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PCとタブレットを“もっと自由”に“もっと活用”

クラウドで“できる”業務改革

いつでも、どこでもインターネットに接続できれば、場
所・デバイスを選ばない“自由オフィス”を実現します。
社内で行っていた業務を社外、自宅で行えるだけでな
く、商談におけるタブレットを使った効果的なプレゼン
テーション、どこにいても資料にアクセスしたり、データ
を共有したりとビジネススピードが格段にアップします。
サーバー容量などITリソースを柔軟に追加、変更でき
ることもクラウドの大きな特長です。

もっと自由に

BCP（事業継続計画）見直しが急務となっています。
東日本大震災では、建物の倒壊や津波の被害によって
自社内で保有していた重要なデータを失った例が多く、
ネットワークを介してITリソース（ハード、ソフト）を利用
できるクラウドの有用性が注目されています。耐震構造
や電源、セキュリティなどの設備が整ったデータセン
ターを基盤に、ITインフラにクラウドサービスを利用す
ることで、事業継続に対し有効な手段になります。

もっともっと安心を

電話やメールだけでは意志がよく伝わらない。外出先
でも迅速な意思決定を行いたい。PCやタブレットを
使って効果的なプレゼンテーションを行いたい等、情
報共有による業務効率向上はクラウドの得意分野です。
情報の垣根がなくなることで職場の活性化も期待でき
ます。今までテープ等で行っていた社内システムの
バックアップやリストアにも活用できます。

もっと効率よく

サーバーをクラウド環境に移すことによる節電効果の
他にも、省スペースによるオフィス全体のコストダウン。
デスクトップ仮想化による在宅勤務やWeb会議による
交通費の削減、eラーニングによる教育・研修費のコス
トダウン等、さまざまなコスト削減効果が期待できます。

もっとコスト削減

PCやタブレット等、デバイスが普及して便利になった
反面、ウイルスの脅威、情報漏えいのリスクは高まり企
業活動に大きな影を落としています。dynaCloudは社
内の情報セキュリティ向上はもちろん、モバイル環境
での安全性と生産性の両立を目標にサービスを提供し
ています。

もっとセキュアに

BCP対策

自社内にあるサーバーをクラウド環境に移すことにより、
物理的なサーバーが不要になり大幅な節電が可能に
なります。またコンピューター室の冷却に必要な空調
設備などの消費電力を抑える効果もあり、節電対策と
しても期待されています。またオフィス全体の省電力
によるCO2排出量の削減にも貢献します。

もっと節電、もっとエコ
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堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

dynaCloudは、東芝クライアントソリューション株式会社がご提供する「SaaS（サース）」や

「IaaS（イアース）」といったサービスをワンストップでご利用いただけるクラウドサービスです。

導入支援サービスから導入後のサポートサービスまで、お客様に最適なクラウドシステムを幅広くご提案いたします。

サービス拡大中

総合力のクラウドサービス

ダイナクラウド

クライアントソリューションMAP 24

セキュリティ
ウイルス、情報漏えい、不正アクセスなど企業活動への脅威から大切な
データを守ります。多様化する「Webの脅威」「サイバー攻撃」、「PCの
盗難、紛失」などのリスクにクラウドで備えます。
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Security
ウイルス対策サービス

MDM
モバイルデバイス管理サービス

クライアント暗号化ツール

DeviceID
デバイス認証用証明書発行管理サービス

SureServer
SSLサーバー証明書発行サービス

Rescue
サポートサービス

インフラ構築
堅牢なインフラをクラウドで構築できます。BCP対策はもちろん、
オフィスの省スペース化、節電などコスト削減にも有効です。

17Hosting
仮想サーバーホスティングサービス

キャパシティプランニング P2Vサービス

ストレージ
日々の業務データや大容量のシステムデータをクラウドに保存・バック
アップできます。情報共有用の保存をはじめとして災害時のBCP対策、
システム効率的なバックアップに有効です。
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SyncLite
オンラインストレージサービス

Saver
大容量バックアップサービス

for Server
バックアップサービス

Office 365サービス
PCメーカーとしてのノウハウと強みを活かし、導入から運用・コンテンツ
の制作までワンストップで、かつ迅速なサービスサポートを提供します。

18Office365導入・運用支援サービス
Office 365導入・運用サポート

19
Notes移行の総合支援サービス
Notes® / Office 365®マイグレーションサービス

デスクトップ仮想化
さまざまなデバイスのデスクトップ環境を統一、クラウドでシンクライ
アントを実現します。端末側にはアプリのインストールやデータ保存が
されませんので、モバイルや在宅での業務に情報漏えい対策ができます。

16V-office
デスクトップ仮想化サービス

情報共有
Web会議でいつでもどこでも意見交換したり、クラウドを介してファイル
共有ができます。社外の社員と電話やメールだけでは意志疎通が難しい、
拠点間でのTV会議を検討されている方におすすめです。

Cardbox
名刺情報管理サービス

12Meeting
Web会議サービス

13Meeting HQ
Web会議サービス

13

東芝グループクラウドサービス＆サポート dynaCloudは東芝グループに拡がるオールインワンクラウドサービスです。
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22Auction
相見積・リバースオークションサービス

EDI-Portal
文書共有サービス

FileSecurity
電子ファイル暗号・追跡サービス

勤怠Navi
クラウド対応型勤怠管理

LMIS on cloud
クラウド対応ITサービス管理

改ざん検知・変更管理サービスクラウド対応統合資産管理サービス
iSM

業務サービス
クラウドを利用して初期投資を抑えるだけでなく、業務効率が図れます。
教育、営業サポートから基幹業務まで幅広くご利用ください。

seap
タブレットソリューション

seap アカデミック版
タブレットソリューション

D-Signage
デジタルサイネージサービス

54
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デジタルサイネージ
コンテンツ作成サービス

デジタルサイネージ向け
ディスプレイ

PROtalker
営業プロモーションソリューション PROtalker

コンテンツ作成サービス

Sync
オンラインストレージサービス
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タブレット
ソリューション

Windows タブレットのビジネス活用に
タブレットソリューション

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化
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dynaCloud seapはタブレットのビジネス
シーンでニーズの高いカタログ・アンケート・
ラーニングの機能をオールインワンで提供す
るクラウドサービスです。
タブレットに最適化されたインターフェースに
より簡単な操作で、電子化されたカタログなど
のコンテンツやアンケート、ラーニング効果測
定ができます。
管理者は利用状況を分析し、提案やラーニング
の強化などに効果的な次の一手を打つことが
出来ます。

提案力強化
・外出時、資料やカタログの持ち運びを軽減
・地下の作業現場など、電波の届かない場所
でも資料を利用可能
対応力強化
・提案時の資料の不足を防ぎ、提案機会を最
大限活用

・アンケートでお客様の声を素早く収集
・ラーニングで営業スキルや通知事項の理解
度の向上
機動力強化
・社内の業務PCとタブレット端末の統合化
・テレワーク化の推進

■ビジネスでニーズの高い３つのアプリをオールインワンで提供

■ｄｙnaＣｌｏｕｄ seap のご利用料金と動作環境

■特長 ■Windowsタブレットで営業力の強化

「カタログ」「アンケート」「ラーニング」の
3つのアプリがオールインワン

Windowsタブレットのタッチスクリーンに
最適設計されたUI/U

ブラウザ画面上で簡単に業務アプリのコン
テンツが作成・編集可能

1社あたり15GB 大容量の標準ストレージ

業務サービス
クラウドを利用して初期投資を抑えるだけでなく、業務効率が図れます。
教育、営業サポートから基幹業務まで幅広くご利用ください。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

seap

01カタログアプリ 02アンケートアプリ 03 ラーニングアプリ

商品紹介カタログや教材の配信まで、様々な
用途でご活用頂けます。ページ内にリンクボ
タンを設置し、動画や音声の埋込み、WEBリ
ンクや添付ファイルの設定も可能です。

択一選択、複数選択、画像選択、計算式、表形式
などの10種類の多彩な設問形式に対応。タブ
レットから写真を撮影して送信することも可
能です。

テキスト/画像/音声/動画を選択する問題や、
穴埋め、並び替え、線結びなど8種類の設問に
対応しています。

豊富な機能と高いデザイン性 ヒアリングやチェックシートに最適 企業の研修や学校のテストに最適

●低コストで導入可能です。
●専門的な知識がなくてもスタートできます。

標準ストレージ容量は初期で15GBを用意。

※初期費用が別途必要となります。 ※アカデミック版も同様となります。

/月¥500
1ユーザー

Internet Explorer11.0以降 / Firefox 36以降 /
Google Chrome 40以降

Windows8.1 / Windows8.1with Bing /
Windows10を搭載した各種タブレット

pdf / png / jpg / gif / bmp / tiff / doc / docx /xls /
xlsx / ppt / pptx / m4v / mp4 / mov / wmv / wav / 
aac / mp3 / m4a

アプリ対応OS

アプリ対応ファイル形式

管理画面対応ブラウザ15GB

標準ストレージ

タブレット
ソリューション

Windows タブレットの教育現場活用に
タブレットソリューション

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

dynaCloud seapアカデミック版はタブレット
を使用する教育現場に教材・情報収集・テスト
機能をオールインワンで実現するアプリ（カタ
ログ・アンケート・ラーニング）を提供するクラ
ウドサービスです。
タブレットに最適化されたインターフェースに
より簡単な操作で、電子化された教材などのコ
ンテンツやアンケート、テストによる効果測定
ができます。

教員は生徒の学習状況を分析し、オリジナル教
材やテストでタブレットをより効果的に活用す
ることができます。

アンケート集計
・進路指導や授業参観などのアンケート集計
が簡単

・アンケート実施から集計までの時間を削減
小テストの実施
・生徒の理解度を確認する小テストを簡単作成
・採点の手間がなく、教師の負担軽減

教材・副教材の強化に
・授業に合わせたオリジナル教材を簡単に作成
・プリントや板書の手間がなく、スムーズな授業

■教育現場で活躍する３つのアプリをオールインワンで提供

■ｄｙnaＣｌｏｕｄ seap アカデミック版のご利用料金と動作環境

■K12教育現場でのタブレット活用に最適

seap

01教材に活用
（カタログアプリ）

02 情報収集に活用
（アンケートアプリ）

03 テストに活用
（ラーニングアプリ）

教材の作成から配信まで手間なく行えます。
ページ内にリンクボタンを設定したり、動画
や音声の埋め込み、Webリンクや添付ファイ
ルを設定することもできるのでオリジナルの
テキストを作成できます。

択一選択、複数選択、画像選択、計算式、表形式
など10種類の多彩な設問形式に対応している
ので、進路相談や授業参観でのアンケート・情
報収集に活用できます。

テキスト、画像、音声を選択する問題や、穴埋め、
並び替え、線結びなど８種類の設問に対応して
いるので、簡単に問題を作成できます。回答後
には各設問ごとにガイダンスを表示することも
可能です。

教科書・副教材として活用 生徒の意思確認や集計手段として活用 小テストとして活用

標準ストレージ容量は初期で15GBを用意。
動作環境はdynaCloud seapと同じです。

※初期費用が別途必要となります。

/月¥300
1ユーザー

15GB

標準ストレージ

アカデミック版



タブレット
ソリューション

Windows タブレットのビジネス活用に
タブレットソリューション

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化
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dynaCloud seapはタブレットのビジネス
シーンでニーズの高いカタログ・アンケート・
ラーニングの機能をオールインワンで提供す
るクラウドサービスです。
タブレットに最適化されたインターフェースに
より簡単な操作で、電子化されたカタログなど
のコンテンツやアンケート、ラーニング効果測
定ができます。
管理者は利用状況を分析し、提案やラーニング
の強化などに効果的な次の一手を打つことが
出来ます。

提案力強化
・外出時、資料やカタログの持ち運びを軽減
・地下の作業現場など、電波の届かない場所
でも資料を利用可能
対応力強化
・提案時の資料の不足を防ぎ、提案機会を最
大限活用

・アンケートでお客様の声を素早く収集
・ラーニングで営業スキルや通知事項の理解
度の向上
機動力強化
・社内の業務PCとタブレット端末の統合化
・テレワーク化の推進

■ビジネスでニーズの高い３つのアプリをオールインワンで提供

■ｄｙnaＣｌｏｕｄ seap のご利用料金と動作環境

■特長 ■Windowsタブレットで営業力の強化

「カタログ」「アンケート」「ラーニング」の
3つのアプリがオールインワン

Windowsタブレットのタッチスクリーンに
最適設計されたUI/U

ブラウザ画面上で簡単に業務アプリのコン
テンツが作成・編集可能

1社あたり15GB 大容量の標準ストレージ

業務サービス
クラウドを利用して初期投資を抑えるだけでなく、業務効率が図れます。
教育、営業サポートから基幹業務まで幅広くご利用ください。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

seap

01カタログアプリ 02アンケートアプリ 03 ラーニングアプリ

商品紹介カタログや教材の配信まで、様々な
用途でご活用頂けます。ページ内にリンクボ
タンを設置し、動画や音声の埋込み、WEBリ
ンクや添付ファイルの設定も可能です。

択一選択、複数選択、画像選択、計算式、表形式
などの10種類の多彩な設問形式に対応。タブ
レットから写真を撮影して送信することも可
能です。

テキスト/画像/音声/動画を選択する問題や、
穴埋め、並び替え、線結びなど8種類の設問に
対応しています。

豊富な機能と高いデザイン性 ヒアリングやチェックシートに最適 企業の研修や学校のテストに最適

●低コストで導入可能です。
●専門的な知識がなくてもスタートできます。

標準ストレージ容量は初期で15GBを用意。

※初期費用が別途必要となります。 ※アカデミック版も同様となります。

/月¥500
1ユーザー

Internet Explorer11.0以降 / Firefox 36以降 /
Google Chrome 40以降

Windows8.1 / Windows8.1with Bing /
Windows10を搭載した各種タブレット

pdf / png / jpg / gif / bmp / tiff / doc / docx /xls /
xlsx / ppt / pptx / m4v / mp4 / mov / wmv / wav / 
aac / mp3 / m4a

アプリ対応OS

アプリ対応ファイル形式

管理画面対応ブラウザ15GB

標準ストレージ

タブレット
ソリューション

Windows タブレットの教育現場活用に
タブレットソリューション

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

dynaCloud seapアカデミック版はタブレット
を使用する教育現場に教材・情報収集・テスト
機能をオールインワンで実現するアプリ（カタ
ログ・アンケート・ラーニング）を提供するクラ
ウドサービスです。
タブレットに最適化されたインターフェースに
より簡単な操作で、電子化された教材などのコ
ンテンツやアンケート、テストによる効果測定
ができます。

教員は生徒の学習状況を分析し、オリジナル教
材やテストでタブレットをより効果的に活用す
ることができます。

アンケート集計
・進路指導や授業参観などのアンケート集計
が簡単

・アンケート実施から集計までの時間を削減
小テストの実施
・生徒の理解度を確認する小テストを簡単作成
・採点の手間がなく、教師の負担軽減

教材・副教材の強化に
・授業に合わせたオリジナル教材を簡単に作成
・プリントや板書の手間がなく、スムーズな授業

■教育現場で活躍する３つのアプリをオールインワンで提供

■ｄｙnaＣｌｏｕｄ seap アカデミック版のご利用料金と動作環境

■K12教育現場でのタブレット活用に最適

seap

01教材に活用
（カタログアプリ）

02 情報収集に活用
（アンケートアプリ）

03 テストに活用
（ラーニングアプリ）

教材の作成から配信まで手間なく行えます。
ページ内にリンクボタンを設定したり、動画
や音声の埋め込み、Webリンクや添付ファイ
ルを設定することもできるのでオリジナルの
テキストを作成できます。

