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株式会社 クラウド テクノロジーズ （Cloud Technologies Inc.）

設

立

2007年 8 月

資

本

金

20,000 千円

社

員

数

20 名（契約社員等含む）

代

表

者

代表取締役社長 谷本 勲

・東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 2番出口より徒歩 6分

事 業 内 容

クラウド事業／情報セキュリティ事業／ SaaS 化事業

・東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 1番出口より徒歩 7 分

事 業 資 格

電気通信事業者 届出番号 A-22-11108

・JR 中央線・総武線 御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口より徒歩 8 分

こいつら
面白いこと
考えるな！
と常に言われるのが理想です。

労働者派遣事業許可番号 派13 -306865
品質マネジメントシステム
FS 594047／ ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）
情報セキュリティマネジメントシステム
IS 647006 ／ ISO 27001:2013（JIS Q 27001:2014）
取 引 銀 行

沿革

きらぼし銀行、日本政策金融公庫、みずほ銀行

History

2008

・サーバーログ管理システムの開発

2012

・子会社ニューテクノロジーソリューション設立により IT 全般統制、セ
キュリティ対策、コミュニケーションツール等のソフトウェアパッケー
ジの販売開始

2009

・子会社ニューテクノロジーソリューションとの合併によりパッケ ージ販
売及びパッケージ開発サポートを本格始動
・本社を千代田区神田駿河台に移転

・
「ファイルサーバ スマホ & タブレット」をリリース
・
「MobiConnect（モビコネクト）
」の取扱を開始
・新サービス「Beeing（ビーイング）
」を開発・リリース
2013

・新サービス「バックアップ クラウド」をリリース

・
「ALog コンバータ for Database」の取扱開始
・
「Secure Filer Pro」の総販売代理店へ
・クラウド推進室から事業部への立ち上げ

・
「ファイルサーバ Diet」をリリース
2014

・新サービス「金庫ファイルサーバ on Cloud」をリリース

・新サービス「スタートオフィス」をリリース
2015

・AWS 認定パートナー登録

・
「株式会社 クラウド テクノロジーズ」へ社名変更

・本社を文京区本郷に移転

・新サービス「CLOUD×CLOUD」をリリース

2016

・中央職業能力開発協会認可の基金訓練「ネットワーク・サーバ技術
者養成科」を開始

2011

・新サービス「突 LOG（トツログ）
」をリリース
・人材育成支援事業を開始

・新サービス「ファイルサーバークラウド 2015」をリリース
・
「BootCamp（ブートキャンプ）プログラム」をリリース

・
「Logstorage」の取扱開始

・新サービス「ファイルサーバ クラウド」をリリース

・
「ファイルサーバクラウド」のオプション「AD パック」をリリース
・
「大学出願ネット」を開発

・中央職業能力開発協会認可の基金訓練「Web プログラミング科」
を開始
・
「ALog ConVerter for Oracle」の取扱開始

・新サービス「BotBlocker（ボット・ブロッカー）
」を開発・リリース
・
「超速クラウド・アクセス」をリリース

・
『IT コスト削減ポータル』サイトをオープン

2010

・新サービス「システム統合監視ツール『Nagios（ナギオス）
』構築
& 運用サポートサービス」をリリース

・セキュリティ診断サービスの提供開始
・IT アドバイザリーサービスの提供開始
・電子帳簿保存法対応セミナーを開催

2017

・
「DOCUMENT MARK」をリリース
・「FSC Search powered by Docplug」「FSC Collabo
powered・by Docplug」をリリース

・新サービス「sapphire（サファイア）サービス」を開発・リリース

2018

・
「経理・法務・総務における e- 文書活用ノウハウ・ドゥハウセミナー」
を開催

Company Proﬁle

クラウドテクノロジーズは
「 IT はビジネスに役立つ！」
を実現する会社です。
IT 技術でお客様のコアビジネス成長をお手伝いし、社会に貢献いたします。

IT サービス事業 ラインナップ

ファイルサーバー特化型
クラウドソリューション事業
お客様専用のファイルサーバーを AWS 環境に構築し、
自社では実現できない、専用クラウドサービスをご提供いたします。
社外関係者と安全で、しかも簡単にデータ共有を実現する「FSC Collabo Powered by Docplug」
、ファ
イルサーバーを徹底的にシェイプアップしディスク容量の削減を実現する「Boot Camp（ブートキャンプ）

Amazon Web Services パートナー

安心

プログラム」などの他社にはない豊富なオプション群を揃えています。

世界 No.1 の導入実績を誇る AWS のデータセンターにてクラウド環境を
構築。
AWS は非常に高い拡張性と信頼性を持つプラットフォームと、最新
の電子監視システムにより安全性は非常に高く保たれております。
安心と信頼のプラットフォームです。

PaaS 事業

PaaS (Platform as a Service)

お客様オフィスにある様々な社内システムをクラウド環境で運用する
「社内システム クラウド運用サービス」をご提供いたします。
法人様特有のご要望にお答えした多彩なサービスをご用意しております。

信頼

導入事例 400 社以上！
大規模導入やお客様の個別ニーズへ
柔軟に対応
ファイルサーバー特化型ソリューションをはじめ、クラウドサービス
の構築・導入・運用事例がエンタープライズ企業様を中心に 400 社を
超える実績がございます。大手プロバイダーや他社では対応のできない、
個別要件に応じたきめ細かい柔軟なご提案が可能です。
「提案力」とは、
「既存のサービスラインナップでカバーできない問題にも柔軟に対応」
「マルチベンダー方式の採用により、
ＡＷＳをはじめ最適なプラットフォームの

お客さまのコアビジネスを圧迫していたシステム運用管理業務をクラウドへ アウトソーシ
ングすることによって、コアビジネスに専念することが可能になります。

SaaS 事業
セキュアなクラウドを構築し、そのクラウド上にアプリケーションを作成いたします。
企業様のニーズに合わせたシステムの開発が可能です。
「リアル」×「IT」＝ 新ビジネスモデル。
リアルビジネスに対して IT を付加したい企業様／パッケージソフトを SaaS 化して新しいビジネスモデル
を構築したい企業様向けに SaaS 化開発＆IT インフラをご提供いたします。

ご提案が可能」

セキュリティ・クラウドの技術者集団

IT

技術

私たちは、
「クラウド」
・
「セキュリティ」
・
「アウトソーシング」の技術者集団です。

ログ管理 サービス事業
豊富なログ管理ソリューションをラインナップ。
※クラウドテクノロジーズ独自のソリューションや、関連パッケージもご用意。

業務システムからファイルサーバー、そしてネットワークまで、監視・運用を含

各種ログを管理することで、情報漏洩事故やセキュリティポリシー違反の予防につなげます。

めたフルアウトソーシングが可能です。業務システムに特化した安心と信頼のク

豊富な導入実績により、ありとあらゆるお客様のご要望や環境に応じた最適なログ製品（クライアントロ

ラウドサービスを、お客様がご納得いただける形でご提供いたします。

グ製品、サーバログ製品、統合ログ製品など）をご提供いたします。

