導入事例

業務用通信カラオケのネットワーク基盤として
FortiGateを導入し安定したVPNを実現
日本発祥のエンタテイメントの一つとして、世界中で楽しまれているカラオケは時代と共に変化を遂げてきた。
その進化の一翼を担ってきたのが株式会社エクシングだ。同社の業務用通信カラオケはカラオケボックスをは
じめ、スナックやバーなどに設置され、センターからVPN網（IPsec VPN）を介して店舗へ最新の楽曲や映像
を配信している。そのネットワーク基盤を担うVPN装置としてFortiGate 1500Dを8台導入した。数万セッ
ションに及ぶVPNを収容しても途切れることなく通信できる安定したパフォーマンスや将来的な拡張性など
が評価された。
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じ、常に新しい「JOY!!!（楽しさ!喜び!安
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」を創造しお客様に提供し続けま
す」を経営理念に、業務用カラオケや音
楽・映像ソフトなどを提供し、総合音楽
エンタテイメントを世界に広げている。
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テンツが日々配信されている。従来の
VPN装置は長年使い続けているが、課
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を提供する上で様々な制約が出てきて
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は話す。
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きる。また、アナログ電話網に比べ、現
在主流の4Gモバイル通信は通信速度も
速く、常時接続が可能なためセンター側
と店舗側とのリアルタイム通信サービス
を利用できるといった利点もあった。
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