択一選択、複数選択、画像選択、計算式、表形式
など10種類の多彩な設問形式に対応している
ので、進路相談や授業参観でのアンケート・情
報収集に活用できます。

テキスト、画像、音声を選択する問題や、穴埋め、
並び替え、線結びなど８種類の設問に対応して
いるので、簡単に問題を作成できます。回答後
には各設問ごとにガイダンスを表示することも
可能です。

教科書・副教材として活用 生徒の意思確認や集計手段として活用 小テストとして活用

標準ストレージ容量は初期で15GBを用意。
動作環境はdynaCloud seapと同じです。

※初期費用が別途必要となります。

/月¥300
1ユーザー

15GB

標準ストレージ

アカデミック版
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業務サービス
クラウドを利用して初期投資を抑えるだけでなく、業務効率が図れます。
教育、営業サポートから基幹業務まで幅広くご利用ください。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

デジタル
サイネージ
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化商品説明に集客に、スマートに始められるデジタルサイネージ

本格的な電子広告コンテンツの制作から配信
までを、ブラウザー上の簡単な操作で運用でき
る、完全クラウド型のデジタルサイネージシス
テムです。紙のポスターやPOPに比べ、広告効
果が高く、手間・人件費も削減可能です。
これまでの、デジタルサイネージの課題であっ
た、「高価」「面倒」「不自由」さを解決し、大企業
から街角の商店まで、だれもが思いついたそ
の日から電子広告=デジタルサイネージをお
手軽に利用できます。
インターネット回線とPC、タブレット等のブラ
ウザーがあれば運用できます。

■特長
クラウド対応デジタルサイネージサービス

・専用回線やサーバーを必要とせず、インター
ネット回線のみで運用できます。

・専用ハードウェアや、ソフトウェアは不要。
PCやタブレット等のブラウザーのみで、コン
テンツ作成から配信、表示・運用ができます。

・Windows®、Android™、iPad等、様々 な
デバイスを選択できます。

・ブラウザー上の使いやすい画面からコンテ
ンツの登録、編集が簡単にできます。

・いつでもどこでも作業でき、複数場所での
作業分担も可能です。

・複数コンテンツを一斉配信はもちろん、細
かいスケジューリングによる配信も可能です。

・画面レイアウトは自由自在、タブレット表示
から大画面表示まで多彩な表現が可能です。

優れたコンテンツ管理機能

・大規模な初期投資は不要、お求めやすい価
格で豊富な機能を備え、多様なニーズにお
応えします。

・dynaCloudの堅牢なインフラが支える、本
格的企業ユースに耐える信頼性。

・お手持ちのテレビやディスプレイにもオプショ
ンのサイネージBoxやサイネージスティック 
for Windowsで対応可能です。

 高いコストパフォーマンスと信頼性

■dynaCloud D-Signageの利用シーン

店舗・展示会場など

コントロールセンター

登録

登録

店舗管理者も
配信可能

ブラウザーから操作

社内・販売本部

作成管理者用PC

Internet
dynaCloud D-Signage

スケジュール設定

SSL（暗号化通信）SSL（暗号化通信）

音声 動画

静止画

店舗などのデバイ
スにコンテンツを一
斉配信

店舗内のデバイスに情
報を自動表示

店舗管理者
販促担当者
作成管理者タブレット・PC

大型ディスプレイなど
素材登録
音声 動画

コンテンツ管理・配信

オプションのサイネージBox

D-Signage

画面にタッチ

※新機能①～③はPro版でのみ御利用になれます。

■dynaCloudD-Signageの新機能の利用シーン

New dynaCloud D-Signageの新機能

インタラクティブコンテンツ機能 Pro版のみ
設置した画像、動画、テロップに対して、リンク先のコンテンツが指
定可能になりました。
タッチにより、リンクコンテンツを指定できるようになりました。

①

ヴァーチャル・ナレーション・シンセシス機能（音声合成） Pro版のみ
4ヶ国語（日本語・英語・韓国語・中国語）での音声合成ファイル
が作成可能になりました。自然な話し方で外国の方向けにも商品の
紹介が簡単に行えます。

②

リアルナレーション音声データ素材追加 Pro版のみ
4ヶ国語（日本語・英語・韓国語・中国語）で、価格訴求型店舗向け、
及び、高級店向けの2パターンの音声データが素材として追加され
ました。
コンテンツ作成時に素材選択にて「ナレーション」がご利用いただけ
ます。

③

PDFファイルのアップロード機能
素材登録にて、PDFファイルのアップロードが可能となりました。
アップロードしたPDFは画像ファイルとしてご利用いただけます。

④

新たな機能が追加され、さらにサイネージの利用シーンが広がります。

We will introduce how to
make a delicious corn rice.

画面の詳細を表示
さらに言語を選択

各国語音声で
お勧めメニューを紹介

4Kにも対応

デジタルサイネージ
コンテンツ作成
サービス

プロのデザイナーが制作

dynaCloud D-Signage コンテンツ制作サービスは、お客様にご用意い
ただいた写真・ロゴ・テキストを利用し、弊社が用意したテンプレートにプ
ロのデザイナーがデザインをし、約1分間のフルHD動画ファイルを制作
しご提供するサービスです。

dynaCloud D-Signage（ソフトウェア）+モニタ（ハードウェア）+モニタ
据付工事に加えて、さらに「コンテンツ制作」も扱うことで、デジタルサイ
ネージに関して全て『ワンストップ』でご提供いたします。

■コンテンツ一覧

■お申込みから納品までの流れ

① 美容院Aタイプ ② 美容院Bタイプ ③ アパレル ④ 洋食店 ⑤ 居酒屋 ⑥ 会社案内 ⑦ アミューズメント ⑧ 病院

※1　複数のコンテンツを制御できるお得な年間プランもご用意しています。
※2　ヒアリングシートは選択したテンプレートに該当するヒアリングシートをお送りしますので、作成をお願いします。またヒアリングシートと一緒に素材となる写真やロゴもご提供願います。
※3　お申込みから最終版の納品まで約１ヶ月、各コンテンツ（初版、第２版、最終版）の納品は５営業日が目安となります。

①申込書 ②テンプレート
　選択※1

⑦修正指示
　（２回目）

⑧コンテンツ
　（最終版）納品※3

③ヒアリング
　シート作成※2

④コンテンツ
　（初版）納品※3

⑤修正指示
　（１回目）

⑥コンテンツ
　（第２版）納品※3

コンテンツ制作サービス（オプション）D-Signage

42型 49型
55型

デジタル
サイネージ
サービス

伝えたい情報を、伝えたい人に、最適のタイミングで
デジタルサイネージに最適なディスプレイ

デジタル
サイネージ向け
ディスプレイ

24型タッチディスプレイ

シェアードボード
Shared Board ・ 縦横平置きに対応

・ HDMI端子入力端子装備
・ ダブルウィンドウ機能搭載
・ Android™搭載
・ タイマー機能搭載
・ スマートフォンやタブレット画面を大き
く表示

・ 24インチフル液晶HD液晶ディスプ
レイ搭載

・ みんなで情報をシェアできるアプリ搭載
・ 静電容量式10点マルチタッチパネル
・スマートフォン用リモコンアプリ
・市販のスタンドに取り付け可能
・タッチ対応PCモニターとして利用可能

メディアプレーヤー内蔵ディスプレイ

お手軽サイネージディスプレイ
買ったその日からサイネージ !
パソコンでコンテンツをつくり、USBメモリに入れて
ディスプレイに挿すだけ。どなたでも簡単に始められます。

特長1　優れた描写力で、お客様を惹きつける !

特長2　メディアプレーヤー内蔵、コンテンツを自動再生

特長3　縦置き、横置きの両方に対応

USBメモリを挿しておけば、電源を入れるだけで、コンテンツが自動
でリピート再生されます。

明るく見やすい画面で視認性が良好!
高輝度700cd/m2 ※/ 高視野角IPS方式パネルを採用　※輝度は、パネルの標準値です。

デジタルサイネージディスプレイ

Professional Display マルチスクリーン対応 狭額縁ディスプレイ

厳しい環境でも
情報発信を可能にする、
プロフェッショナル仕様。

最狭部1.2mm、
最広部でも2.3mmと
非常に細いベゼル幅で、
マルチ構成時の
非表示エリア幅3.8mmでの
大画面映像を実現。

お問い合わせは お問い合わせは、下記ホームページにて受け付けています。 
http://www.toshiba.co.jp/vs/〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

ビジュアルソリューション事業本部　VS第二事業部

●ディスプレイ単体でもコンテンツ再生が可能なUSBメディアプレーヤーを内蔵
●操作用PC等をディスプレイ周辺に設置する必要がないOPS対応
●簡易なシステム構成による4Kマルチスクリーンに対応
●外部制御機能
●24時間連続稼動に対応

●マルチスクリーン構成の非表示エリア幅3.8mmの狭額縁ディスプレイ（55型と46型）
●4K映像出力に対応したDisplay Port入出力端子搭載
●OPSスロット搭載
●ディスプレイ奥行幅の薄いスマート設計
●ダイレクトLEDバックライトローカルディミング対応
●SCALA社製デジタルサイネージソフトウェアと組み合わせてご利用いただけます。

東芝映像ソリューション株式会社
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業務サービス
クラウドを利用して初期投資を抑えるだけでなく、業務効率が図れます。
教育、営業サポートから基幹業務まで幅広くご利用ください。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

デジタル
サイネージ
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化商品説明に集客に、スマートに始められるデジタルサイネージ

本格的な電子広告コンテンツの制作から配信
までを、ブラウザー上の簡単な操作で運用でき
る、完全クラウド型のデジタルサイネージシス
テムです。紙のポスターやPOPに比べ、広告効
果が高く、手間・人件費も削減可能です。
これまでの、デジタルサイネージの課題であっ
た、「高価」「面倒」「不自由」さを解決し、大企業
から街角の商店まで、だれもが思いついたそ
の日から電子広告=デジタルサイネージをお
手軽に利用できます。
インターネット回線とPC、タブレット等のブラ
ウザーがあれば運用できます。

■特長
クラウド対応デジタルサイネージサービス

・専用回線やサーバーを必要とせず、インター
ネット回線のみで運用できます。

・専用ハードウェアや、ソフトウェアは不要。
PCやタブレット等のブラウザーのみで、コン
テンツ作成から配信、表示・運用ができます。

・Windows®、Android™、iPad等、様々 な
デバイスを選択できます。

・ブラウザー上の使いやすい画面からコンテ
ンツの登録、編集が簡単にできます。

・いつでもどこでも作業でき、複数場所での
作業分担も可能です。

・複数コンテンツを一斉配信はもちろん、細
かいスケジューリングによる配信も可能です。

・画面レイアウトは自由自在、タブレット表示
から大画面表示まで多彩な表現が可能です。

優れたコンテンツ管理機能

・大規模な初期投資は不要、お求めやすい価
格で豊富な機能を備え、多様なニーズにお
応えします。

・dynaCloudの堅牢なインフラが支える、本
格的企業ユースに耐える信頼性。

・お手持ちのテレビやディスプレイにもオプショ
ンのサイネージBoxやサイネージスティック 
for Windowsで対応可能です。

 高いコストパフォーマンスと信頼性

■dynaCloud D-Signageの利用シーン

店舗・展示会場など

コントロールセンター

登録

登録

店舗管理者も
配信可能

ブラウザーから操作

社内・販売本部

作成管理者用PC

Internet
dynaCloud D-Signage

スケジュール設定

SSL（暗号化通信）SSL（暗号化通信）

音声 動画

静止画

店舗などのデバイ
スにコンテンツを一
斉配信

店舗内のデバイスに情
報を自動表示

店舗管理者
販促担当者
作成管理者タブレット・PC

大型ディスプレイなど
素材登録
音声 動画

コンテンツ管理・配信

オプションのサイネージBox

D-Signage

画面にタッチ

※新機能①～③はPro版でのみ御利用になれます。

■dynaCloudD-Signageの新機能の利用シーン

New dynaCloud D-Signageの新機能

インタラクティブコンテンツ機能 Pro版のみ
設置した画像、動画、テロップに対して、リンク先のコンテンツが指
定可能になりました。
タッチにより、リンクコンテンツを指定できるようになりました。

①

ヴァーチャル・ナレーション・シンセシス機能（音声合成） Pro版のみ
4ヶ国語（日本語・英語・韓国語・中国語）での音声合成ファイル
が作成可能になりました。自然な話し方で外国の方向けにも商品の
紹介が簡単に行えます。

②

リアルナレーション音声データ素材追加 Pro版のみ
4ヶ国語（日本語・英語・韓国語・中国語）で、価格訴求型店舗向け、
及び、高級店向けの2パターンの音声データが素材として追加され
ました。
コンテンツ作成時に素材選択にて「ナレーション」がご利用いただけ
ます。

③

PDFファイルのアップロード機能
素材登録にて、PDFファイルのアップロードが可能となりました。
アップロードしたPDFは画像ファイルとしてご利用いただけます。

④

新たな機能が追加され、さらにサイネージの利用シーンが広がります。

We will introduce how to
make a delicious corn rice.

画面の詳細を表示
さらに言語を選択

各国語音声で
お勧めメニューを紹介

4Kにも対応

デジタルサイネージ
コンテンツ作成
サービス

プロのデザイナーが制作

dynaCloud D-Signage コンテンツ制作サービスは、お客様にご用意い
ただいた写真・ロゴ・テキストを利用し、弊社が用意したテンプレートにプ
ロのデザイナーがデザインをし、約1分間のフルHD動画ファイルを制作
しご提供するサービスです。

dynaCloud D-Signage（ソフトウェア）+モニタ（ハードウェア）+モニタ
据付工事に加えて、さらに「コンテンツ制作」も扱うことで、デジタルサイ
ネージに関して全て『ワンストップ』でご提供いたします。

■コンテンツ一覧

■お申込みから納品までの流れ

① 美容院Aタイプ ② 美容院Bタイプ ③ アパレル ④ 洋食店 ⑤ 居酒屋 ⑥ 会社案内 ⑦ アミューズメント ⑧ 病院

※1　複数のコンテンツを制御できるお得な年間プランもご用意しています。
※2　ヒアリングシートは選択したテンプレートに該当するヒアリングシートをお送りしますので、作成をお願いします。またヒアリングシートと一緒に素材となる写真やロゴもご提供願います。
※3　お申込みから最終版の納品まで約１ヶ月、各コンテンツ（初版、第２版、最終版）の納品は５営業日が目安となります。

①申込書 ②テンプレート
　選択※1

⑦修正指示
　（２回目）

⑧コンテンツ
　（最終版）納品※3

③ヒアリング
　シート作成※2

④コンテンツ
　（初版）納品※3

⑤修正指示
　（１回目）

⑥コンテンツ
　（第２版）納品※3

コンテンツ制作サービス（オプション）D-Signage

42型 49型
55型

デジタル
サイネージ
サービス

伝えたい情報を、伝えたい人に、最適のタイミングで
デジタルサイネージに最適なディスプレイ

デジタル
サイネージ向け
ディスプレイ

24型タッチディスプレイ

シェアードボード
Shared Board ・ 縦横平置きに対応

・ HDMI端子入力端子装備
・ ダブルウィンドウ機能搭載
・ Android™搭載
・ タイマー機能搭載
・ スマートフォンやタブレット画面を大き
く表示

・ 24インチフル液晶HD液晶ディスプ
レイ搭載

・ みんなで情報をシェアできるアプリ搭載
・ 静電容量式10点マルチタッチパネル
・スマートフォン用リモコンアプリ
・市販のスタンドに取り付け可能
・タッチ対応PCモニターとして利用可能

メディアプレーヤー内蔵ディスプレイ

お手軽サイネージディスプレイ
買ったその日からサイネージ !
パソコンでコンテンツをつくり、USBメモリに入れて
ディスプレイに挿すだけ。どなたでも簡単に始められます。

特長1　優れた描写力で、お客様を惹きつける !

