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セキュリティ・運⽤用管理理

InterSafe  CATS

対応製品：Windows  /  iPad  /  iPhone  /  Android

価格：5ユーザ15,000円〜～/年年額（税別）

業務時間帯とプライベート時間のWeb活⽤用ポリシーを区別可能！
●主な機能
  -‐‑‒  Webフィルタリング
  -‐‑‒  アプリケーション起動制御
  -‐‑‒  スケジュール（時間別ポリシー付与）
  -‐‑‒  書き込み規制
  -‐‑‒  閲覧履履歴やCookieの管理理及び
 　⾃自動初期化設定の遠隔制御
  -‐‑‒  ブックマーク⼀一⻫斉配信
●導⼊入メリット
  -‐‑‒  アクセスログレポート機能
クラウド型のため初期投資は不不要です。 　
  -‐‑‒  アクセスログ検索索機能
時間帯別にWeb閲覧ポリシーを付与でき、
  -‐‑‒  アクセスログのダウンロード
BYODやCOPE導⼊入時にも安全性を保ち
  -‐‑‒  マルチデバイスの⼀一元管理理 　 　他
つつ業務とプライベートの環境を区別で
きます。
●サービス概要
本製品は、Windows、iOS、Androidに
対応したクラウド型Webフィルタリング
サービスです。セキュリティリスクのあ
るサイトや業務に不不適切切なサイトへのア
クセスを規制。従業員満⾜足を維持しつつ
⽣生産性向上や情報漏漏洩防⽌止を実現します。

アルプス  システム  インテグレーション株式会社
 　URL  :  http://www.alsi.co.jp/
 　Mail  :  ssg@alsi.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5499-‐‑‒8045

セキュリティ・運⽤用管理理

ビジネススマートセキュリティ
対応製品：iPad  /  iPhone  /  Android

価格：初期費⽤用10万円、基本サービス 　1デバ
イス500円/⽉月額（税抜） 　

どんな利利⽤用環境でも安全な環境を丸ごと提供！SafariでWebフィルタも！
●主な機能
 　50以上のカテゴリでWebフィルタリング
 　-‐‑‒  Webフィルタリング
 　（Safariに対応）
 　-‐‑‒  MDM
 　（制約設定、ログ取得、リモートワイプ等）
 　-‐‑‒  アプリケーション利利⽤用制御
 　-‐‑‒  Firewall
●導⼊入メリット
 　-‐‑‒  ポリシー違反検知
 　端末からの全てのトラフィックを管
 　-‐‑‒  Webアクセスログダウンロード
理理下に置くことができ、COPE時でもコ
 　-‐‑‒  拠点間VPN
ンプライアンスとセキュリティを同時
 　（社内システムへの接続）
に実現できます。カメラなど端末に標
 　-‐‑‒  アプリケーション配布
準搭載の機能も⼀一括で制限可能。Web
 　-‐‑‒  グループ管理理 　 　 　 　 　 　 　 　 　他
フィルタは専⽤用ブラウザ不不要でSafariに
 　リスト管理理でアプリの利利⽤用を柔軟に制御
対応しています。
●サービス概要
 　本製品は、Webフィルタリングから
MDM、アプリの利利⽤用制御、社内システ
ムへの接続まで⼀一括で管理理できるクラ
ウド型の統合セキュリティサービスで
す。サーバ等の初期投資は不不要です。

アルプス  システム  インテグレーション株式会社
 　URL  :  http://www.alsi.co.jp/
 　Mail  :  ssg@alsi.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5499-‐‑‒8045

セキュリティ・運⽤用管理理

Citrix  XenMobileソリューション

対応製品：iPad  /  iPhone  /  Android

価格：別途ご相談

モバイルでビジネスを利利⽤用する最適ソリューション
【製品やサービスの概要】
ＳＣＳＫが提供するCitrix  XenMobile
ソリューションはデバイスを管理理する
だけはなく、モバイル上で利利⽤用する様
アプリケーション、データを保護する、
モバイルトータルソリューション
（Enterprise  Mobility  
Management  :  EMM）となります。
BYODで必須となる公私分離離が容易易に
実現でき、モバイルデバイスをビジネ
スで活⽤用するために必要となる様々な
機能を、Citrix  XenMobileにて提供い
たします。

ＳＣＳＫ株式会社

 　URL  :  http://www.scsk.jp
 　Mail  :  citrix-‐‑‒info@ml.scsk.jp

【主な特徴】
・コンプライアンスを確保しつつ、
ユーザーがデバイスやアプリケーショ
ンを⾃自由に選択できるようにします  
・ユーザーが気に⼊入り、IT部⾨門が採⽤用
しやすい、⽣生産性を⾼高める様々なアプ
リケーションを提供できます  
・ユーザーがどこからでも簡単にアプ
リケーションにアクセスできるように
することで、ビジネスを活性化します  

・その他本文記載の会社名及び製品名は、それぞれ
各社の商標又は登録商標です。	

セキュリティ・運⽤用管理理

たよれーる  デバイスマネジメントサービス
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch（第5世代）

