時間WEB受付
nextmode@east.ntt.co.jp

ご相談はどちらにでも
ご相談内容に応じて２つの窓口で連携し対応させていただきます
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平日のみ

〜クラウドであたらしい働き方を〜

テレワーク相談窓口