特長2　メディアプレーヤー内蔵、コンテンツを自動再生

特長3　縦置き、横置きの両方に対応

USBメモリを挿しておけば、電源を入れるだけで、コンテンツが自動
でリピート再生されます。

明るく見やすい画面で視認性が良好!
高輝度700cd/m2 ※/ 高視野角IPS方式パネルを採用　※輝度は、パネルの標準値です。

デジタルサイネージディスプレイ

Professional Display マルチスクリーン対応 狭額縁ディスプレイ

厳しい環境でも
情報発信を可能にする、
プロフェッショナル仕様。

最狭部1.2mm、
最広部でも2.3mmと
非常に細いベゼル幅で、
マルチ構成時の
非表示エリア幅3.8mmでの
大画面映像を実現。

お問い合わせは お問い合わせは、下記ホームページにて受け付けています。 
http://www.toshiba.co.jp/vs/〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

ビジュアルソリューション事業本部　VS第二事業部

●ディスプレイ単体でもコンテンツ再生が可能なUSBメディアプレーヤーを内蔵
●操作用PC等をディスプレイ周辺に設置する必要がないOPS対応
●簡易なシステム構成による4Kマルチスクリーンに対応
●外部制御機能
●24時間連続稼動に対応

●マルチスクリーン構成の非表示エリア幅3.8mmの狭額縁ディスプレイ（55型と46型）
●4K映像出力に対応したDisplay Port入出力端子搭載
●OPSスロット搭載
●ディスプレイ奥行幅の薄いスマート設計
●ダイレクトLEDバックライトローカルディミング対応
●SCALA社製デジタルサイネージソフトウェアと組み合わせてご利用いただけます。

東芝映像ソリューション株式会社



堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド
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セキュリティ
ウイルス、情報漏えい、不正アクセスなど企業活動への脅威から大切なデータを守ります。
多様化する「Webの脅威」「サイバー攻撃」、「PCの盗難、紛失」などのリスクにクラウドで備えます。

ウイルス
対策
サービス

強固なウイルス対策ソリューション

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

・他社では検知できない近年増加している
未知のマルウェアや標的型ウイルスが検知
できる優れたスキャンエンジン。

・第三者評価機関注1でも認められた高検知率、
PC負荷が小さい高パフォーマンスを誇るス
キャンエンジン。

高検知率、高パフォーマンスを誇るカスペルス
キー社のエンジンを使用し、ウイルスやマルウ
エアの脅威からPCを守ります。お客様の対策
対象に応じてクライアントPCのウイルス対策
用の「dynaCloud Security AVC」、クライア
ントPCとサーバーのウイルス対策用の
「dynaCloud Security AVCS」、クライアン
トPC・サーバーのウイルス対策の他にクライ
アントPCのコントロール機能が使用できる
「dynaCloud Security AVCS-CC」の3
サービスをラインアップします。

■dynaCloud Securityの利用シーン

■dynaCloud Securityのサービス

■特長
高検出率・高パフォーマンス 優れたスキャンエンジン

注1：AV-Comparatives、AV-Test.org、Virus Bulletin の
　　　評価結果により

オールインワンで安心

ウイルス・マルウェアの脅威

クライアントPC

管理者PC

ウェブコンソールからレポートの確認

ウイルスレポート

定義データベースの使用レポート

スケジュールによる指示
・パターンファイルの
　アップデート
・ウイルススキャン

管理コンソールから端末を一元管理

エンドポイントサービス

社内

リアルタイム
オンデマンド
スケジュール
スキャン

管理サーバーInternet

クライアント
コントロール

サーバー

クライアント
XP
Vista
7
8

2003
2003 R2
2008
2008R2
2012

デバイス Web

アプリ
ケーション

Webメール

Security
powered by Kaspersky

・SmartDE CloudはHDD全体の暗号化だけで
なくファイルやフォルダー単位の暗号化も可能。
メール添付ファイルや共有ファイルの暗号化に
使用できます。さらにファイルやフォルダーは
自己解凍式の暗号化に対応していますので
SmartDEがインストールされていないPCで
も復号できます。

ファイル/フォルダーの暗号化で
メール送信やファイル共有も安心

クライアント
暗号化
ツール対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化強力な暗号化でHDD・USBメモリからの情報漏えいを防止

SmartDE Cloudは、従来からあるファイル単
位の暗号化ソフトウェアとは異なり、HDDのす
べての領域を暗号化できるソフトウェアです。

■Smart DE のサーバー管理をクラウドで代行します。

・SmartDE CloudはUSBメモリやUSB接
続のHDDの暗号化が可能なので機密データ
の紛失・盗難時の情報漏えい防止に威力を
発揮します。またUSBメモリにはパスワード
設定ができます。

USBメモリなどもまるごと暗号化します

・SmartDE CloudはPCに接続する外部機器
を制御。USBメモリとSDカードに加え、ス
マートフォン（Android、iOS）の接続を制
限できます。

SDカードとスマートフォン（Android、iOS）の
接続も制限します

HDD全領域を暗号化する
ことによりすべてのデータ
を情報漏えいからガード。

HDD全領域の暗号化

■特長

HDD全体を暗号化

・Windows®のシステム領域やプログラムファイ
ルを含むHDD全領域をセクター単位で暗号化
できます。

・お客様管理者の指示によりインターネット経
由でSmartDEの暗号鍵消去を行う「リモー
トワイプ」と、指定日数SmartDE Cloud管
理サーバーへの接続が無い場合に自動的に
SmartDEの暗号鍵消去を行う「自動ワイプ」
が可能です。PCが手元に戻ってきた場合、

SmartDE 管理者PC
(WEBベース閲覧可）

SmartDE クライアント

運用管理機能
●コンピューターの管理
●クライアントリカバリーディスク一括管理

ダイナクラウド

リモートワイプ 紛失クライアント【オフライン）

利用不
能

PC起動前の個人認証で不正使用を防止します

・本人以外による PC の起動を制限します。

「PCの紛失時やSmartDE Cloudのパスワード
漏えい時、HDDワイプにより情報漏えいを防止

お客様管理者にてリカバリUSBメモリを発行
することにより、暗号鍵を元に戻すことが出来
ます。「リモートワイプ」は、「Sma r tDE  
Rescueサポートサービス（オプション）」により
24時間365日の対応も可能です。

利用不
能

盗難クライアント（オンライン）

自動ワイプ

リモートワイプ

業務サービス
クラウドを利用して初期投資を抑えるだけでなく、業務効率が図れます。
教育、営業サポートから基幹業務まで幅広くご利用ください。

営業
プロモーション
ソリューション

タブレットを使っていつでもどこでも商品説明
SaaS型営業支援ポータル

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

営業部門やサポート部門などが必要とするカタログ
や動画、サービスマニュアルなど様々なコンテンツ
を一元管理。最新資料をタブレットで簡単に閲覧し、
スマートに説明できます。さらにセールストレーニ
ングでより的確な訴求ポイントの学習も行え、提案
力の向上を図れます。また管理者はコンテンツへの
アクセス集計機能やWebアンケート機能でデジタ
ルマーケティングツールとしても活用できます。

■dynaCloud PROtalker® の利用シーン

■利用イメージ

・いつでもどこでも、サイトに保存されたカタ
ログや提案資料などの商品説明資料を、階
層構造にしたがってタッチしていくだけで、
簡単に引き出せます。

・セルフトレーニング機能を使い、移動中や空
き時間で自己学習が行えます。

・大量の紙資料を持ち歩く必要がなくなります。
・幅広いコンテンツの中から必要な資料を予
め端末にダウンロードし、閲覧して頂けます。

・dynaCloudの各サービスをご利用頂くこと
でセキュアな環境でご利用頂けます。

■特長
営業力の強化とセキュリティの確保

・Webサイト構築の専門知識不要で簡単に支
援ポータルサイトを構築できるので、組織
全体で効率よく情報共有が実現できます。

優れたコンテンツ管理機能

・営業マンやサポート部門の利用頻度やコン
テンツ別閲覧数を集計でき、営業マンやサ
ポート支援立案に活用できます。

デジタルマーケティングツールとしての活用

コンテンツ作成・カスタマイズも可

コンテンツ

営業支援 フェア・
イベント

教育 デジタル
マーケティング

PROtalker

コンテンツ
作成
サービス

Web・動画などリッチコンテンツを作成

dynaCloud PROtalker オプションサービス
はリッチなコンテンツや、タッチ対応サイネー
ジを作りたい! フェア用特設サイトやスペシャ
ルなアンケートを作りたい! そんなご要望にも
お応えできるサービスです。

■オプションサービスの概要

・素材を提供して頂いての登録/メンテナンス

コンテンツ登録代行

・ヒアリングシート・記入フォームによるお打
ち合わせによるコンテンツ制作

コンテンツ制作 

サイト基本設計サービス 上記をセットにしたパックサービス

・ヒアリングシート・記入フォームによるお打
合せによる制作

カテゴリ用アイコン画像新規作成

・フェア用などのタッチアンケートなどCSS変
更を伴うカスタマイズ

カスタマイズ

カスタマイズWebコンテンツ作成 映像コンテンツ制作

PROtalker コンテンツ作成サービス（オプション）
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セキュリティ
ウイルス、情報漏えい、不正アクセスなど企業活動への脅威から大切なデータを守ります。
多様化する「Webの脅威」「サイバー攻撃」、「PCの盗難、紛失」などのリスクにクラウドで備えます。

ウイルス
対策
サービス

強固なウイルス対策ソリューション

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

・他社では検知できない近年増加している
未知のマルウェアや標的型ウイルスが検知
できる優れたスキャンエンジン。

・第三者評価機関注1でも認められた高検知率、
PC負荷が小さい高パフォーマンスを誇るス
キャンエンジン。

高検知率、高パフォーマンスを誇るカスペルス
キー社のエンジンを使用し、ウイルスやマルウ
エアの脅威からPCを守ります。お客様の対策
対象に応じてクライアントPCのウイルス対策
用の「dynaCloud Security AVC」、クライア
ントPCとサーバーのウイルス対策用の
「dynaCloud Security AVCS」、クライアン
トPC・サーバーのウイルス対策の他にクライ
アントPCのコントロール機能が使用できる
「dynaCloud Security AVCS-CC」の3
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ツール対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化強力な暗号化でHDD・USBメモリからの情報漏えいを防止
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リモートワイプ 紛失クライアント【オフライン）

利用不
能
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利用不
能
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対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化
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・管理者向けWebアプリケーションによる簡
易な管理が可能です。

管理者の負荷軽減

・SS L、SS L  V P N、 I P S e c V PN、
IEEE802.1xなどに対応し、Webアクセス
やリモートアクセス、社内有線LAN、無線
LANなどで安全な端末認証が可能です。

・主要なネットワーク機器ベンダーとの共同検
証により動作を確認済み。

高い安全性と確認された相互接続性

デバイス認証用
証明書発行
管理サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化社内ネットワークにアクセスする端末を厳格に認証します

DeviceIDは、旧来のIDとパスワードによる認
証方法に代わり、端末に偽造が困難な証明書
をコピー不可能な状態で登録することで、未承
認端末のアクセスを確実に防ぐサービスです。

■特長
厳格な端末の特定

・端末識別情報を確認し、対象端末に対してコ
ピー不可の状態で確実に証明書を登録します。

幅広い端末のサポート

・PC、スマートフォン
(iPhoneやAndroid端
末）、タブレット(iPad)、
ハンディターミナルな
ど幅広い端末をサ
ポートします。

■DeviceIDの利用シーン

会社が許可した端末だけに、偽造が困難な証明書をコピー不可能な状態で登録することで、厳格な端末認証を実現

端末の固有情報を確認し、会社が許可した端末だけに
証明書・カギをインポート 許可されている端末 許可されていない端末

DeviceID

SSLサーバー
証明書発行
サービス

クラウドサービスには必須の高品質SSLをお求めやすく

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

・iPhone、Androidなどのスマートフォンに完全
対応のほか、携帯電話の対応も業界トップレベル。

業界トップレベルのスマートフォン・携帯電話対応

・高品質なサーバー証明書をリーズナブルな
価格で提供。

・有効期間満了日を自由に設定可能です。

証明書の発行コスト、管理コストの削減が可能
■SSLサーバー証明書の利用シーン

サイバートラストのSSLサーバー証明書は、国
内認証局最長の運用実績を持つ高品質でス
ピーディな発行が可能なサービスです。スマー
トフォン・携帯電話対応、利便性においても、業

界トップクラスのブランドです。東芝クライアン
トソリューションでは、サイバートラスト社とタ
イアップし、高品質のセキュリティを提供します。

サイバートラストでは、次世代のハッシュ関数「SHA-2」を署名アルゴリズム
として採用したSSLサーバー証明書として、「SureServer[SHA-2]」およ
び「SureServerEV[SHA-2]」を提供しております。

2017年1月1日以降、Windows製品では
SHA-1証明書のSSL通信を拒否

SureServer

・確かな企業審査を行っ
た上で、SureServer

　EVなら最短即日、
SureServerなら最短
30分で発行します。

　  注1:最短発行には条件があります。

■特長
企業認証サーバー証明書を国内最速で発行

セキュリティ
ウイルス、情報漏えい、不正アクセスなど企業活動への脅威から大切なデータを守ります。
多様化する「Webの脅威」「サイバー攻撃」、「PCの盗難、紛失」などのリスクにクラウドで備えます。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

モバイル
デバイス
管理サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化マルチプラットフォーム対応モバイルデバイス管理サービス

モバイルデバイス利用によるビジネス効率化
の一方で、紛失、盗難による情報漏えいのリス
クならびに、大量で多様なデバイスの管理と運
用が課題になっています。dynaCloud MDM
はAndroid™ OS/iOS/Windows® OSをク
ラウドで一括管理。ビジネスシーンでのセキュ
リティリスクを軽減するだけでなく、管理者の
運用効率化を推進します。

■dynaCloud MDMの利用シーン

dynaCloud Rescueサポートサービス
端末を紛失、盗難にあった場合など、お客様からのご依頼(TEL)によりリモートロック/ワイプを24時間365日対応で操作代行いたします。

注1：ワイプ機能はWindows® 
 
OSでは提供しません。

・デバイスの紛失、盗難時はリモートからロッ
ク/ワイプ 注1(初期化)できます。

・デバイスと定期的なポーリング通信を行い、
状態を監視することができます。

・運用ポリシー等を配布することで使用可能な
アプリを制限した
り、Webサ イト
のフィルタリング
ができます。

■特長
セキュリティの向上

・導入時の初期設定、導入後の設定変更、ご
利用になるアプリなどを、一括して配布でき
ます。

デバイスの環境設定、運用の標準化

・組織内のマルチプラットフォームOSを監視
下に置くことができ、一元的なデバイス管理
と、情報資産の可視化を実現します。

優れたデバイスの管理機能

powered by Optimal Biz

MDM

サポート
サービス

端末の盗難・紛失時に24時間365日対応

dynaCloud Rescueサポートサービス（リ
モートロック/ワイプサポートサービス）は、端
末の盗難/紛失時に、端末を遠隔でリモート
ロック/リモートワイプを24時間365日対応
で操作代行するサポートサービスです。