 　価格：基本サービス 　  　 　 　 　 　 　 　 　300円/⽉月
 　 　 　 　ロック・ワイプ操作代⾏行行サービス 　200円/⽉月

盗難・紛失対策とあわせて端末の運⽤用・管理理に
【製品やサービスの概要】
たよれーるデバイスマネジメントサー
ビスはiOSをはじめAndroid,Windows  
OSも⼀一元管理理可能な⼤大塚商会が提供
するMDMサービスです。
リモートでのロック・ワイプ操作、管
理理コンソールで構成プロファイル作成
機能やJailbreak検知・インハウスアプ
リの配布環境・任意のタイミングで位
置情報取得などBYOD/COPE環境での
管理理運⽤用⾯面でも⼒力力を発揮します。年年に
数回のペースでバージョンアップをし
ておりiOSの特性を活かした管理理運⽤用
サービスを⽬目指しています。

    株式会社⼤大塚商会

【主な特徴】
・初期費⽤用無⽤用
・1端末から契約可能で、端末の増減  
      はWebページから申込み可能
・管理理者向けテレフォンサポート
・iOS⽤用セキュアブラウザを無償提供
・ダッシュボードで状況把握
・位置情報の更更新と履履歴保持
・インハウスアプリの配布
・構成プロファイルは、iPhone構成
 　ユーティリティを使わず簡易易設定
 　（⼀一般、パスコード、制限）
・Volume Purchase Program対応

 　URL  :  http://www.otsuka-‐‑‒shokai.co.jp/http
 　Mail  :  mbsl-‐‑‒info@otsuka-‐‑‒shokai.co.jpbsl-‐‑‒info
 　TEL  :  03-‐‑‒3514-‐‑‒7555

セキュリティ・運⽤用管理理

サイバートラスト  デバイスID
価格：オープン価格

対応製品：iPad  /  iPhone

端末を厳格に認証し安全にネットワークアクセス
【製品やサービスの概要】
デバイス証明書管理理サービス「サイ
バートラスト  デバイスID」は、デバ
イス証明書を使い、あらかじめIT  担
当者が許可したモバイル端末だけを社
内ネットワークにアクセスできるよう
にするサービスです。IT  担当者は管
理理画⾯面からアクセスを許可するモバイ
ル端末に証明書を発⾏行行するだけです。
モバイル端末⼀一つ⼀一つを設定する必要
がありません。マルチデバイスに対応
し、ネットワーク環境も無線LAN  から
３G、LTE  まで幅広く対応しています。
さらに盗難、紛失時には、証明書を失

サイバートラスト株式会社

効することでモバイル端末を即座に社
内ネットワークから切切り離離すことも可
能です。IT  担当者の悩みを⼀一挙に解
決し、BYOD/COPE環境においても企
業のセキュリティレベルを⼀一段階上げ
ることができます。
【主な特徴】
・証明書による厳格な端末認証を実現
・マルチプラットフォーム/マルチデ
 　バイスに対応
・３G、LTE、Wi-‐‑‒Fiなどのマルチネッ
 　トワークに対応
・様々なネットワーク機器、Webサー
 　バに対応

 　URL  :  https://www.cybertrust.ne.jp
 　Mail  :  servicedesk@cybertrust.ne.jp
 　TEL  :  0120-‐‑‒957-‐‑‒975

セキュリティ・運⽤用管理理

MobileIron@absonne

参考価格：⽉月額550円〜～/台(ワイプ代⾏行行オプ
ション込み)【台数500台の場合】

対応製品：iPad/iPhone/iPod  touch

企業利利⽤用に最適化したEMM製品のマネージドサービス
【サービスの概要】
【主な特徴】
MobileIron@absonneは、世界で6000社に ●機能⾯面
導⼊入実績があるEMM(Enterprise  Mobility   ・JailBreak検知、各種端末情報の取得、表⽰示
Management)製品「MobileIron」を新⽇日 ・ポリシー強制と⾃自動違反通知、⾃自動検疫
鉄住⾦金金ソリューションズの国内クラウド
・ホワイト／ブラックリストでのアプリ管理理
「absonne」(アブソンヌ)で稼働させる
・公開／⾃自社作成アプリの配信
サービス。マルチOS、マルチデバイスに対 ・多数の端末へのアプリ同時配信(オプション)
応、eメール、アプリケーション、コンテン ・カメラ機能の動的制御など、WebAPIを利利⽤用し
ツ、ウェブ閲覧など、モバイル端末の様々 た連携システムの開発が可能(別途⾒見見積対応)
な利利⽤用シーンにおいて企業データを個⼈人
・アプリ単位のVPN、ケルベロス認証連携、端末
データから隔離離（コンテナ化）できるので 画⾯面転送など先進機能にも対応
BYODでも活⽤用できるサービスです。多くの ●運⽤用⾯面
業務でモバイル端末が必要不不可⽋欠となる今、 ・稼働率率率99.99%のインフラ上で稼動
CAやLDAPなど社内リソースとの連携や、 ・企業ごとに分離離したサーバセキュリティ環境
安定稼動と計画バージョンアップなど、企 ・検証済みバージョンへ計画バージョンアップ
業が求めるフレキシブルな運⽤用に対応して ・24時間365⽇日で端末ワイプ代⾏行行(オプション)
います。
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(2014年年8⽉月現在)

