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Endian Hotspot:

お客様に、安全で簡単なインターネット接続を
Endian Hotspotはホテルや店舗などを訪れるお客様向けに安全で簡単なインターネット接続をご提供いただくための統合ソ
リューションで、
ネットワーク接続の種類（LANケーブルによる接続、
ワイアレス接続）
を問わず、
ネットワークに接続できるデバイスに
対してインターネット接続環境をご提供いただけます。
Endian Hotspotをご活用いただくことにより、お客様向けの新たなインターネット接続サービスを簡単に導入していただくことが
できます。

自由なカスタマイズが可能
Endian Hotspotは、お客様にご提供いただくためのネットワークアクセスを柔軟に設定、制御できることを特に重要視して開発
されました。さまざまな設定が容易に行える管理インターフェイスを利用して、接続設定ごとに柔軟な設定が可能です。
たとえば、利用料金の精算方法もこのような設定が可能です。
• 課金方法: 接続時間による課金、データ量による課金
• 支払方法: 事前精算（プリペイド）、事後精算（ポストペイド）、無料
Endian Hotspotを利用すれば、
インターネット接続サービスの提供を非常に簡単に、
そして効率的に行うことができます。必要な設
定は自在に、
またリアルタイムで行えるため、お客様に対する新たなサービスとして手軽に導入、
ご活用いただけます。

Endian Hotspot ＆ Endian UTM: 統合セキュリティソリューション
Endian HotspotはネットワークセキュリティのオープンソースソリューションであるEndian UTMに完全に統合されています。
これにより、
ウィルスや不正侵入、不法なWebサイトなどインターネット上の脅威からネットワークとお客様を保護できます。
Endian Hotspotの持つさまざまな機能をご活用いただくことにより、
このようなメリットが生まれます。
• お客様に対する安全なインターネット接続サービスをご提供いただけます
• サービスの向上を図ることができます
• 新たなビジネスチャンスの拡大につながります

ホテルやカフェ、
レストランなどの店舗で、
さらには図書館や学校、空港などの公共施設で、
シンプルかつ安全なインターネット接
続をお客様にご提供しませんか？まさにそのニーズにお応えするソリューションがEndian Hotspotです。
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Endian Hotspot 活用例

dian Hotspotを活用すれば、柔軟な設定のもとで、お客様に対して安全なイン
ターネット接続をご提供いただくことができます。
これにより、お客様に対する
サービス内容は向上し、顧客満足度の向上にも寄与します。
Endian Hotspotの導入により、ホテルのゲストは宿泊するゲストルームやロ
ビー、バー、
レストランなどの場所から、自分の使い慣れたモバイル機器を活用
してインターネットアクセスを楽しむことができます。

観光客、
ワーカーが、
ラップトップやタブレットPC、
スマートフォンなどを使って休
憩の合間にオンラインニュースを見たり、
メールをチェックしたり、Webサイトに
アクセスしたりします。

カフェ

カフェは日々の生活の休憩場所として広く利用されています。カフェでは学生や

ホテル Hotels

今やインターネット接続の有無はホテル選びの重要な要素となりました。���
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Endian Hotspotは柔軟な設定が可能なため、お客様のニーズに合わせた設定

す。

なる傾向にありますが、
この待ち時間は旅行者にとっては退屈な時間であること
は間違いありません。
しかし同時に、
この待ち時間を活用すれば、インターネット

空港

空の旅に待ち時間は付き物です。空港では安全対策の面からも待ち時間が多く

Café

が可能です。お客様に安全で快適なインターネット接続をご提供いただくことに
より、お客様の満足度の向上とリピーターの増加につながることが期待できま

を利用して旅行先の情報を見たり、最新のニュースにアクセスしたりする絶好の
機会ともなります。

ベルのセキュリティ機能を搭載したEndian UTMに統合されていますから、セ
キュリティ面についても心配無用です。

のとなっており、図書館においても同様です。
Endian Hotspotを利用すればインターネットへの無料接続サービスをご提供い
ただくことも可能で、さらには施設の目的やポリシーに基づき、ユーザーがアク
セスできるWebサイトを限定させることもできます。また、貸出手続きなどの手
順を簡素化したり、Webサイトへのアクセスを限定的に許可することによって蔵
書管理や問い合わせの負担を軽減できます。Endian Hotspotは、インターネッ
ト上での脅威にも対応したセキュリティソリューションです。

図書館 Libraries

オンラインリソースへのアクセスは新たな知識を得る上で欠くことのできないも

Airports

Endian Hotspotを活用してインターネット接続環境を提供すれば、旅行者は待
ち時間を退屈に過ごす必要はなくなります。加えて、Endian Hotspotはトップレ
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サービスのカスタマイズ

チケット設定

• 複数の言語に対応した使いやす
いWebインターフェイス

• Welcomeページとユーザー情報シー
トのカスタマイズ: WYSIWYGエディタ
を利用した編集

• 請求設定: 事前支払（プリペイド）、事
後支払い（ポストペイド）、無料接続

• ワイアレス、L A Nケーブル接 続
（有線）の両方に対応

• 公開Webサイト設定: 認証なしでアク
セスできるサイトのリスト

• Windows、Mac OS X、Linuxなど
さまざまなプラットフォームで利
用可能

アカウント管理

• ホームページ設定: ログインに成功し
た直後に表示されるページの設定

• リモート認証のための標準規格
であるRadiusに対応
• SQLデータベースがシステム本体
に組み込まれており、追加のソフ
トウェアインストールは不要

• ユーザー情報管理: ニーズに合わせ
た柔軟な設定が可能
• 印刷可能なアカウント情報: お客様に
アクセス情報をお知らせするための
シートの発行
• アカウントの有効化/無効化: いつでも
アカウントの有効化/無効化が可能
• アカウント有効期限: アカウントが使
用できる有効期限の設定が可能
• リアルタイム監視: 請求状況のリアル
タイム監視
• 支払い方法のカスタマイズ: ニーズに
合わせた柔軟な設定が可能
• アカウント検索、
フィルタ: ユーザー数
が多い場合などに便利なアカウント
検索、
フィルタリング機能
• ユーザーごとの帯域幅制御: ダウン
ロード、アップロードそれぞれの帯域
幅をkb/s単位で指定
• アカウント情報のインポート: CSVファ
イルからのアカウント情報の取り込
み

アクセス監視

• ユーザーごとのアクセス追跡: ログイ
ン、ログアウトのタイムスタンプなど

• 課金設定: データ量、通信時間による
課金

• トラフィック制限: チケットごとのトラ
フィック制限が可能
• 1時間チケット: チケットの料金設定や
課金が容易に
• クイックチケット: 指定した数のアカウ
ントとチケットをワンクリックで自動
生成

セキュリティとファイアウォール

• Endian UTMとの統合: インターネッ
ト上の脅威に対するセキュリティ対
策
• フィルタ: Webブラウジングのプロト
コルによるフィルタやアクセス先サイ
トによるフィルタ
• コンテンツフィルタ: アクセスを許可す
るサイトを制限
• アンチウィルスとアンチスパム: Web
ブラウジングとメールアクセスの保護

• VPN接続設定: Hotspot経由でのVPN
接続設定
• 接続の有効化/無効化: いつでも接続
の有効化/無効化が可能

サードパーティ製品との連携

• 公開AP I: サードパーティ製品とス
ムーズに連携できるAPI（アカウント
の自動作成や課金システムなど）
• ASAjHotel™との統合が可能

• アクセス情報のエクスポート: CSV形式
での書き出し
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