・端末を画面ロック状態にし、第三者が端末を
操作できないようにします。

リモートロック

・端末内のデータ削除や工場出荷状態にし、
第三者への情報漏えいを防ぎます。

リモートワイプ

dynaCloud Rescue
サポートセンター

リモートロック
リモートワイプ

実施

依頼

ブロック!! 不正利用
悪意のある第三者

お客様

端末をなくした!
情報漏洩が心配…

Rescue サポートサービス（オプション）
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リモートワイプ

dynaCloud Rescue
サポートセンター

リモートロック
リモートワイプ

実施

依頼

ブロック!! 不正利用
悪意のある第三者

お客様

端末をなくした!
情報漏洩が心配…

Rescue サポートサービス（オプション）
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情報共有
Web会議でいつでもどこでも意見交換したり、クラウドを介してファイル共有ができます。
社外の社員と電話やメールだけでは意志疎通が難しい、拠点間でのTV会議を検討されている方におすすめです。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

名刺情報
管理サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化SaaS型名刺情報管理サービス

お客様からいただいた名刺は情報の宝庫。 dy-
naCloud Cardboxは、名刺情報を安心・安全
にお預かりし、いつでもどこでもセキュアにご利
用頂けるクラウドサービスです。 パソコンはもち
ろん、スマートフォン、タブレットなどの端末に名
刺の個人情報が残りませんので、万が一紛失し
ても名刺情報が流出することはありません。さら
に、名刺枚数による従量制課金ですので、利用人
数に関係なく同一価格でご利用いただけます。

・名刺の登録枚数による課金。利用人数に関
係なく利用する事ができます。

■特長
名刺枚数による従量制課金

・名刺情報と同時に商談情報、対応履歴も管
理。また、他部門での人脈情報も参照でき
ます。

名刺情報の共有化による営業活用

・dynaCloud基盤によりデータを管理。端末
にはデータは保存されていません。

名刺情報を安心・安全に管理

・OCR処理とオペレータによるデータ入力により正
確に登録。日本語・英語・中国語・韓国語に対応。

取込んだ名刺を正確に登録

・携帯電話※はもちろん、Android/iPhone
専用アプリにより社内・外出先から名刺情報
にアクセスできます。

Android/iPhone専用アプリを提供

・CSV、vCard形式でデータ出力が可能。さま
ざまな用途にデータ活用することができます。

さまざまなデータ形式で出力可能 

※au、NTTドコモ、ソフトバンクモバイル各社携帯電話

■dynaCloud Cardbox powered by 名刺バンクの利用シーン

相関図を表示

powered by 名刺バンク

Cardbox

コミュニケーション
サービス
パッケージ

Web会議
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化ビジュアルコミュニケーションパッケージ Web会議サービス

dynaCloud Meetingの複数サービスをシン
プルにひとつにまとめたサービスパッケージで
す。Web会議・テレビ会議・ペーパレス会議・オ
ンラインサポート・Webセミナー・法人向けテ
キストチャットが、目的・用途に合わせた柔軟に
利用できます。
プロジェクトの打ち合わせや、タブレットを使用
した重役会議、社内研修や遠隔地の商談など、
ビジネスのさまざまな場面で活用できます。

●H.264/SVC映像コーデックの採用によ
りクリアでなめらかな映像通信を実現し
ました。

●PCはもちろん、スマートフォンやタブ
レット端末でも使いやすいシンプルイン
ターフェイスを実現しています。

PCはもちろんタブレット・スマートフォンなど
とインターネット回線があればすぐに始められ
る事前予約の必要がない※Web会議システム
です。会議の参加者が、社内LAN、3G/LTE、
WiFi等、さまざまな回線速度が混在した環境
でも「高品質・低遅延・安定したコミュニケー
ション」を実現します。

・複数のサービスを意識することなく一度に課
題を解決することができ、あらゆるビジネス
に最適かつ柔軟に対応できます。

・契約したポート数（同時接続数）の中で、
社内外の誰でも参加できるので、高い費用
対効果で運用できます。

■特長
・サービスはすべて、マルチデバイス対応。
出張先や移動時間であっても、手持ちのス
マートフォンやタブレット、ノートPCなどか
らWeb会議への参加や社内セミナーの受講
が可能に。場所や時間にとらわれず、効率
的に活用することができます。

■dynaCloud Meeiting HQ powered by Mobile Meets® の特長

■社内会議だけではない、さまざまな使われ方

※他のWeb会議サービスでは事前に会議室の予約が必要な製品もあります。

会議終了まで
 6クリック！

①アプリケーション
　立上げ

②接続先選択
③ルームに参加

「アプリケーション立上げ」・「接
続先選択」・「ルームに参加」の３
ステップでビデオ会議に接続可
能です。

高品質かつ低遅延なHDビデオ会議
●H.264/SVC：今までの技術ではできなかった、ネッ
トワークや受信端末の性能に応じた最適な会議を
実現します。
●多地点接続制御装置（MCU）の遅延工程を省きスム
ーズな会話を実現します。

シンプル操作でストレス低減
●会議室の予約が必要なく、会議終了まで3ステップの
シンプル操作なので参加者にストレスを与えません。

国内最高水準のクラウドで安定稼働
●堅牢なdynaCloudデータセンターにて管理するの
で安心です。

大幅な初期投資削減
●高額な専用機器が不要で、既存のPC、タブレット、 
スマートフォンで高画質の会議が実現します。

今までのコーディング方式

エラーが起こると映像が崩れる

H.264/SVCスケーラブルコーディング方式

エラーが起こっても映像は崩れない

H.264/SVC方式で高品質かつ低遅延なHDビデオ会議を実現します。

powered by V-CUBE ONE

Meeting
powered by Mobile Meets®

Meeting HQ

オンライン研修

遠隔教育 遠隔営業

遠隔医療

ワークスタイル変革 フィールドワーク

 

Internet

powered by V-CUBE One

Meeting One

リモコン

低コストで導入できる拡張性の高いテレビ会
議システムです。
リモコンで操作ができる会議室設置型で、一般
的なテレビ会議システムより遙かに安く、同等

テレビ会議
サービス

会議室設置型テレビ会議システム

powered by V-CUBE Box

Meeting 対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

・会議室に設置済みのモニターとインターネッ
ト回線に接続するだけで利用開始できます。
従来のテレビ会議システムが多拠点接続に必
要としていたMCUなどの専用機器や専用回
線は不要で100拠点以上の接続も可能です。

・誰でも使いやすい、シンプルなインターフェ
イスで、資料も全接
続拠点と画面上で簡
単に共有できます。

・操作に迷わないよう
にボタン数を減らしたリモコンから、ワンク
リックで会議や打ち合わせを開始できます。

・外出先や出張先など「Meeting Box」が
設置されていない拠
点からでも、専用ア
プリで会議や打ち合
わせに参加できます。

■特長
MCU不要、100拠点以上接続

以上の高画質・高音質を実現。PCやスマート
フォン・タブレットとも接続が可能で、さらには
国際間でも安定した接続を実現します。

■dynaCloud Meeting Box powered by V-CUBE Box のハードウェア接続イメージ

※ネットワーク環境（回線）、モニター、PC、スマートフォン／タブレットは別途ご用意いただく必要があります。
　弊社担当窓口にご相談ください。

PC

本体

モニター

スマートフォン／タブレット

Internet

powered by V-CUBE Box

Meeting Box

ネットワーク

マイク／スピーカー

カメラ

映像資料
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情報共有
Web会議でいつでもどこでも意見交換したり、クラウドを介してファイル共有ができます。
社外の社員と電話やメールだけでは意志疎通が難しい、拠点間でのTV会議を検討されている方におすすめです。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

名刺情報
管理サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化SaaS型名刺情報管理サービス

お客様からいただいた名刺は情報の宝庫。 dy-
naCloud Cardboxは、名刺情報を安心・安全
にお預かりし、いつでもどこでもセキュアにご利
用頂けるクラウドサービスです。 パソコンはもち
ろん、スマートフォン、タブレットなどの端末に名
刺の個人情報が残りませんので、万が一紛失し
ても名刺情報が流出することはありません。さら
に、名刺枚数による従量制課金ですので、利用人
数に関係なく同一価格でご利用いただけます。

・名刺の登録枚数による課金。利用人数に関
係なく利用する事ができます。

■特長
名刺枚数による従量制課金

・名刺情報と同時に商談情報、対応履歴も管
理。また、他部門での人脈情報も参照でき
ます。

名刺情報の共有化による営業活用

・dynaCloud基盤によりデータを管理。端末
にはデータは保存されていません。

名刺情報を安心・安全に管理

・OCR処理とオペレータによるデータ入力により正
確に登録。日本語・英語・中国語・韓国語に対応。

取込んだ名刺を正確に登録

・携帯電話※はもちろん、Android/iPhone
専用アプリにより社内・外出先から名刺情報
にアクセスできます。

Android/iPhone専用アプリを提供

・CSV、vCard形式でデータ出力が可能。さま
ざまな用途にデータ活用することができます。

さまざまなデータ形式で出力可能 

※au、NTTドコモ、ソフトバンクモバイル各社携帯電話

■dynaCloud Cardbox powered by 名刺バンクの利用シーン

相関図を表示

powered by 名刺バンク

Cardbox

コミュニケーション
サービス
パッケージ

Web会議
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化ビジュアルコミュニケーションパッケージ Web会議サービス

dynaCloud Meetingの複数サービスをシン
プルにひとつにまとめたサービスパッケージで
す。Web会議・テレビ会議・ペーパレス会議・オ
ンラインサポート・Webセミナー・法人向けテ
キストチャットが、目的・用途に合わせた柔軟に
利用できます。
プロジェクトの打ち合わせや、タブレットを使用
した重役会議、社内研修や遠隔地の商談など、
ビジネスのさまざまな場面で活用できます。

●H.264/SVC映像コーデックの採用によ
りクリアでなめらかな映像通信を実現し
ました。

●PCはもちろん、スマートフォンやタブ
レット端末でも使いやすいシンプルイン
ターフェイスを実現しています。

PCはもちろんタブレット・スマートフォンなど
とインターネット回線があればすぐに始められ
る事前予約の必要がない※Web会議システム
です。会議の参加者が、社内LAN、3G/LTE、
WiFi等、さまざまな回線速度が混在した環境
でも「高品質・低遅延・安定したコミュニケー
ション」を実現します。

・複数のサービスを意識することなく一度に課
題を解決することができ、あらゆるビジネス
に最適かつ柔軟に対応できます。

・契約したポート数（同時接続数）の中で、
社内外の誰でも参加できるので、高い費用
対効果で運用できます。

■特長
・サービスはすべて、マルチデバイス対応。
出張先や移動時間であっても、手持ちのス
マートフォンやタブレット、ノートPCなどか
らWeb会議への参加や社内セミナーの受講
が可能に。場所や時間にとらわれず、効率
的に活用することができます。

■dynaCloud Meeiting HQ powered by Mobile Meets® の特長

■社内会議だけではない、さまざまな使われ方

※他のWeb会議サービスでは事前に会議室の予約が必要な製品もあります。

会議終了まで
 6クリック！

①アプリケーション
　立上げ

②接続先選択
③ルームに参加

「アプリケーション立上げ」・「接
続先選択」・「ルームに参加」の３
ステップでビデオ会議に接続可
能です。

高品質かつ低遅延なHDビデオ会議
●H.264/SVC：今までの技術ではできなかった、ネッ
トワークや受信端末の性能に応じた最適な会議を
実現します。
●多地点接続制御装置（MCU）の遅延工程を省きスム
ーズな会話を実現します。

シンプル操作でストレス低減
●会議室の予約が必要なく、会議終了まで3ステップの
シンプル操作なので参加者にストレスを与えません。

国内最高水準のクラウドで安定稼働
●堅牢なdynaCloudデータセンターにて管理するの
で安心です。

大幅な初期投資削減
●高額な専用機器が不要で、既存のPC、タブレット、 
スマートフォンで高画質の会議が実現します。

今までのコーディング方式

エラーが起こると映像が崩れる

H.264/SVCスケーラブルコーディング方式

エラーが起こっても映像は崩れない

H.264/SVC方式で高品質かつ低遅延なHDビデオ会議を実現します。

powered by V-CUBE ONE

Meeting
powered by Mobile Meets®

Meeting HQ

オンライン研修

遠隔教育 遠隔営業

遠隔医療

ワークスタイル変革 フィールドワーク

 

Internet

powered by V-CUBE One

Meeting One

リモコン

低コストで導入できる拡張性の高いテレビ会
議システムです。
リモコンで操作ができる会議室設置型で、一般
的なテレビ会議システムより遙かに安く、同等

テレビ会議
サービス

会議室設置型テレビ会議システム

powered by V-CUBE Box

Meeting 対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

・会議室に設置済みのモニターとインターネッ
ト回線に接続するだけで利用開始できます。
従来のテレビ会議システムが多拠点接続に必
要としていたMCUなどの専用機器や専用回
線は不要で100拠点以上の接続も可能です。

・誰でも使いやすい、シンプルなインターフェ
イスで、資料も全接
続拠点と画面上で簡
単に共有できます。

・操作に迷わないよう
にボタン数を減らしたリモコンから、ワンク
リックで会議や打ち合わせを開始できます。

・外出先や出張先など「Meeting Box」が
設置されていない拠
点からでも、専用ア
プリで会議や打ち合
わせに参加できます。

■特長
MCU不要、100拠点以上接続

以上の高画質・高音質を実現。PCやスマート
フォン・タブレットとも接続が可能で、さらには
国際間でも安定した接続を実現します。

■dynaCloud Meeting Box powered by V-CUBE Box のハードウェア接続イメージ

※ネットワーク環境（回線）、モニター、PC、スマートフォン／タブレットは別途ご用意いただく必要があります。
　弊社担当窓口にご相談ください。

PC

本体

モニター

スマートフォン／タブレット

Internet

powered by V-CUBE Box

Meeting Box

ネットワーク

マイク／スピーカー

カメラ

映像資料
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ストレージ
日々の業務データや大容量のシステムデータをクラウドに保存・バックアップできます。
情報共有用の保存をはじめとして災害時のBCP対策、システム効率的なバックアップに有効です。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

バックアップ
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化Windows® Serverをクラウドにシステムバックアップ

dynaCloud ザ・復活君 for Serverは、お客
様のローカル環境へのバックアップソフトのイ
ンストール・設定・クラウド上の設定、お客様環
境からクラウドへのバックアップ設定を行い、
万が一の際にクラウド上のデータから復旧を
行うサービスです。

■dynaCloud ザ・復活君 for Serverの利用イメージとメリット

・設定、導入をまるごと東芝クライアントソ
リューションが実施します。設定変更や復旧
に関しても、年間保守パックをご用意し定
額でご提供します。

おまかせ導入支援

・クラウドは国内最高クラスの安全設備と最新
セキュリティで構築された東芝クライアントソ
リューションの「TCSデータセンター」を利
用し、高い品質のサービスをお求めやすい価
格でご提供いたします。

高品質をお求めやすい価格で

■dynaCloud ザ・復活君 for Serverの特長

Disaster Recovery

・BCP対策、災害時等の復旧・修復体制
（Disaster Recovery）として、クラウ
ド上にサーバーのバックアップデータを保存
するサービスをご提供します。

DtoDtoCサービス

・ローカルストレージに保存したお客様の大
切なバックアップデータを、堅牢な東芝ク
ライアントソリューションの「TCSデータセ
ンター」に保存する、Disk to Disk to 
Cloudサービスです。

地震・火災・建物の倒壊などからの復旧に

●お客様のローカル環境へのバックアップソフトのインストール・設定
●クラウドへの接続確認・ローカルバックアップデータコピー設定
●クラウドへのデータコピー失敗時の通知設定