新⽇日鉄住⾦金金ソリューションズ株式会社
URL：http://www.nssol.nssmc.com
Mail：iii-‐‑‒market@jp.nssol.nssmc.com
TEL：0120-‐‑‒42-‐‑‒1255

・absonne(アブソンヌ)は、新日鉄住金ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・その他本文記載の会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。	

セキュリティ・運⽤用管理理

セキュリティブラウザKAITO
価格：1デバイス 　2,800円
 　 　 　(App  Store  にて配布中)

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

端末にデータを残さない⾼高セキュリティブラウザ
【製品やサービスの概要】
個⼈人所有の端末でSafariブラウザを利利
⽤用して、業務⽤用のWEBシステムにアク
セスする際には、端末に通信履履歴や
キャッシュをはじめとするデータが
残ってしまい、紛失・盗難時に情報漏漏
洩のリスクがあります。
業務利利⽤用では端末にデータを残さない
セキュリティブラウザKAITOを利利⽤用し、
私⽤用利利⽤用とブラウザを分ける事により
BYODの実現が可能です。
また業務データのMDMを利利⽤用した消
去の必要が無くなる為、個⼈人のプライ
バシーにも配慮出来ます。

【主な特徴】
・通信履履歴、キャッシュ、クッキー
等の閲覧・認証情報の削除により個
⼈人端末にデータを残しません。
・利利⽤用ユーザはApp  Storeからダウン
ロード、ライセンスキーを⼊入⼒力力する
だけで簡単に利利⽤用が可能です。
・クライアント証明書と組み合わせ
れば、業務WEBシステムへのアクセ
スをKAITOに限定する事が可能。

「業務」と「プライベート」を１つの端末で切り替え可能	
  
端末にデータを残さない	
・ キャッシュ	
  
・ クッキー	
  
・ 履歴	
  	
  

業 務

プライベート	
  

許可されたKAITO以外の	
  
ブラウザからのアクセスを禁止	

業務用のWEBシステム	

株式会社ジェーエムエーシステムズ
 　URL  :  http://www.jmas.co.jp
 　Mail  :  mkt-‐‑‒contact@jmas.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒3431-‐‑‒2638

● 社内システム
● 許可サイト
● クラウドサービス	

一般のWEBサイト	
  

	
  	
  ×	
  SNSサイト	
  
×	
  一般のサイト	
  
×	
  危険なサイト	
  

決められた業務用サイト以外	
  
へのKAITOからのアクセス禁止	

セキュリティ・運⽤用管理理

KAITOセキュアTransfer
価格：1サービス 　250万円

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

端末にデータを残さない録⾳音・撮影ソリューション
【製品やサービスの概要】
個⼈人所有の端末で業務⽤用の撮影、録⾳音
を⾏行行う際にはカメラロール等にデータ
が残ってしまい、紛失・盗難時に情報
漏漏洩のリスクがあります。
業務利利⽤用では端末にデータを残さない
セキュアTransferシリーズのカメラ・
レコーダを利利⽤用し、私的利利⽤用のアプリ
ケーションと分ける事により安全な
BYODの実現が可能です。

【主な特徴】
・転送後にデータを削除、端末にデータを
残しません。
・データ保存時に暗号化、万が⼀一データ転
送が完了了しない状態で紛失・盗難されても
⾳音声データの再⽣生、画像データの確認はで
きません。
・電波状態等により送信中に通信が途切切れ
ても⾃自動でオンラインを検出し、断続的な
オフライン状態であってもデータを順次⾃自
動送信します。
・データ転送中も録⾳音・撮影が可能です。
・業務システムとの連携が可能です。

安全な通信	

転送後、端末内のデータは自動削除	

株式会社ジェーエムエーシステムズ
 　URL  :  http://www.jmas.co.jp
 　Mail  :  mkt-‐‑‒contact@jmas.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒3431-‐‑‒2638

本社/本部PCへ自動転送	

セキュリティ・運⽤用管理理

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

CACHATTO

価格：初年年度度ライセンス費⽤用：
                                        834,300円〜～  （30ユーザー）

VPN不不要、端末にデータを残さないリモートアクセス
【製品やサービスの概要】
CACHATTOは、各種デバイスから
メール、スケジュール、グループウェ
ア、ファイルサーバー、アドレス帳を
セキュアな環境下で利利⽤用できる法⼈人向
けリモートアクセスサービスです。
BYODの際に重要なポイントは、端末
の盗難、紛失を想定したセキュリティ
管理理です。CACHATTOは「端末に閲
覧情報が残らない」という仕様のため、  
BYOD向けのアクセス基盤として評価
されています。

【主な特徴】
・端末に閲覧データを残さない
・VPNやリバースプロキシが不不要、
Firewallの設定変更更せずに簡単導⼊入
・Notes、Exchange、サイボウズ、
desknetʼ’sなど様々なグループウェア
での利利⽤用が可能
・GoogleApps／Oﬃce365等クラウ
ド型グループウェアにも対応
・インターネット環境があれば世界中
で利利⽤用できます。多⾔言語表⽰示にも対応

ソフトバンクコマース＆サービス株式会社

 　URL  :  http://cas.softbank.jp/
      Mail  :  https://bbss.smktg.jp/public/application/add/30
※開発・サービス提供元：e-‐janネットワークス株式会社	
  
※CACHATTOは、e-‐janネットワークス株式会社の登録商標です。	

セキュアな環境でリモートアクセス

セキュリティ・運⽤用管理理

CLOMO  SECURED  APPs

価格：SecuredDocsの例例 　※アプリにより異異なる。価格は税抜表⽰示 　

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

初期費⽤用2万円＋管理理パネル費⽤用2万4千円／⽉月（社）
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　＋  利利⽤用料料⾦金金300円/⽉月（デバイス）

使いやすさとセキュリティを両⽴立立する企業向けアプリシリーズ
【製品やサービスの概要】

【主な特徴】

CLOMO  SECURED  APPs  は、スマー
トデバイス導⼊入企業で多く利利⽤用されて
いる主要なアプリを、より安全に、よ
り便便利利な形で実現する５種類のアプリ
シリーズです。
アプリ単位でデータを管理理することで、
業務データと私的データを区別して管
理理できます。私⽤用端末のユーザーに抵
抗感を感じさせずに業務利利⽤用ができる
ようになるためBYOD採⽤用企業にも多
くご利利⽤用頂いております。

・ファイルのアプリ間コピーを禁⽌止す
ることで、情報漏漏洩を防ぎます。
・アプリの起動制限やアプリ内データ
削除をアプリ単位で設定可能にします。
・キャッシュ保持制限の設定で盗難・
紛失対策を可能にします。

選べる5つのビジネスアプリ
CLOMO  SecuredBrowser
業務外サイトの閲覧制御が
可能なブラウザアプリ

CLOMO  SecuredDocs
機密情報のファイルコピーを防ぐ
安全なドキュメント共有アプリ

CLOMO  SecuredMailer
社外秘のメールデータを強固に守る
安全なメーラーアプリ

CLOMO  SecuredContacts

ソフトバンクコマース＆サービス株式会社

 　URL  :  http://cas.softbank.jp/
      Mail  :  https://bbss.smktg.jp/public/application/add/30
※開発・サービス提供元：株式会社アイキューブドシステムズ	
  
※CLOMOは、株式会社アイキューブドシステムズの登録商標です。	

重要な連絡先情報を保護する
共有アドレス帳アプリ

CLOMO  SecuredCalendar
社外秘の商談予定も安全に
共有できるカレンダーアプリ

セキュリティ・運⽤用管理理

DME(Dynamic  Mobile  Exchange)

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch/Android

価格：800円/⽉月（3,000ユーザー）

BYODを実現するセキュア・コンテナ搭載 　ビジネスプラットフォーム
【製品概要】
    DMEは、セキュア・コンテナと呼ぶ
暗号化された安全な業務領領域をスマー
トデバイス上に作成し、  社内外の
様々な業務アプリケーションの利利⽤用を
可能にするビジネスプラットフォーム
です。
 　公私の分離離ができるので、BYOD、
COPEにも対応できます。
    メールやスケジュール、さらには
SFAやワークフローなど様々な業務ア
プリケーションをセキュア・コンテナ
で安全に管理理しながら、ご利利⽤用いただ
けます。

株式会社ソリトンシステムズ
 　URL  :  http://www.soliton.co.jp
 　Mail  :  ondemand@soliton.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5360-‐‑‒3806

【特徴】

・セキュアコンテナ搭載
・利利便便性とユーザエクスペリエンス
 　-‐‑‒iOSと同様の操作性、
 　オフライン利利⽤用、優れたデザイン
・ファイルサーバー接続
・ファイルの編集、閲覧
・パスワード付きZIPファイル対応
・セキュアなWebアプリ環境AppBox
・トータルセキュリティ
 　選択式ワイプ（コンテナのみ/端末）
 　暗号化、デバイス＆ユーザー認証
 　JailBreak検知
 　MAM（アプリケーションの隔離離）
 　MCM（コンテンツの管理理）

画像②

セキュリティ・運⽤用管理理

BYOD導⼊入・運⽤用⽀支援サービス
価格：オープンプライス

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

簡単、便便利利、安全にBYODを実現するMDM
【製品やサービスの概要】
 　iOS標準機能による、完全な公私分
離離  BYODプラットフォームです。
 　業務利利⽤用する設定ファイル、個別設
定⽤用CSVファイル、業務アプリ、業務
⽤用コンテンツを「テンプレート」に設
定するだけで、個々の端末に設定した
い内容を⾃自動⽣生成する「デバイスイ
メージ⾃自動⽣生成機能」とデバイスイ
メージを実デバイスに確実に⾃自動設定
する「デバイス同期機能」により、安
⼼心・安全な業務利利⽤用を可能にする「仮
想コンテナ」を実現します。

【主な特徴】
・各種⾃自動化機能により、⽇日々の管理理
 　業務はダッシュボードの監視のみ
・MDMの全機能をAPI提供します
・標準UIは無償提供します
・標準UIはオープンソース化し、誰で
 　も⾃自由にカスタマイズ可能です
・API呼出しを簡単にするライブラリ
 　も提供します
・業務アプリ内からAPI経由で、MDM
 　機能を呼び出すことで、これまで実
 　現できなかったセキュアカメラやセ
 　キュアインストーラを実現します。