ローカルへのバックアップ（DtoD）

●クラウド上の設定
●お客様環境からクラウドへの接続設定

Windows® Server

VPN

お客様環境

ローカルバックアップ→
クラウドへのデータ保存
バックアップの二重化実現

年間保守パックをご契約いただくことで、設
定変更や万一の際にクラウド上のデータから
の復旧作業を年間定額※１でお受けします。
※1　復旧時の物理環境は別途ご用意いただきます。

保守・復旧作業

ローカルへバックアップ後
クラウドへバックアップ(DtoDtoC)
(失敗時には設定されたアドレスへメール通知)

Cloud

for Server

大容量
バックアップ
サービス

システムをまるごとクラウドにバックアップ（大規模システムに最適）

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

バックアップをファイル単位ではなく変更され
たブロック単位で行いますので、システムをま
るごと効率的にクラウドにバックアップすること
ができます。

■dynaCloud Saverの利用シーンとメリット

・データベースなどのシステム稼働中でも、
スナップショット式でシステムごとバックアッ
プが可能です。

・バックアップデータは最大255世代の管理
が可能です。注1

・設定されたルールに従い全自動でバックアッ
プを行いますので、日次の運用にかかる     
手間がありません。

■特長
インフラ構築

・変更されたブロックのみを抽出してバック
アップする「重複除外型バックアップ」を採
用し、容量/転送時間注2を大きく削減します。

効率化

・バックアップされたデータは強固なデータセ
ンター内に保管されており、災害時のBCP
対策注3として有効です。

セキュリティ

注1：バックアップ対象は1ドライブあたり最大2TB、バックアップ
先領域は最大5TBです。7世代バックアップの場合、おおむ
ね対象サーバー搭載ディスク容量の1.5倍の保存領域が必要
です。

注2：1MB のファイルに対し1ブロック（4KB）以下のデータ変更
をした場合、転送量はおおむね256分の1（1024KB に対
し4KB）となります。

注3：BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画

最低限の変更だけバックアップ ＝ スピーディ

4KB/8KBのブロック単位で
バックアップされる。

変更ブロックレベルのバックアップ
(重複除外型バックアップ)

バックアップ元

バックアップ先
バックアップ工数の
削減

堅牢な
データセンターへ
バックアップ

・設定されたルールに従い
全自動でバックアップ。

・システム稼働中でも、バッ
クアップが可能。

システムをまるごと
バックアップ

差分だけを高速バックアップ

システムA
バックアップデータシステムA

システムB
バックアップデータシステムB

Saver

オンライン
ストレージ
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化シンプル&リーズナブルなオンラインストレージ

PCのほかタブレットなどからも利用可能で、
操作がシンプルなオンラインストレージサー
ビスです。いつでもどこでも、ファイルをPC
のハードディスクに保存する感覚で、ドラッグ
&ドロップで保存できます。データをクラウド
に保管していれば端末にデータを残さず社
外からの利用が可能です。データの同期・共
有などのサービスは不要で、ストレージ機能
だけ簡単に利用したいというニーズに適して
います。

■特長
簡単操作

・管理者による初期設定は管理画面から、ユー
ザー、グループ、フォルダの作成を行うだけ
の簡単操作です。

・利用ユーザーは管理者から通知された
URL、ユーザーID、パスワードにより、ネッ
トワークドライブを割り当てるだけで、エク
スプローラーからのファイル操作が可能とな
ります。

・データは堅牢なデータセンターに保管され
ているので、災害時のBCP注1対策としても
有効です。

・dynaCloud SyncLiteにクライアントPC
のデータを保存すればPC紛失時のリスクを
低減できます。

セキュリティ

・大規模な初期投資は不要、インターネット回線と
お手持ちのPC、タブレットがあれば始められます。

高いコストパフォーマンスと信頼性

注1：BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画

■dynaCloud SyncLiteの利用シーン

dynaCloud SyncLite 画面イメージ

SSL通信SSL通信

SSL通信

SyncLite

オンライン
ストレージ
サービス

簡単操作でデータをクラウドにバックアップ

企業内情報共有に対応したオンラインストレー
ジサービスです。タブレットなどのマルチデバ
イス対応で社外からでも安全に利用できます。
また簡単な設定でPCやサーバーのフォルダを
クラウド上に同期保管でき、バックアップとして
も活用できます。

・データは強固なデータセンターに三重化さ
れて保管されており、災害時のBCP注1対策
として有効です。

・dynaCloud SyncにクライアントPCのデー
タを保存すれば　PC紛失時のリスクを低減
できます。

・データのアクセス権を設定できます。

■特長
セキュリティ

・常にdynaCloud Sync上に最新データを
保存することにより社内外で情報共有ができ
ます。

情報共有

・dynaCloud Sync上の共有フォルダに保存
したデータにPC・タブレット・スマートフォ
ンからアクセスでき、外出先でのプレゼン
テーションも可能です。

営業効率化

■ dynaCloud Sync画面イメージ■ dynaCloud Syncの利用シーン

Sync 対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化
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ストレージ
日々の業務データや大容量のシステムデータをクラウドに保存・バックアップできます。
情報共有用の保存をはじめとして災害時のBCP対策、システム効率的なバックアップに有効です。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

バックアップ
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化Windows® Serverをクラウドにシステムバックアップ

dynaCloud ザ・復活君 for Serverは、お客
様のローカル環境へのバックアップソフトのイ
ンストール・設定・クラウド上の設定、お客様環
境からクラウドへのバックアップ設定を行い、
万が一の際にクラウド上のデータから復旧を
行うサービスです。

■dynaCloud ザ・復活君 for Serverの利用イメージとメリット

・設定、導入をまるごと東芝クライアントソ
リューションが実施します。設定変更や復旧
に関しても、年間保守パックをご用意し定
額でご提供します。

おまかせ導入支援

・クラウドは国内最高クラスの安全設備と最新
セキュリティで構築された東芝クライアントソ
リューションの「TCSデータセンター」を利
用し、高い品質のサービスをお求めやすい価
格でご提供いたします。

高品質をお求めやすい価格で

■dynaCloud ザ・復活君 for Serverの特長

Disaster Recovery

・BCP対策、災害時等の復旧・修復体制
（Disaster Recovery）として、クラウ
ド上にサーバーのバックアップデータを保存
するサービスをご提供します。

DtoDtoCサービス

・ローカルストレージに保存したお客様の大
切なバックアップデータを、堅牢な東芝ク
ライアントソリューションの「TCSデータセ
ンター」に保存する、Disk to Disk to 
Cloudサービスです。

地震・火災・建物の倒壊などからの復旧に

●お客様のローカル環境へのバックアップソフトのインストール・設定
●クラウドへの接続確認・ローカルバックアップデータコピー設定
●クラウドへのデータコピー失敗時の通知設定

ローカルへのバックアップ（DtoD）

●クラウド上の設定
●お客様環境からクラウドへの接続設定

Windows® Server

VPN

お客様環境

ローカルバックアップ→
クラウドへのデータ保存
バックアップの二重化実現

年間保守パックをご契約いただくことで、設
定変更や万一の際にクラウド上のデータから
の復旧作業を年間定額※１でお受けします。
※1　復旧時の物理環境は別途ご用意いただきます。

保守・復旧作業

ローカルへバックアップ後
クラウドへバックアップ(DtoDtoC)
(失敗時には設定されたアドレスへメール通知)

Cloud

for Server

大容量
バックアップ
サービス

システムをまるごとクラウドにバックアップ（大規模システムに最適）

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

バックアップをファイル単位ではなく変更され
たブロック単位で行いますので、システムをま
るごと効率的にクラウドにバックアップすること
ができます。

■dynaCloud Saverの利用シーンとメリット

・データベースなどのシステム稼働中でも、
スナップショット式でシステムごとバックアッ
プが可能です。

・バックアップデータは最大255世代の管理
が可能です。注1

・設定されたルールに従い全自動でバックアッ
プを行いますので、日次の運用にかかる     
手間がありません。

■特長
インフラ構築

・変更されたブロックのみを抽出してバック
アップする「重複除外型バックアップ」を採
用し、容量/転送時間注2を大きく削減します。

効率化

・バックアップされたデータは強固なデータセ
ンター内に保管されており、災害時のBCP
対策注3として有効です。

セキュリティ

注1：バックアップ対象は1ドライブあたり最大2TB、バックアップ
先領域は最大5TBです。7世代バックアップの場合、おおむ
ね対象サーバー搭載ディスク容量の1.5倍の保存領域が必要
です。

注2：1MB のファイルに対し1ブロック（4KB）以下のデータ変更
をした場合、転送量はおおむね256分の1（1024KB に対
し4KB）となります。

注3：BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画

最低限の変更だけバックアップ ＝ スピーディ

4KB/8KBのブロック単位で
バックアップされる。

変更ブロックレベルのバックアップ
(重複除外型バックアップ)

バックアップ元

バックアップ先
バックアップ工数の
削減

堅牢な
データセンターへ
バックアップ

・設定されたルールに従い
全自動でバックアップ。

・システム稼働中でも、バッ
クアップが可能。

システムをまるごと
バックアップ

差分だけを高速バックアップ

システムA
バックアップデータシステムA

システムB
バックアップデータシステムB

Saver

オンライン
ストレージ
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化シンプル&リーズナブルなオンラインストレージ

PCのほかタブレットなどからも利用可能で、
操作がシンプルなオンラインストレージサー
ビスです。いつでもどこでも、ファイルをPC
のハードディスクに保存する感覚で、ドラッグ
&ドロップで保存できます。データをクラウド
に保管していれば端末にデータを残さず社
外からの利用が可能です。データの同期・共
有などのサービスは不要で、ストレージ機能
だけ簡単に利用したいというニーズに適して
います。

■特長
簡単操作

・管理者による初期設定は管理画面から、ユー
ザー、グループ、フォルダの作成を行うだけ
の簡単操作です。

・利用ユーザーは管理者から通知された
URL、ユーザーID、パスワードにより、ネッ
トワークドライブを割り当てるだけで、エク
スプローラーからのファイル操作が可能とな
ります。

・データは堅牢なデータセンターに保管され
ているので、災害時のBCP注1対策としても
有効です。

・dynaCloud SyncLiteにクライアントPC
のデータを保存すればPC紛失時のリスクを
低減できます。

セキュリティ

・大規模な初期投資は不要、インターネット回線と
お手持ちのPC、タブレットがあれば始められます。

高いコストパフォーマンスと信頼性

注1：BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画

■dynaCloud SyncLiteの利用シーン

dynaCloud SyncLite 画面イメージ

SSL通信SSL通信

SSL通信

SyncLite

オンライン
ストレージ
サービス

簡単操作でデータをクラウドにバックアップ

企業内情報共有に対応したオンラインストレー
ジサービスです。タブレットなどのマルチデバ
イス対応で社外からでも安全に利用できます。
また簡単な設定でPCやサーバーのフォルダを
クラウド上に同期保管でき、バックアップとして
も活用できます。

・データは強固なデータセンターに三重化さ
れて保管されており、災害時のBCP注1対策
として有効です。

・dynaCloud SyncにクライアントPCのデー
タを保存すれば　PC紛失時のリスクを低減
できます。

・データのアクセス権を設定できます。

■特長
セキュリティ

・常にdynaCloud Sync上に最新データを
保存することにより社内外で情報共有ができ
ます。

情報共有

・dynaCloud Sync上の共有フォルダに保存
したデータにPC・タブレット・スマートフォ
ンからアクセスでき、外出先でのプレゼン
テーションも可能です。

営業効率化

■ dynaCloud Sync画面イメージ■ dynaCloud Syncの利用シーン

Sync 対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化



インフラ構築
堅牢なインフラをクラウドで構築できます。
BCP対策はもちろん、オフィスの省スペース化、節電などコスト削減にも有効です。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

仮想サーバー
ホスティング
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化止まらない堅牢なインフラをご提供
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VMware®（ヴイエムウェア）の仮想化技術を
ベースにし、CPUやメモリ、ディスクといったリ
ソースを必要な分だけ組み合わせた仮想サー
バーをご提供します。

・強固なデータセンターにサーバー環境が構築
されており災害時のBCP注1対策に有効です。

■特長
インフラ構築

・サーバーから回線まで完全冗長化されてい
ます。

・dynaCloud Hostingはバックアップも含め
国内所在で国内最高クラス注2の安全設備と
最新のセキュリティで構築されています。

セキュリティ

・必要に応じてCPU、メモリ、ディスクといっ
たリソースを随時変更追加できますのでビジ
ネスのニーズに柔軟に対応できます。

パフォーマンス

■ dynaCloud Hostingの利用シーンとメリット

デスクトップ仮想化
さまざまなデバイスのデスクトップ環境を統一、クラウドでシンクライアントを実現します。
端末側にはアプリのインストールやデータ保存がされませんので、モバイルや在宅での業務に情報漏えい対策ができます。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

注1：BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画
注2：当社のデータセンターは、データセンター設計に関する米国

の規格「Tier」における、最高ランクのTier4レベルを実現
しています。

注3：P2V (Physical to Virtual)ー物理マシンで(Physical Machine)
で稼働しているシステムを仮想マシン(Virtual Machine)へ
移行すること。

仮想化された
サーバーを
dynaCloud
Hostingへ
引っ越し

P2V注3による仮想化
サーバー運用コスト削減
・ＵＰＳの交換
・サーバーメンテナンス費
・人的リソース
・空調・電気代

オフィスには
クライアントPCだけ

ｄｙｎａＣｌｏｕｄ Ｈｏｓｔｉｎｇ 利用シーン メリット

（SSL-VPN装置）

Internet

SSL -VPN

オフィス

クラウドデータセンターにシステムを移設・新設した場合の
投資対効果を Capacity Planner を使用してレポート

キャパシティプランニングサービスとしてお客様の対象サーバーの使用状況を査定す
ることで仮想化導入によるサーバー統合率を高め、ROIやTCOを大きく削減します。

キャパシティプランニングサービスは、仮想化導入前に必要なサーバーハード
ウェアスペックや台数、Hyperviserの見積もりをするための基となるデータ
やサーバーリソースの使用状況を収集し診断、レポーティングします。これに
より、統合率を高め、最適で無駄のないクラウドサービスの提供を実現します。

・現状のシステムのスペックを把握、対象サーバーのOSやスペックをリ
スト化（インベントリレポート）

・現状システムのサーバーリソース仕様の傾向や特性を可視化、対象
サーバーのリソース使用状況を定期的に取得し、平均およびピーク状
態をリスト化（パフォーマンスレポート） 

・ROI（投下資本利益率）とTCO（総所有コスト）を統合シナリオ分析
レポートとして明示、データに基づき、最適な組み合わせでの統合プ
ランと、その結果予測されるパフォーマンス状況を分析。

最適な仮想化導入のためには、キャパシティプランニングによる統合効果アセスメン
トは非常に重要。仮想化導入計画を立てることにより投資回収期間の短期化も実現。        

お客様のご利用システム状況やご要望に応じ、最適な手段で
サーバーをクラウドサービスに短時間で移行できます。

・サーバーリソースのサイジングについては、物理サーバースペックおよ
び使用率をベースに、算出します（Capacity Planning Service）。
事前に最適なリソースを提示させていただき、移行をします。 