最新のBYODプラットフォーム
デバイスイメージ
⾃自動⽣生成機能
テンプレート	

・構成プロファイル	
  
・個別設定用CSV	
  
・業務アプリ	
  
・業務コンテンツ	

デバイスイメージ

デバイス
⾃自動同期機能
実デバイス

仮想コンテナ

⽇日々の管理理は、ダッシュボードで

BizMobile株式会社

 　URL  :  http://www.bizmobile.co.jp/
 　Mail  :  info@bizmobile.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5207-‐‑‒9800

セキュリティ・運⽤用管理理

MAC  Address  Manager
価格：ASK 　 　

対応製品：ネットワークデバイス

BYOD環境化でのMAC  Address管理理
【製品やサービスの概要】
  MAC  Address  Managerは、ネット
ワークの利利⽤用時において機器認証を実
現するためのMACアドレスの管理理業務
をサポートする、RADIUSサービス⽤用
サブシステムです。

【主な特徴】
・管理理者によるアドレス登録編集機能
・検索索及び⼀一括停⽌止再開削除機能
・CSVによる⼀一括登録削除機能
・ブラックリスト管理理機能
 　ゲーム⽤用端末等、登録を拒否する機器の

増⼤大するBYODの利利⽤用要求に対して、
RADIUSに関する知識識がなくとも、誰
でも直感的にMACアドレスの管理理業務
を実現することを⽬目的としております。

・権限管理理機能

 　フィルタリングが可能です

 　  登録数上限値、登録時の承認の有無等

・システム専⽤用アカウント管理理機能
・AD・LDAPユーザ認証連携機能
 　本システムは既存で存在するAD・LDAP上の

図：MACアドレス登録⼀一覧・編集画⾯面

 　アカウントを利利⽤用することが可能です

・利利⽤用者⾃自⾝身によるアドレス登録編集機能

三⾕谷商事株式会社

 　URL  :  http://si.mitani-‐‑‒corp.co.jp/
 　Mail  :  si-‐‑‒info@mitani-‐‑‒corp.co.jp
 　TEL  :  0120-‐‑‒188-‐‑‒022

図：  CSV⼀一括登録削除画⾯面

セキュリティ・運⽤用管理理

mobiGate

モバイルアクセスゲートウェイ 　

価格：⽉月額基本料料 　30,000円／⽉月
 　 　 　1ユーザ 　 　 　 　800円／⽉月

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

BYOD対応！業務システムにセキュアにアクセス
【製品やサービスの概要】

【主な特徴】

mobiGateは、スマートデバイスからグ
ループウェア、ファイルサーバ、社内
ポータル、Webシステムなど様々な業
務システムにセキュアにアクセスする
ためのゲートウェイサービスです。

• スマートモバイルから様々な社内シス
テムへのアクセスに対応できるため、
業務システムへの⼊入り⼝口はmobiGate
に集約⼀一本化できます。

端末にはmobiGateアプリを⼊入れるだけ
で、端末の設定・管理理は不不要です。
業務に関わる情報は⼀一切切保存させず、
⾼高いセキュリティを確保できます。
MDMを⽤用いることなくBYODでも
COPEでも安全に簡単に業務システムを
ご利利⽤用いただけます。

ユニアデックス株式会社

• 端末には業務に関するデータやファイ
ル、電⼦子証明書や構成プロファイルな
ども残さないため、MDMに頼らずに
セキュリティを確保できます。
• スマートフォンアプリならではの軽快
な操作性で利利⽤用できるため、シンクラ
イアント⽅方式やセキュアブラウザとは
利利便便性が違います。

 　URL  :  http://www.uniadex.co.jp/
 　問い合わせ：https://www.uniadex.co.jp/cgi-‐‑‒bin/form/form-‐‑‒s.cgi
 　TEL  :  03-‐‑‒5546-‐‑‒4900

セキュリティ・運⽤用管理理

WACOMのペンIDソリューション

対応製品：iPad  (第3・第4世代)  /  iPad  mini  (第1・第2世代)  /  iPad  Air 　 価格：オープン価格

ID機能付iPad専⽤用デジタルペンでBYODを実現

Bamboo  Stylus  ﬁneline  (CS600C)

僅か1.9mmのペン先で快適な書き⼼心地を実現した
⾼高性能iPad⽤用スタイラスペン
パームリジェクションやID機能に対応する筆圧ペン
で医療療現場におけるiPadの利利⽤用を促進します
外形⼨寸法

⻑⾧長さ150.8mm、直径10mm-‐‑‒11.9mm

質量量

23g

素材

アルミニウムボディ、ABS樹脂グリップ

筆圧レベル

最⾼高1024レベル

スイッチ

1サイドスイッチ

ペン先

ポリアセタール 　（直径1.9mm）

接続（通信規格） Bluetooth 　4.0LE
電池

充電式リチウムポリマー電池

稼働時間

約26時間 　（2時間充電時）

IDペンでログイン

個⼈人ポータルサイト等への接続

デジタルペン固有のIDを個⼈人と紐紐付けることで
『何時』『誰が』『何処で』アクセスしたかを確認
株式会社 　ワコム

 　URL  :  http://tablet.wacom.co.jp/business/
 　Mail  :  vm-‐‑‒info@wacom.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5337-‐‑‒6705

システム構築・サービス

タブレットレンタル『TabRen』
対応製品：iPad/iPod  touch

価格：お問い合わせください

タブレットレンタル＆キッティングサービス
【製品概要】
iPadをはじめ、タブレットやWiFiルー
ターなど、豊富な在庫からご⽤用途にあ
わせて必要な期間でレンタルいただけ
ます。また、端末管理理やファイル共有
などの業務アプリケーションや、導⼊入
前のキッティング作業もワンストップ
でご提供しています。
【主なラインナップ】
■iPad、iPod  touchなど
■導⼊入⽀支援キッティングサービス
■モバイルWiFiルーター
■法⼈人向けクラウドサービス
（MDMツール、ファイル共有、ビデオ
会議など）

【レンタルの主な特徴】
・タブレットは最短５⽇日から⻑⾧長期間ま
で⾃自由な期間で利利⽤用可能です。
・最短翌営業⽇日にお届けします。
・中途解約も可能です。 　※1
・故障時の保守(代替交換など)がレン
タル料料⾦金金に含まれます。

※１解約違約⾦金金が発⽣生する場合があります。

【導⼊入⽀支援・キッティングサービス】
・お届け前にご要望の作業を済ませて
から納品するサービスを⾏行行っています。
・AppleIDの取得代⾏行行サービスを単独
でもお請けします。
・作業は全てセキュリティルーム内で
⾏行行います。

オリックス・レンテック株式会社
 　URL  :  http://orix.force.com/tabren/
 　Mail  :  info1@rentec.orix.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒6852-‐‑‒1287

システム構築・サービス

Apple	
  Conﬁgurator	
  設定支援サービス
対応製品：iOSデバイス

価格：無料料
(導⼊入⽀支援：別途有償)

Apple純正  iOS⼀一括キッティング  アプリケーション
【製品やサービスの概要】
  Apple  Conﬁguratorの機能を利利⽤用す
ることで、  これまでiPadのキッティン
グに要した時間を劇的に削減すること
ができます。
  COPE環境を含め、iPadのキッティン
グにお悩みの⽅方、  ぜひApple  
Conﬁguratorをお試しください。  
また、当社では豊富な実績を元に、規
模を問わず、AppleConﬁgurator  /  
MDMなどを利利⽤用してのiOSソリュー
ションの導⼊入⽀支援を⾏行行ってます。

三⾕谷商事株式会社

 　URL  :  http://si.mitani-‐‑‒corp.co.jp/
 　Mail  :  si-‐‑‒info@mitani-‐‑‒corp.co.jp
 　TEL  :  0120-‐‑‒188-‐‑‒022

【主な特徴】
■⼀一括キッティング
    ・1度に複数台のiOSデバイスの設定が
可能	
  
・iPad『名前』の⼀一括設定
    ・アップデートを⼀一括適⽤用
    ・構成プロファイルの⼀一括適⽤用
    ・アプリケーション⼀一括配布
    ・バックアップからの⼀一括復復元
■iPadの監視
    ・監視状態に復復元
    ・監視端末以外でのiTunes接続禁⽌止
    ・アプリケーションごとファイル配布

画像②

システム構築・サービス

Tablet 　× 　Cloud 　× 　Rental

対応製品：iPad  /    iPod  touch 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
価格：お問い合わせください。

“所有から利利⽤用へ”の実現をトータルでサポート
【タブレットレンタルサービス概要】
iPadなどのデバイスを必要な時に必要
な期間だけ利利⽤用いただくことができる
『レンタルサービス』です。豊富な在
庫の中から機種を選択し最短1週間か
らご希望期間を選択すると、最短で翌
⽇日にお届けが可能です。
 　レンタル料料は⽉月額でご利利⽤用いただく
ことができ、経費で処理理することが可
能です。利利⽤用中の保守サービスも含ま
れており、廃棄費⽤用も不不要になるため、
突発的な費⽤用の発⽣生を軽減可能です。
COPEなどでの導⼊入にもすぐに対応で
きます。

【クラウドサービス概要】
moreNOTE
 　商品画像やカタログデータなどをい
つでもどこでも⼿手元のiPadで閲覧でき
るクラウドサービスです。データは端
末内で暗号化されセキュリティも安⼼心
です。ペーパーレスを⽀支援します

画像①

MiraiTouch
 　iPadを⽤用いたアンケートをスピー
ディに実⾏行行できるクラウドサービスで
す。お客様に質問事項に回答を記載し
てもらいリアルタイムでのデータ集計
も可能です。 　

画像②
https://www.yrl.com /

 　Mail  　:
kensuke_̲matsuura@yrl.co.jp
 　TEL  　: 　 　03-‐‑‒5908-‐‑‒1674
 　担当者:
企画推進部 　松浦

ネットワークデバイス

無線LANアクセスポイント  WLX302
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch  /  他、無線LANに対応する製品

価格：オープン価格

⾼高信頼性の業務⽤用無線LANアクセスポイント
マルチSSIDに対応
マルチSSIDに対応しており、業務
端末とBYOD端末のアクセスを分け
て管理理することができます。ルー
ターのタグVLANと組み合わせて使
うことで、BYOD環境下でもしっか
りとしたアクセス管理理を⾏行行うことが
できます。