・バックアップツールを使用し、移行元サーバーとすべて同じ状態のサー
バーをクラウドサービス上に構築します。        

キャパシティプランニング ［オプション］ P2Vサービス ［オプション］

ラックを提供し、お客様の機器をお預かりするハウジングサービスもご用
意しています。 
お客様固有の機器などをデータセンターに設置することが可能です。    

ハウジングサービス ［オプション］

オンラインP2V

オフラインP2V

輸送

オフラインP2V お客様サイトでP2Vを実施し。V2Vでマイグレーション、比較的短期間で移行したい場合に有効です。

オンラインP2V レプリケーション用のソフトを導入して、提供サービスの停止を短くしたい場合に有効です。

お客様

エージェント
導入

持ち込み設置 クラウドデータセンター

OS

APP

OS

APP

OS

APP

OS

APP

OS

APP

OS

APP

Physical to Virtual(P2V) Virtual to Virtual(V2V)

Image to Virtual(I2V)

データ移行 レプリケーション

Hosting

■dynaCloud V-officeの利用シーンとメリット

デスクトップ
仮想化
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化いつでもどこでも同じデスクトップ環境にアクセス

Citrix XenDesktop/Citrix XenAppを使
用したデスクトップ仮想化サービスです。いつ
でもどこでも、様々なデバイスから同じデスク
トップ環境にアクセスできます。端末側にはア
プリのインストールやデータ保存がされません
ので、モバイルや在宅での業務に情報漏えい
対策ができます。

・社内で統一されたデスクトップ環境の構築を
容易に行えるだけでなく運用、保守、管理
も簡単かつ柔軟にできます。

■特長
インフラ構築

・PCやデバイスにデータを保存しないのでPC紛
失や盗難による情報漏えいの対策に有効です。

セキュリティ

・大規模な初期投資なしでBCP注1対策、セキュ
リティ対策、コンプライアンス対策が行えます。

・SOHOから中堅中小規模の企業でもシンク
ライアントが始められます。

・場所やデバイスを選ばずオンデマンドで使用
できます。

パフォーマンス

注1:BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画

仮想化基盤　 セキュリティ
デバイスにデータが残らない
セキュアなアクセス

　 どこでも
会社・自宅・取引先・・・
どんなデバイスからもアクセス可能

　 データ共有
許可されたユーザーのみ共有
大きなデータもＯＫ
社外にも安全送受信

　 データの保存場所
セキュリティが確保された国内データセンター
災害に強い免震構造と立地条件

スマートフォン

ノートＰＣ
デスクトップＰＣ

タブレット

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

デバイス・場所に依存しないデスクトップ環境の提供

V-office



インフラ構築
堅牢なインフラをクラウドで構築できます。
BCP対策はもちろん、オフィスの省スペース化、節電などコスト削減にも有効です。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

仮想サーバー
ホスティング
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化止まらない堅牢なインフラをご提供
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VMware®（ヴイエムウェア）の仮想化技術を
ベースにし、CPUやメモリ、ディスクといったリ
ソースを必要な分だけ組み合わせた仮想サー
バーをご提供します。

・強固なデータセンターにサーバー環境が構築
されており災害時のBCP注1対策に有効です。

■特長
インフラ構築

・サーバーから回線まで完全冗長化されてい
ます。

・dynaCloud Hostingはバックアップも含め
国内所在で国内最高クラス注2の安全設備と
最新のセキュリティで構築されています。

セキュリティ

・必要に応じてCPU、メモリ、ディスクといっ
たリソースを随時変更追加できますのでビジ
ネスのニーズに柔軟に対応できます。

パフォーマンス

■ dynaCloud Hostingの利用シーンとメリット

デスクトップ仮想化
さまざまなデバイスのデスクトップ環境を統一、クラウドでシンクライアントを実現します。
端末側にはアプリのインストールやデータ保存がされませんので、モバイルや在宅での業務に情報漏えい対策ができます。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

注1：BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画
注2：当社のデータセンターは、データセンター設計に関する米国

の規格「Tier」における、最高ランクのTier4レベルを実現
しています。

注3：P2V (Physical to Virtual)ー物理マシンで(Physical Machine)
で稼働しているシステムを仮想マシン(Virtual Machine)へ
移行すること。

仮想化された
サーバーを
dynaCloud
Hostingへ
引っ越し

P2V注3による仮想化
サーバー運用コスト削減
・ＵＰＳの交換
・サーバーメンテナンス費
・人的リソース
・空調・電気代

オフィスには
クライアントPCだけ

ｄｙｎａＣｌｏｕｄ Ｈｏｓｔｉｎｇ 利用シーン メリット

（SSL-VPN装置）

Internet

SSL -VPN

オフィス

クラウドデータセンターにシステムを移設・新設した場合の
投資対効果を Capacity Planner を使用してレポート

キャパシティプランニングサービスとしてお客様の対象サーバーの使用状況を査定す
ることで仮想化導入によるサーバー統合率を高め、ROIやTCOを大きく削減します。

キャパシティプランニングサービスは、仮想化導入前に必要なサーバーハード
ウェアスペックや台数、Hyperviserの見積もりをするための基となるデータ
やサーバーリソースの使用状況を収集し診断、レポーティングします。これに
より、統合率を高め、最適で無駄のないクラウドサービスの提供を実現します。

・現状のシステムのスペックを把握、対象サーバーのOSやスペックをリ
スト化（インベントリレポート）

・現状システムのサーバーリソース仕様の傾向や特性を可視化、対象
サーバーのリソース使用状況を定期的に取得し、平均およびピーク状
態をリスト化（パフォーマンスレポート） 

・ROI（投下資本利益率）とTCO（総所有コスト）を統合シナリオ分析
レポートとして明示、データに基づき、最適な組み合わせでの統合プ
ランと、その結果予測されるパフォーマンス状況を分析。

最適な仮想化導入のためには、キャパシティプランニングによる統合効果アセスメン
トは非常に重要。仮想化導入計画を立てることにより投資回収期間の短期化も実現。        

お客様のご利用システム状況やご要望に応じ、最適な手段で
サーバーをクラウドサービスに短時間で移行できます。

・サーバーリソースのサイジングについては、物理サーバースペックおよ
び使用率をベースに、算出します（Capacity Planning Service）。
事前に最適なリソースを提示させていただき、移行をします。 

・バックアップツールを使用し、移行元サーバーとすべて同じ状態のサー
バーをクラウドサービス上に構築します。        

キャパシティプランニング ［オプション］ P2Vサービス ［オプション］

ラックを提供し、お客様の機器をお預かりするハウジングサービスもご用
意しています。 
お客様固有の機器などをデータセンターに設置することが可能です。    

ハウジングサービス ［オプション］

オンラインP2V

オフラインP2V

輸送

オフラインP2V お客様サイトでP2Vを実施し。V2Vでマイグレーション、比較的短期間で移行したい場合に有効です。

オンラインP2V レプリケーション用のソフトを導入して、提供サービスの停止を短くしたい場合に有効です。

お客様

エージェント
導入

持ち込み設置 クラウドデータセンター

OS

APP

OS

APP

OS

APP

OS

APP

OS

APP

OS

APP

Physical to Virtual(P2V) Virtual to Virtual(V2V)

Image to Virtual(I2V)

データ移行 レプリケーション

Hosting

■dynaCloud V-officeの利用シーンとメリット

デスクトップ
仮想化
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化いつでもどこでも同じデスクトップ環境にアクセス

Citrix XenDesktop/Citrix XenAppを使
用したデスクトップ仮想化サービスです。いつ
でもどこでも、様々なデバイスから同じデスク
トップ環境にアクセスできます。端末側にはア
プリのインストールやデータ保存がされません
ので、モバイルや在宅での業務に情報漏えい
対策ができます。

・社内で統一されたデスクトップ環境の構築を
容易に行えるだけでなく運用、保守、管理
も簡単かつ柔軟にできます。

■特長
インフラ構築

・PCやデバイスにデータを保存しないのでPC紛
失や盗難による情報漏えいの対策に有効です。

セキュリティ

・大規模な初期投資なしでBCP注1対策、セキュ
リティ対策、コンプライアンス対策が行えます。

・SOHOから中堅中小規模の企業でもシンク
ライアントが始められます。

・場所やデバイスを選ばずオンデマンドで使用
できます。

パフォーマンス

注1:BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画

仮想化基盤　 セキュリティ
デバイスにデータが残らない
セキュアなアクセス

　 どこでも
会社・自宅・取引先・・・
どんなデバイスからもアクセス可能

　 データ共有
許可されたユーザーのみ共有
大きなデータもＯＫ
社外にも安全送受信

　 データの保存場所
セキュリティが確保された国内データセンター
災害に強い免震構造と立地条件

スマートフォン

ノートＰＣ
デスクトップＰＣ

タブレット

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

仮想
マシン

デバイス・場所に依存しないデスクトップ環境の提供

V-office
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Office 365 サービス
PCメーカーとしてのノウハウと強みを活かし、導入から運用・コンテンツの制作まで
ワンストップで、かつ迅速なサービスサポートを提供します。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

Office 365
導入・運用
サポート

新しいビジネススタイルを提供するクラウドサービス
東芝グループならではのワンストップサポート

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

Office365導入・運用支援サービス

毎日のビジネスに、業務の起点 東芝ならではの多彩なラインナップ いつでもどこでもオフィスとリンク

オンライン会議

クラウド版
Office

メール
スケジュール管理

情報共有

Exchange

SharePoint

Skype for Business

Office 365 ProPlus

モバイルでオフィスで マルチデバイスで

オールインワンクラウドサービス

Office 365

Office 365は、使い慣れたOfficeアプリケーションの他、ビジネスで必要なメール、情報共有、Web会議など、必要なグループウェア機能をオールインワンで提供するマイク
ロソフトのクラウドサービスです。誰もが場所を気にせず、さまざまなサービスを必要な時だけ、安心、安全に利用できるので、新しいビジネススタイルが実現可能です。東芝ク
ライアントソリューションは、PC・タブレットの導入からOffice 365のライセンス販売・構築・運用サポートまで、お客様のOffice 365導入をワンストップでサポートいたします。

Office 365導入・運用支援サービス
いつでも、どこでも、最新のワークスタイルを提供するクラウドサービスOffice 365と東芝グループならではの充実したサポートを融合。
PCの導入から、運用までOffice 365のワンストップサポート。

●モバイルPCもタブレットも豊富なラインナップ
●PC・タブレット導入と合わせたトータル提案
●キッティングサービス
●データ移行サービス

●LSP（Licensing Solution Partner）として、
EA（Microsoft Enterprise Agreement）契約
でのライセンス販売も可能

Tablet

PC

Office 365 運用支援サービスメニュー Office 365 導入支援サービスメニュー

Office 365の導入にあたり、現在のお客様の環境
をヒアリングし、導入までのスケジュール作成、基本
設計、設定などを支援いたします。

●導入前コンサルティング̃導入ま
での運用設計
●初期設定
●Office 365管理者トレーニング（基本）

基本セットアップ
サービス

Office 365を導入し、管理するために必要な管理者ト
レーニング、また利用者向けに使用方法に関するトレー
ニングメニューを提供いたします。

●Office 365サービス 管理者・
利用者向けトレーニング

導入トレーニング
サービス

Active Directoryや他システムとの連携
お客様の環境に応じ構築
上記以外の作業につきましても、個別お見積にて対応
いたします。

●お客様の個別用件、環境に対
応したカスタマイズ

お客様ごとの
カスタマイズ
サービス

メニュー 対象作業 内容

Office 365 ProPlus 導入支援サービスメニュー

お客様専用のWindowsマスターイメージにOffice 365 ProPlusを組込んだ
マスターイメージを作成、アクティベーション等の検証を行います。

Office 365 ProPlus 
マスター作成支援サービス

お客様にて記入いただいたパラメータシートに基づき、Office 365 ProPlusを使用
するためのテナント作成、アカウント登録、ライセンスの割り当てを行います。

Office 365 ProPlus 
テナント作成サービス

Office 365 ProPlusを組み込んだWindowsマスターイメージをPCにクローニング、PC
の個別設定（コンピュータ名、ネットワーク）、Office 365 ProPlusのアクティベーションを
行い出荷します。お客様側での設定が不要ですので、納入後、すぐにお使いいただけます。

Office 365 ProPlus 
キッティングサービス

メニュー 内容

PC・タブレット導入

運用支援

PC・タブレット導入
Office 365ライセンス購入

Office 365
ライセンス購入・
アドオン導入

Office 365 
ProPlusの
キッティング可能

最適な価格での購入、効率
的なライセンス管理が可能

ご導入後に発生した問題やお悩みについて、管
理者向け、利用者向けのサポート/ヘルプデスク 
サービスをご提供します。
管理者向け :  電話・メールでの問い合わせ、
　　　　　   遠隔サポート対応
利用者向け ： メールでの問い合わせ対応

●管理者向けサポートサービス
●利用者向けヘルプデスクサービス

サポート/
ヘルプデスク 
サービス

メニュー 対象作業 内容

豊富な経験を活かし、Office 365の導入～運用までをパッケージ化してご提供。
お客様の環境やニーズに合わせた導入・運用支援にも柔軟に対応しますので、ご安心ください。

Office 365

ワンストップサポート

導入支援

お問い合わせは TEL:044-246-8670（ダイヤルイン）
Email : si_sales@tjsys.co.jp　http://www.tjsys.co.jp/〒210-8540　川崎市川崎区日進町1番地53（興和川崎東口ビル）

SIソリューション事業部

Notes移行の
総合支援
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化NotesからOffice 365へのワンストップ移行サービスをご提供

Notes® / Office 365®

マイグレーションサービス
Notes掲示板などの情報共有データベースか
らビジネスロジック、ワークフローが組み込ま
れた複雑なデータベースまで、マイクロソフト
プラットフォーム（オンプレミス/クラウドのいず
れか、またはハイブリッド）への移行が可能です。
既存のNotes資産のアセスメントを実施し、お
客様のご要望に合わせて、最適な移行方法の
ご提案、移行計画の立案から移行作業、運用・
保守/改善まで一貫してご支援します。

■特長
ワンストップ移行サービス

・アセスメント（現状分析）から移行計画、移行、
保守改善までを一貫して提供します。

数千NotesDBを短期間でアセスメント

・アセスメントにて移行の難易度ごとにDBを
分類し、短期間で効率よく現状を調査・分
析します。

・経験豊富で多数の実績がある弊社にて支援
させていただき、お客様に最適な環境への
マイグレーションを実現します。

アセスメントによる最適環境へのマイグレーション

・メール/アプリケーションDB/データそれぞ
れの移行に最適なパッケージを活用すること
で、移行コストを大幅に削減します。

ツールによる移行コスト50%削減

■移行プロセス
アセスメントサービス プランニング 環境構築サービス データ移行サービス 運用・保守/改善

■Notes/office365マイグレーションサービスの移行イメージ

Microsoft
Exchange Server 2013Dell Software

for Exchange
Notes Migrator

Dell Software

for SharePoint
Notes Migrator

Unify
Composer

C#,ASP,JavaScript,
Nintex

Microsoft
SharePoint Server 2013

.NET アプリケーション

Active Directory

パッケージによる
クラウド移行
ソリューション

Notes環境 移行先（マイクロソフトプラットフォーム）

オンプレミス クラウド

Notesメール
カレンダー

アプリケーション
DB

低難度

高難度

アドレス帳

カスタマイズ開発

Office 365

メール
スケジュール管理

Exchange
Online

情報共有

SharePoint
Online

PC導入時にWindowsマスターにOffice 365 ProPlusを組み込み、クロー
ニングしてキッティングした上でお客様へ納品しますので導入後すぐにご利用
いただけます。また、東芝PCだけではなく、他社PC、タブレットにも対応します。

Office 365 ProPlus 導入支援サービス

Office 365 ProPlusの組込まれたマスターイメージをクローニングした上で、Office 365 ProPlusのアクティベーションを行います。

Office 365 ProPlus

Windows タブレットWindows PC
クラウド版
Office

マスターのクローニング

キッティング

マスターのクローニング

キッティング
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Office 365 サービス
PCメーカーとしてのノウハウと強みを活かし、導入から運用・コンテンツの制作まで
ワンストップで、かつ迅速なサービスサポートを提供します。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