ヤマハ株式会社

デュアルバンド対応による⾼高速かつ
安定的な無線LAN接続
『WLX302』は、2.4GHzと5GHz
の周波数帯域に対応しており、それ
ぞれの周波数帯域毎に50台ずつ、
合計100台までの無線LAN端末と同
時に通信することが可能です。
BYOD導⼊入によりアクセス台数が増
⼤大しても、スループットの低下を引
き起こすことなく対応できます。

 　URL  :  http://jp.yamaha.com/products/network/
 　TEL  :  03-‐‑‒5651-‐‑‒1330  (ヤマハルーターお客様ご相談センター)

業務アプリケーション

Sma-‐‑‒Den  スマデン

価格：8,000円  
 　 　 　(App  Store  にて配布中)

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

あなたのiPhoneが事務所の電話機に早変わり
【製品やサービスの概要】
Sma-‐‑‒Den(スマデン)はiPhoneを内線
電話機として使えるようにするアプリ
ケーションです。机上の電話機がポ
ケットの中にあるのと同じですので、
⾃自席にいなくても内線や外線を利利⽤用す
ることができます。PBXはNECプラッ
トフォーム社のAspire  UXに対応して
おり、Wi-‐‑‒Fi無線LANアクセスポイン
トを利利⽤用して動作します。
COPEでのiPhone  配布時はもちろんの
こと、BYOD採⽤用時にも社員保有の
iPhoneを内線電話として利利⽤用すること
ができるソリューションです。

株式会社OSK
マーケティング部  企画販促課
 　URL  :  http://kk-‐‑‒osk.co.jp
 　Mail  :webmaster@kk-‐‑‒osk.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5610-‐‑‒1651

【主な特徴】
・事務所の電話機と同等の操作が可能。
・ピックアップ、転送も可能。
・Wi-‐‑‒Fi範囲内であれば、事務所に併
設の倉庫や店舗でも、固定電話機とし
て発信が可能。
・配線が必要ないので、フリーアドレ
スの事務所に最適。
・電話機の数を減らせ、机上の電話機
スペースを有効活⽤用。

業務アプリケーション

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

線読

価格：Free  
 　 　 　(App  Store  にて配布中)

iPhoneのカメラを利利⽤用したコードリーダー
【製品やサービスの概要】
線読(せんどく)はiPhoneの内蔵カメラ
を利利⽤用したコードリーダーです。棚卸
や点検アプリと連携して、iPhoneをビ
ジネス⽤用ハンディターミナルとして活
⽤用することが可能です。（連携アプリ
は別途必要です）
BYOD採⽤用時には⾼高価な専⽤用端末を導
⼊入することなく、社員保有のiPhone  
を代わりに利利⽤用することも可能です。
OSKでは、FileMaker社の提供する
FileMakerGOを組み合わせて、お客様
の業務に最適なアプリケーションを短
期間で作成することが可能です。

株式会社OSK
マーケティング部  企画販促課
 　URL  :  http://kk-‐‑‒osk.co.jp
 　Mail  :webmaster@kk-‐‑‒osk.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5610-‐‑‒1651

【主な特徴】
・iPhoneなどの内蔵カメラを利利⽤用して、
バーコードやQRコードを読込み可能。
・オフラインでも動作するので、電波
の届かない地域や、地下室でもデータ
収集が可能。
・棚卸し、点検・保守業務における
データ収集を効率率率化。
・ハンディターミナルの購⼊入費やその
ソフト開発費を削減可能。

業務アプリケーション

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿｰｼｬﾙ 　業務利利⽤用で課題解決
価格：100万円（10ライセンス/年年）

対応製品：iPad  /  iPhone  /  PC

ソーシャルが持つ情報のスピードや透明化が様々な業務シーンで効果を発揮します。
【製品やサービスの概要】
ソーシャル環境をお客様の業務プロセ
スへ組み込むことで、更更なる効果を引
き出します。弊社では、お客様の業務
課題に即したソーシャル導⼊入・構築、
および運⽤用定着のご⽀支援をいたします。
IBMのConnectionsを使⽤用することで
・⼈人と⼈人が繋がりアイデアを⽣生みます
・情報の⾒見見える化が進みます
・瞬時に情報共有が可能です
これらの効果を体験できます。
 　 　※サーバは、別途必要です。

【主な特徴】
あらゆる場所で創造性を発揮できます。
ＰＣのみならずほぼすべてのモバイ
ル・デバイスに導⼊入できるソーシャ
ル・プラットフォームが⽤用意されてい
ます。セキュリティーの⾼高い基盤に
よって、BYOD/COPEを活⽤用した戦略略
に対応できます。
■導⼊入評価/POCサービス
・IBM  Connections導⼊入・構築
・Q&A
・評価レポート作成（⽉月⼀一回）
ソーシャルの価値を確認・体験するた
めのご⽀支援をいたします。

フォーサイトシステム株式会社
Foresight    System    Co.,Lfd

フォーサイトシステム株式会社
 　URL  :  http:///www.foresight.co.jp
 　Mail  :  matsutani@foresight.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5435-‐‑‒5350

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ｿｰｼｬﾙのイメージ
つながる
つなげる
⾒見見える化

即応性

iPad/iPhone  の専⽤用アプリケーション画⾯面

業務アプリケーション

7notes  Pad+WC
価格：ライセンスコード1年年版
 　 　 　3,000円/台

対応製品：iPad

「キーボード」の代わりに「⼿手書き」で⼊入⼒力力作業ができる！
【製品概要】
7notes  Pad+WCは、⾼高精度度な⼿手書き
⽂文字認識識技術により、キーボードに不不
慣れな⽅方々、また⽚片⼿手作業、⽴立立ちなが
らなど、BYOD・COPE活⽤用の際に想定
される様々な環境においてもストレス
のない⽇日本語⼿手書き⼊入⼒力力⼿手段を提供い
たします。
報告書、点検業務など紙で⾏行行ってきた
作業をペーパーレス化する際に、紙と
同じ感覚でコメント⼊入⼒力力が可能になり、
作業の効率率率化を実現します。

【主な機能】
・⼿手書き⽂文字認識識IME「mazec：マ
ゼック」搭載で、⽂文字種の混在、癖字、
略略字でも⾼高い認識識精度度を実現
また⽂文字認識識だけでなく予測・変換機
能により、タップ数の削減も実現
・WebアプリケーションでもiOSネイ
ティブアプリケーションでも連携可能
・⽤用途に合わせて⼿手書き⼊入⼒力力以外にも
様々なキーボードを搭載
・署名(サイン)やイメージメモなどで
イメージ出⼒力力にも対応

株式会社MetaMoJi

 　URL  :  http://product.metamoji.com/enterprise/
 　Mail  :  info_̲ep@metamoji.com
 　TEL  :  03-‐‑‒5114-‐‑‒2912

キーボードは⽤用途に応じて選択可能

業務アプリケーション

対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

Box

価格：１ユーザー  21,600円/年年〜～
（ビジネスライセンスの場合）

セキュアなファイルコラボレーションサービス
【製品やサービスの概要】
Boxは、社内外のファイル共有を簡単
に⾏行行えるようにすることを⽬目的とした、
セキュアなクラウドストレージサービ
スです。マルチデバイス対応で、いつ
でもどこでも利利⽤用できるため、BYOD、  
COPEどちらにも適⽤用できます。
直感的な操作が可能で、利利⽤用者はすぐ
に使いこなすことができるようになり
ます。利利⽤用者の操作履履歴は詳細に取
得・管理理されており、いざというとき
のトレースが可能です。HIPAA  や  
SSAE  16  TypeⅡなどの認証を受けて
おり、⾼高セキュリティ・⾼高信頼性を実
現しています。

ユニアデックス株式会社

【主な特徴】
・容量量無制限
・直感的な操作が可能
・社内外を問わず簡単にファイルを共有
・ビューア機能により、ブラウザで
 　100種類以上のファイルを表⽰示可能
・PC、スマートフォンなどマルチ
 　デバイスに対応
・利利⽤用者の操作履履歴を詳細に取得
・APIによるシステム連携が可能
（Salesforce、Oﬃce365など）
・ストリーミングサーバ機能
・ファイル同時編集機能
・認証連携
 　（ADFS、SSOなど）

 　URL  :  http://www.uniadex.co.jp/
 　問い合わせ：https://www.uniadex.co.jp/cgi-‐‑‒bin/form/form-‐‑‒s.cgi
 　TEL  :  03-‐‑‒5546-‐‑‒4900

ファイル 　 　 　 　
コラボレーション

モバイルへの 　
最適化
⾼高セキュリティ

本ソリューションカタログでは、iOSコンソーシアムのBYOD/COPEワーキンググループに所属する各社
の製品・サービスを紹介しています。掲載されている製品・サービスについてのお問い合わせは、提供
元各社にお願いいたします。
■最新版は、iOSコンソーシアムのホームページからダウンロードできます。
 　http://ios.or.jp/
Apple，iPad,  iPhone,  iPod,  iPod  touch,  iPad  AirおよびSafariは，⽶米国および他の国々で登録された
Apple  Inc.の商標です。
App  StoreおよびiPad  miniは，Apple  Inc.の商標です。
Windowsは，⽶米国Ｍicrosoft  Corporationの⽶米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Androidは，Google  Inc.の登録商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使⽤用されています。
IOSは、Cisco  の⽶米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使⽤用さ
れています。
QRコード  は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
その他会社名，製品名は，それぞれの会社の商標⼜又は登録商標（商標出願中）です。
本紙は独⽴立立した出版物であり，Apple  Inc.が認定，後援，その他承認したものではありません。

iOSコンソーシアム 　ソリューションカタログ（BYOD/COPE編）
2015年年  1⽉月15⽇日 　初版
制作・著作・発⾏行行
⼀一般社団法⼈人iOSコンソーシアム 　BYOD/COPEワーキンググループ
〒101-‐‑‒0061  東京都千代⽥田区三崎町2-‐‑‒2-‐‑‒13  ⼋八千代ビル4F
 　 　 　 　 　電話：  03-‐‑‒6380-‐‑‒9944
 　 　 　 　 　Eメール：  info@ios.or.jp
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Early Mid Late 2015

ビジネスにiOSデバイスを
⼀一般社団法⼈人  iOSコンソーシアム
https://ios.or.jp
info@ios.or.jp