Office 365
導入・運用
サポート

新しいビジネススタイルを提供するクラウドサービス
東芝グループならではのワンストップサポート

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

Office365導入・運用支援サービス

毎日のビジネスに、業務の起点 東芝ならではの多彩なラインナップ いつでもどこでもオフィスとリンク

オンライン会議

クラウド版
Office

メール
スケジュール管理

情報共有

Exchange

SharePoint

Skype for Business

Office 365 ProPlus

モバイルでオフィスで マルチデバイスで

オールインワンクラウドサービス

Office 365

Office 365は、使い慣れたOfficeアプリケーションの他、ビジネスで必要なメール、情報共有、Web会議など、必要なグループウェア機能をオールインワンで提供するマイク
ロソフトのクラウドサービスです。誰もが場所を気にせず、さまざまなサービスを必要な時だけ、安心、安全に利用できるので、新しいビジネススタイルが実現可能です。東芝ク
ライアントソリューションは、PC・タブレットの導入からOffice 365のライセンス販売・構築・運用サポートまで、お客様のOffice 365導入をワンストップでサポートいたします。

Office 365導入・運用支援サービス
いつでも、どこでも、最新のワークスタイルを提供するクラウドサービスOffice 365と東芝グループならではの充実したサポートを融合。
PCの導入から、運用までOffice 365のワンストップサポート。

●モバイルPCもタブレットも豊富なラインナップ
●PC・タブレット導入と合わせたトータル提案
●キッティングサービス
●データ移行サービス

●LSP（Licensing Solution Partner）として、
EA（Microsoft Enterprise Agreement）契約
でのライセンス販売も可能

Tablet

PC

Office 365 運用支援サービスメニュー Office 365 導入支援サービスメニュー

Office 365の導入にあたり、現在のお客様の環境
をヒアリングし、導入までのスケジュール作成、基本
設計、設定などを支援いたします。

●導入前コンサルティング̃導入ま
での運用設計
●初期設定
●Office 365管理者トレーニング（基本）

基本セットアップ
サービス

Office 365を導入し、管理するために必要な管理者ト
レーニング、また利用者向けに使用方法に関するトレー
ニングメニューを提供いたします。

●Office 365サービス 管理者・
利用者向けトレーニング

導入トレーニング
サービス

Active Directoryや他システムとの連携
お客様の環境に応じ構築
上記以外の作業につきましても、個別お見積にて対応
いたします。

●お客様の個別用件、環境に対
応したカスタマイズ

お客様ごとの
カスタマイズ
サービス

メニュー 対象作業 内容

Office 365 ProPlus 導入支援サービスメニュー

お客様専用のWindowsマスターイメージにOffice 365 ProPlusを組込んだ
マスターイメージを作成、アクティベーション等の検証を行います。

Office 365 ProPlus 
マスター作成支援サービス

お客様にて記入いただいたパラメータシートに基づき、Office 365 ProPlusを使用
するためのテナント作成、アカウント登録、ライセンスの割り当てを行います。

Office 365 ProPlus 
テナント作成サービス

Office 365 ProPlusを組み込んだWindowsマスターイメージをPCにクローニング、PC
の個別設定（コンピュータ名、ネットワーク）、Office 365 ProPlusのアクティベーションを
行い出荷します。お客様側での設定が不要ですので、納入後、すぐにお使いいただけます。

Office 365 ProPlus 
キッティングサービス

メニュー 内容

PC・タブレット導入

運用支援

PC・タブレット導入
Office 365ライセンス購入

Office 365
ライセンス購入・
アドオン導入

Office 365 
ProPlusの
キッティング可能

最適な価格での購入、効率
的なライセンス管理が可能

ご導入後に発生した問題やお悩みについて、管
理者向け、利用者向けのサポート/ヘルプデスク 
サービスをご提供します。
管理者向け :  電話・メールでの問い合わせ、
　　　　　   遠隔サポート対応
利用者向け ： メールでの問い合わせ対応

●管理者向けサポートサービス
●利用者向けヘルプデスクサービス

サポート/
ヘルプデスク 
サービス

メニュー 対象作業 内容

豊富な経験を活かし、Office 365の導入～運用までをパッケージ化してご提供。
お客様の環境やニーズに合わせた導入・運用支援にも柔軟に対応しますので、ご安心ください。

Office 365

ワンストップサポート

導入支援

お問い合わせは TEL:044-246-8670（ダイヤルイン）
Email : si_sales@tjsys.co.jp　http://www.tjsys.co.jp/〒210-8540　川崎市川崎区日進町1番地53（興和川崎東口ビル）

SIソリューション事業部

Notes移行の
総合支援
サービス対

応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化NotesからOffice 365へのワンストップ移行サービスをご提供

Notes® / Office 365®

マイグレーションサービス
Notes掲示板などの情報共有データベースか
らビジネスロジック、ワークフローが組み込ま
れた複雑なデータベースまで、マイクロソフト
プラットフォーム（オンプレミス/クラウドのいず
れか、またはハイブリッド）への移行が可能です。
既存のNotes資産のアセスメントを実施し、お
客様のご要望に合わせて、最適な移行方法の
ご提案、移行計画の立案から移行作業、運用・
保守/改善まで一貫してご支援します。

■特長
ワンストップ移行サービス

・アセスメント（現状分析）から移行計画、移行、
保守改善までを一貫して提供します。

数千NotesDBを短期間でアセスメント

・アセスメントにて移行の難易度ごとにDBを
分類し、短期間で効率よく現状を調査・分
析します。

・経験豊富で多数の実績がある弊社にて支援
させていただき、お客様に最適な環境への
マイグレーションを実現します。

アセスメントによる最適環境へのマイグレーション

・メール/アプリケーションDB/データそれぞ
れの移行に最適なパッケージを活用すること
で、移行コストを大幅に削減します。

ツールによる移行コスト50%削減

■移行プロセス
アセスメントサービス プランニング 環境構築サービス データ移行サービス 運用・保守/改善

■Notes/office365マイグレーションサービスの移行イメージ

Microsoft
Exchange Server 2013Dell Software

for Exchange
Notes Migrator

Dell Software

for SharePoint
Notes Migrator

Unify
Composer

C#,ASP,JavaScript,
Nintex

Microsoft
SharePoint Server 2013

.NET アプリケーション

Active Directory

パッケージによる
クラウド移行
ソリューション

Notes環境 移行先（マイクロソフトプラットフォーム）

オンプレミス クラウド

Notesメール
カレンダー

アプリケーション
DB

低難度

高難度

アドレス帳

カスタマイズ開発

Office 365

メール
スケジュール管理

Exchange
Online

情報共有

SharePoint
Online

PC導入時にWindowsマスターにOffice 365 ProPlusを組み込み、クロー
ニングしてキッティングした上でお客様へ納品しますので導入後すぐにご利用
いただけます。また、東芝PCだけではなく、他社PC、タブレットにも対応します。

Office 365 ProPlus 導入支援サービス

Office 365 ProPlusの組込まれたマスターイメージをクローニングした上で、Office 365 ProPlusのアクティベーションを行います。

Office 365 ProPlus

Windows タブレットWindows PC
クラウド版
Office

マスターのクローニング

キッティング

マスターのクローニング

キッティング



ITILの各プロセスを活用すること
により、ITサービス管理業務を効
率化します。
また、プロセスを円滑に進めるた
めの機能も備わっています。

ITIL v3ベースの運用管理ソリューション

強力なレポート

承認
ステータス変更時などに承認フロー
を実施します
代理承認、メールでの承認も可能です

通知
新規登録時やステータス変更時に
ユーザーに通知します
通知はメール送信もできます

期日
対応期日などをカレンダーに登録します
登録した日付になると、アラートが
表示されます

プロセスは、部分的に導入することが可能です。

CMDB

イベント
管理

インシデント
管理

問題
管理

変更
管理

リリース
管理

構成
管理

相見積・
リバース
オークション
サービス

物品・役務等の調達コスト削減と業務効率化を実現
相見積・リバースオークションサービス

文書共有
サービス

クラウド
対応型
勤怠管理

クラウド対応
ITサービス
管理

対
応
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る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化
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PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化
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PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化

対
応

「
で
き
る
」

PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化 クラウド対応型 勤怠管理
タイムカード集計から解放、膨大な集計作業を自動計算 総労働時間、残業管理、代休管理も一元管理

クラウドでインシデント管理、問題管理、変更管理などのITIL v3に沿った運用管理プロセスを提供統合型ERPソリューションと連動したセキュアな文書共有サービス

2120

取引先との価格交渉業務を支援するクラウド
サービスです。買う側が売る側を選定するリ
バースオークション(競り下げ方式オークション)
や、複数の取引先に同条件で見積もりを提出し
てもらい、比較する相見積もりを活用した価格
交渉により、調達コストを最適化し、コスト削減
につなぎます。また、インターネットを活用した
取引先とのコミュニケーションから取引先選定
までのプロセスを一元的に管理することで、調
達・購買業務の見える化と効率化を実現します。

・操作画面は日本語、英語、中国語から選択
可能です。グローバルの各拠点でもご利用
頂けます。（英語、中国語はオプション）

多言語対応

・インターネット環境とブラウザーがあれば短
期間で導入可能。月額利用料のみなので、
設備投資は不要です。操作はブラウザーの
みで、オークションデータはダウンロード可
能です。(レポート機能はオプション)

■特長
導入のしやすさと使いやすい操作性

・入札状況の公開/非公開、案件と利用者を
カテゴリ別に管理する機能、入札者ごとの
ファーストビッドを指定可能です。

豊富な機能

・流通業界における新店舗拡張時の物品調達
やオフィス用品の調達など、豊富な導入実
績があります。

豊富な導入実績によるスピーディな対応

仕入先との発注・仕入等商取引情報を、煩雑な事
務処理を行うことなく効率的に、且つ外部に漏ら
すことなく企業間で安全に共有します。
また、図面や帳票等の配布ファイルを、2種類の
セキュリティ保護方式（自動暗号化とワンタイム
パスワード発行/DRMによるファイル暗号化）に
より、情報の二次漏えいを防ぐことができます。
世界で19,500社以上のユーザーに利用されて
いるMicrosoft Dynamics AX と連動し、注文・
納品・受入状況を一元管理することにより、取引業
務の効率化・省力化・スピードアップを図ります。

■dynaCloud EDI-Portal for Microsoft Dynamics AXのサービスご利用イメージ

■DRM※によるファイル暗号化の特長 ■dynaCloud EDI-Portal for Microsoft Dynamics AXの構成

打刻されたデータが自動で集計されるので、タ
イムカードの集計から解放されます。
総労働時間をはじめ残業時間、深夜勤務時間、
休日労働時間を個別に把握できるだけでなく、
変形労働制度、36協定への対応など、複雑な
処理にも対応しています。
入力はPC、FeliCaカードによる打刻、スマート
フォン（予定）など用途に応じた入力機器が対
応できます。

サービスデスク機能を中心としたITサービス
全体をクラウド上で適切に管理する仕組みで
す。情報共有、進捗管理、レポート作成などIT
サービス管理として十分な機能と柔軟性を備
えており、サービスデスクの改善などの運用改
善に役立ちます。
本サービスはITIL（Information Technol-
ogy Infrastructure Library）プロセスに準
拠しており、導入によってサービスのライフサ
イクルを標準化することができます。
また、クラウドで運用するため、サーバー構築
不要で、すぐに利用を開始できます。試験的に
導入・評価して拡大適用する方法も可能です。

レポートやダッシュボードで、蓄積された情報を
可視化・分析します。

勤怠Naviは勤怠をクラウドで一元管理。面倒
な集計作業は一切ありません。
PCから簡単に時刻を入力でき、必要な情報
を欲しい時に出力できます。

■特長
タイムカードの集計が不要

・サーバーの費用は必要ありません。初期費用
は0円です。ブラウザー対応なので特別なソ
フトをインストールする必要もありません。

クラウドだから低コストで簡単

・従業員画面も管理者画面もシンプル設計、
操作のミスを軽減できます。

簡単でわかりやすい画面設計

・リアルタイムに管理ができるので勤務時間を
的確に把握できます。

・労働基準に準拠した残業管理・休暇管理を
確認できます。

36協定支援機能

■dynaCloud 勤怠Naviの利用シーン

バイヤー

A社14：05 ¥1,100,000

B社14：15 ¥1,000,000

C社14：18 ¥900,000

A社14：30 ¥850,000

B社14：40 ¥800,000

C社14：58 ¥780,000

C社落札価格 ¥780,000

削減調達コスト ¥420,000

サプライヤー

案件登録

入札状況確認

落札・調達

案件:店舗用冷蔵ショーケース25台　　　開始価格 ¥1,200,000　　　入札時間：14:00～15:00

開始時間　14:00

終了時間　15:00

A社

B社

C社

Auction

■リバースオークション開催イメージ
リバースオークション(競り下げ方式オークション)とはバイヤー(買い手)が条件などを提示し、これに対して複数のサプライヤー
(売り手)が入札を行い、競争しながら価格を下げていき、最も優位な金額を提示したサプライヤーを選ぶ方式です。

コスト削減 サプライヤー選定の公平性・透明性確保 調達業務の見える化

3つのメリット

1時間開催で
3,400万円削減

実施前 1.62億円

実施後 1.28億円

大手小売店による店舗改修工事の一例
5社参加 リバースオークション開催時間 1時間

仕入先 外部発注元 インターネット
ブラウザ

Microsoft
Dynamics AX

商取引情報 帳票図面

帳票

商取引情報

A社

dynaCloud EDI-Portal
for Microsoft Dynamics AX

図面

B社
商取引情報

帳票

C社
商取引情報

追跡 消去
基幹システムと連携し、
商取引情報を交換

図面や帳票等の
配布ファイルを
暗号化

ZIP
暗号化

DRMDRM

・入力に矛盾があると警告メッセージが表示さ
れます。

初期費用

0円

サーバの必要なし

0時間

リアルタイム集計だから

集計時間

円

たったの……

一人月額

(税別)
300

Microsoft Dynamics AXと連携し、発注・仕入等
の商取引情報を取引先と簡単・安全に交換します。

商取引情報の交換
【基本サービス】

配布ファイルに対し自動で暗号化を施し、同時に暗号を解除するため
のパスワードを発行します。ユーザーはファイルを入手してもパスワ
ードが無ければ閲覧・編集することができません。

基本サービス+ ファイルセキュリティ
【自動暗号化とワンタイムパスワード発行】ZIP

暗号化

あらかじめDRMで権限を設定することにより、配布ファイルの閲覧・
編集可能なユーザー等を限定することができます。ユーザーはファイ
ルを入手しても権限が無ければ閲覧・編集することができません。

基本サービス+ ファイルセキュリティ
【DRMによるファイル暗号化】DRM

守る
□ パスワードレス
□ 開封者指定
□ 期間・回数指定
□ 印刷・編集制御
□ 不正時自動削除
□ 印刷透かし設定

追跡する
□ アクセスログ確認
□ 不正閲覧検知
□ 操作ログ確認

あとから
消せる

□ リモートファイル削除
□ リモート権限変更

EDI-Portal
for Microsoft Dynamics AX

DRM

入力画面はタイムカード
そのもの。入力は直観的で
操作に迷う心配はありま
せん。また、共有でPCを利
用されている担当者への
入力支援としてFe l iCa
カード打刻による入力もオ
プションで用意しています。
承認は日々の承認から月
次での一括承認も可能、
勤怠時間・休日の管理が
随時確認できます。

FeliC
a

一般社員向け機能

管理者承認 総務担当
●勤務状況一覧
●勤務承認
●承認差戻し

●承認状況一覧
●月間勤務一覧
●年間勤務一覧

●月間勤務表
●月間残業・休暇管理
●給与システム連動

営業・スタッフ 担当者入力
●PCからの勤務時刻入力
●FeliCaカードからの打刻も可能（オプション）
●PCからの休暇申請

共用PC利用 担当者入力
●FeliCaカードからの打刻も可能（オプション）
●PCからの勤務時刻入力も可能
●PCからの休暇申請

モバイル入力（リリース予定）
●スマートフォン・タブレット入力

管理者向け機能

勤怠Navi

勤務状況一覧

勤務承認入力

承認状況一覧

月間勤務一覧

年間勤務一覧

月間勤務表

セルフサービスポータル

インシデント管理 問題管理

イベント管理 FAQ管理

変更管理 リリース管理

構成管理

クラウド上のDBにすべての管理情報を一元管理

コミュニケーション機能
（Chatter）

レポート／ダッシュボード

CSVエクスポート

※セルフサービスポータルの利用は別途オプション契約が必要です。

(※)

CSVインポート

サービスデスク

監視ツール

顧客

各担当アラート

■LMIS on cloudのご利用イメージ

東芝グループクラウドサービス＆サポート
dynaCloudは東芝グループに拡がるオールインワンクラウドサービスです。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

〒210-8540　川崎市川崎区日進町1番地53（興和川崎東口ビル）
TEL:044-246-8670（ダイヤルイン）
Email : si_sales@tjsys.co.jp       http://www.tjsys.co.jp/

お問い合わせは SIソリューション事業部

Auction 勤怠Navi

EDI-Portal
for Microsoft Dynamics® AX

LMIS on cloud

■特長

※DRM （Digital Rights Management）
デジタルデータの著作権を保護し、その利用や複製を制御・
制限する技術の総称。
DRM暗号化されたファイルを閲覧する場合は、当社が指定
するツール　　　　　 　をPCにインストールする必要が
あります。
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また、プロセスを円滑に進めるた
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ITIL v3ベースの運用管理ソリューション

強力なレポート

承認
ステータス変更時などに承認フロー
を実施します
代理承認、メールでの承認も可能です

通知
新規登録時やステータス変更時に
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通知はメール送信もできます
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PC タブレット サーバー BCP 節電 コストダウン セキュリティ業務効率化 クラウド対応型 勤怠管理
タイムカード集計から解放、膨大な集計作業を自動計算 総労働時間、残業管理、代休管理も一元管理

クラウドでインシデント管理、問題管理、変更管理などのITIL v3に沿った運用管理プロセスを提供統合型ERPソリューションと連動したセキュアな文書共有サービス

2120

取引先との価格交渉業務を支援するクラウド
サービスです。買う側が売る側を選定するリ
バースオークション(競り下げ方式オークション)
や、複数の取引先に同条件で見積もりを提出し
てもらい、比較する相見積もりを活用した価格
交渉により、調達コストを最適化し、コスト削減
につなぎます。また、インターネットを活用した
取引先とのコミュニケーションから取引先選定
までのプロセスを一元的に管理することで、調
達・購買業務の見える化と効率化を実現します。

・操作画面は日本語、英語、中国語から選択
可能です。グローバルの各拠点でもご利用
頂けます。（英語、中国語はオプション）

多言語対応

・インターネット環境とブラウザーがあれば短
期間で導入可能。月額利用料のみなので、
設備投資は不要です。操作はブラウザーの
みで、オークションデータはダウンロード可
能です。(レポート機能はオプション)

■特長
導入のしやすさと使いやすい操作性

・入札状況の公開/非公開、案件と利用者を
カテゴリ別に管理する機能、入札者ごとの
ファーストビッドを指定可能です。

豊富な機能

・流通業界における新店舗拡張時の物品調達
やオフィス用品の調達など、豊富な導入実
績があります。

豊富な導入実績によるスピーディな対応

仕入先との発注・仕入等商取引情報を、煩雑な事
務処理を行うことなく効率的に、且つ外部に漏ら
すことなく企業間で安全に共有します。
また、図面や帳票等の配布ファイルを、2種類の
セキュリティ保護方式（自動暗号化とワンタイム
パスワード発行/DRMによるファイル暗号化）に
より、情報の二次漏えいを防ぐことができます。
世界で19,500社以上のユーザーに利用されて
いるMicrosoft Dynamics AX と連動し、注文・
納品・受入状況を一元管理することにより、取引業
務の効率化・省力化・スピードアップを図ります。

■dynaCloud EDI-Portal for Microsoft Dynamics AXのサービスご利用イメージ

■DRM※によるファイル暗号化の特長 ■dynaCloud EDI-Portal for Microsoft Dynamics AXの構成

打刻されたデータが自動で集計されるので、タ
イムカードの集計から解放されます。
総労働時間をはじめ残業時間、深夜勤務時間、
休日労働時間を個別に把握できるだけでなく、
変形労働制度、36協定への対応など、複雑な
処理にも対応しています。
入力はPC、FeliCaカードによる打刻、スマート
フォン（予定）など用途に応じた入力機器が対
応できます。

サービスデスク機能を中心としたITサービス
全体をクラウド上で適切に管理する仕組みで
す。情報共有、進捗管理、レポート作成などIT
サービス管理として十分な機能と柔軟性を備
えており、サービスデスクの改善などの運用改
善に役立ちます。
本サービスはITIL（Information Technol-
ogy Infrastructure Library）プロセスに準
拠しており、導入によってサービスのライフサ
イクルを標準化することができます。
また、クラウドで運用するため、サーバー構築
不要で、すぐに利用を開始できます。試験的に
導入・評価して拡大適用する方法も可能です。

レポートやダッシュボードで、蓄積された情報を
可視化・分析します。

勤怠Naviは勤怠をクラウドで一元管理。面倒
な集計作業は一切ありません。
PCから簡単に時刻を入力でき、必要な情報
を欲しい時に出力できます。

■特長
タイムカードの集計が不要

・サーバーの費用は必要ありません。初期費用
は0円です。ブラウザー対応なので特別なソ
フトをインストールする必要もありません。

クラウドだから低コストで簡単

・従業員画面も管理者画面もシンプル設計、
操作のミスを軽減できます。

簡単でわかりやすい画面設計

・リアルタイムに管理ができるので勤務時間を
的確に把握できます。

・労働基準に準拠した残業管理・休暇管理を
確認できます。

36協定支援機能

■dynaCloud 勤怠Naviの利用シーン

バイヤー

A社14：05 ¥1,100,000

B社14：15 ¥1,000,000

C社14：18 ¥900,000

A社14：30 ¥850,000

B社14：40 ¥800,000

C社14：58 ¥780,000

C社落札価格 ¥780,000

削減調達コスト ¥420,000

サプライヤー

案件登録

入札状況確認

落札・調達

案件:店舗用冷蔵ショーケース25台　　　開始価格 ¥1,200,000　　　入札時間：14:00～15:00

開始時間　14:00

終了時間　15:00

A社

B社

C社

Auction

■リバースオークション開催イメージ
リバースオークション(競り下げ方式オークション)とはバイヤー(買い手)が条件などを提示し、これに対して複数のサプライヤー
(売り手)が入札を行い、競争しながら価格を下げていき、最も優位な金額を提示したサプライヤーを選ぶ方式です。

コスト削減 サプライヤー選定の公平性・透明性確保 調達業務の見える化

3つのメリット

1時間開催で
3,400万円削減

実施前 1.62億円

実施後 1.28億円

大手小売店による店舗改修工事の一例
5社参加 リバースオークション開催時間 1時間

仕入先 外部発注元 インターネット
ブラウザ

Microsoft
Dynamics AX

商取引情報 帳票図面

帳票

商取引情報

A社

dynaCloud EDI-Portal
for Microsoft Dynamics AX

図面

B社
商取引情報

帳票

C社
商取引情報

追跡 消去
基幹システムと連携し、
商取引情報を交換

図面や帳票等の
配布ファイルを
暗号化

ZIP
暗号化

DRMDRM

・入力に矛盾があると警告メッセージが表示さ
れます。

初期費用

0円

サーバの必要なし

0時間

リアルタイム集計だから

集計時間

円

たったの……

一人月額

(税別)
300

Microsoft Dynamics AXと連携し、発注・仕入等
の商取引情報を取引先と簡単・安全に交換します。

商取引情報の交換
【基本サービス】

配布ファイルに対し自動で暗号化を施し、同時に暗号を解除するため
のパスワードを発行します。ユーザーはファイルを入手してもパスワ
ードが無ければ閲覧・編集することができません。

基本サービス+ ファイルセキュリティ
【自動暗号化とワンタイムパスワード発行】ZIP

暗号化

あらかじめDRMで権限を設定することにより、配布ファイルの閲覧・
編集可能なユーザー等を限定することができます。ユーザーはファイ
ルを入手しても権限が無ければ閲覧・編集することができません。

基本サービス+ ファイルセキュリティ
【DRMによるファイル暗号化】DRM

守る
□ パスワードレス
□ 開封者指定
□ 期間・回数指定
□ 印刷・編集制御
□ 不正時自動削除
□ 印刷透かし設定

追跡する
□ アクセスログ確認
□ 不正閲覧検知
□ 操作ログ確認

あとから
消せる

□ リモートファイル削除
□ リモート権限変更

EDI-Portal
for Microsoft Dynamics AX

DRM

入力画面はタイムカード
そのもの。入力は直観的で
操作に迷う心配はありま
せん。また、共有でPCを利
用されている担当者への
入力支援としてFe l iCa
カード打刻による入力もオ
プションで用意しています。
承認は日々の承認から月
次での一括承認も可能、
勤怠時間・休日の管理が
随時確認できます。

FeliC
a

一般社員向け機能

管理者承認 総務担当
●勤務状況一覧
●勤務承認
●承認差戻し

●承認状況一覧
●月間勤務一覧
●年間勤務一覧

●月間勤務表
●月間残業・休暇管理
●給与システム連動

営業・スタッフ 担当者入力
●PCからの勤務時刻入力
●FeliCaカードからの打刻も可能（オプション）
●PCからの休暇申請

共用PC利用 担当者入力
●FeliCaカードからの打刻も可能（オプション）
●PCからの勤務時刻入力も可能
●PCからの休暇申請

モバイル入力（リリース予定）
●スマートフォン・タブレット入力

管理者向け機能

勤怠Navi

勤務状況一覧

勤務承認入力

承認状況一覧

月間勤務一覧

年間勤務一覧

月間勤務表

セルフサービスポータル

インシデント管理 問題管理

イベント管理 FAQ管理

変更管理 リリース管理

構成管理

クラウド上のDBにすべての管理情報を一元管理

コミュニケーション機能
（Chatter）

レポート／ダッシュボード

CSVエクスポート

※セルフサービスポータルの利用は別途オプション契約が必要です。

(※)

CSVインポート

サービスデスク

監視ツール

顧客

各担当アラート

■LMIS on cloudのご利用イメージ

東芝グループクラウドサービス＆サポート
dynaCloudは東芝グループに拡がるオールインワンクラウドサービスです。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

〒210-8540　川崎市川崎区日進町1番地53（興和川崎東口ビル）
TEL:044-246-8670（ダイヤルイン）
Email : si_sales@tjsys.co.jp       http://www.tjsys.co.jp/

お問い合わせは SIソリューション事業部

Auction 勤怠Navi

EDI-Portal
for Microsoft Dynamics® AX

LMIS on cloud

■特長

※DRM （Digital Rights Management）
デジタルデータの著作権を保護し、その利用や複製を制御・
制限する技術の総称。
DRM暗号化されたファイルを閲覧する場合は、当社が指定
するツール　　　　　 　をPCにインストールする必要が
あります。
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サイバーセキュリティ対策とITシステムの変更管理を実現

2322

導入企業34,000社突破!  
（2014年6月メーカー調べ）

マルチデバイス化するオフィスの
IT資産を一括管理
PC（Windows/Mac）、スマートデバイス
（Android/iOS）、プリンター（MFP/LP）等の
IT資産を一元管理。
クラウドサービスの利用でサーバー購入と管
理が不要になり、迅速・低コストでの導入・運用
が可能です。
dynaCloud iSMは、忙しい情報システム担当
者に代わってIT資産の管理とセキュリティ対策
を実現します。

・PCやスマートフォン・タブレット等のモバイ
ル端末、サーバーやプリンター等、多岐に
わたるIT資産の一元管理を実現します。

■特長
IT資産を一元管理

セキュリティの自動管理

・MAM機能（モバイルアプリケーション管理）
により、セキュリティ診断でNGと検知され
た端末情報の一覧をレポート、端末に対す
るアプリケーション起動制御やアプリケー
ション削除等が行えます。・日本語、中国語、英語の多言語に対応して

海外拠点対応

モバイルアプリケーション管理

国内1,000サイト以上の導入実績を持
つTripwire製品からEnterprise
版をクラウド化し、セキュリティ強化対
策と変更管理を効率的に実現
dynaCloud 改ざん検知 plus は、IT システ
ムに発生したあらゆる変更を検知・評価・レ
ポートするソフトウェアです。
外部からのWebサイト改ざんやマルウェアに
よる攻撃、内部からの不正な操作やオペレー
ションミスによる変更を検知し、早期復旧をサ
ポートする情報資産保護ソリューションです。

■改ざん検知サービスご利用イメージ

・誤動作やシステム停止を招く機器の設定ミス、
ファイル消失など誤ったシステム変更を監
視・監査し、作業の完全性を担保します。

システム変更作業の完全性を担保

・ウェブサイト改ざんへの対策として「改ざん
の早期発見」が挙げられており、Tripwire
等のソフトウェア活用が明記されています。

信頼と実績

■選ばれる理由
標的型攻撃から迅速に改ざんを検知

・Webコンテンツ等の改ざんをいち早く検知
し、迅速な対応を促すことで、被害の拡散
を防ぎます。サーバーのシステムファイル
（レジストリ）の改ざんも検知可能です。

企業資産である重要ファイルを取引先と共有
するとき、どのような方法をとっていますか?パ
スワードロック、メール、USB等の運用が担当
者まかせになっていませんか。
dynaCloud FileSecurityは、取引情報、技術
情報などの企業資産である重要ファイルを情
報漏えいリスクから守り、取引先との安全な情
報共有を実現します。
クラウドサービスの利用で、サーバー管理が不
要、迅速・低コストの導入・運用が可能です。
即日導入で、明日からあなたの資産を守ります。

・暗号化ファイルを作成する時に相手を指定し
て権限を設定するだけ、ドラッグ&ドロップ
するだけの暗号化フォルダも設定できます。
閲覧者はファイルクリックするだけです。

■特長
ファイルの受け渡しはパスワードレス

・印刷した文書に透かしを挿入することで、紙
媒体の取扱いに関するユーザのセキュリティ
意識を高めます。

印刷文書からの漏えいリスクも軽減 

■dynaCloud FileSecurity powered by Final Codeの利用シーン

・セキュリティ辞書を用いたセキュリティ自動
管理により、自動的に脆弱性診断を行い、
結果レポートはもちろん、IT資産におけるア
プリケーションの起動制御や自動削除等、高
いセキュリティ対策を実現します。

いるため、海外現地におけるIT資産の管理
も容易に実現することができます。

システムの正しい状態を「ベースライン」として保持し、改ざんや誤操作により発生したファイルの追
加・削除・変更を「ベースライン」と比較。変更点をサーバーの管理者にいち早く通知することで、すば
やく次のアクションを起こすことができます。

改ざん検知plus
powered by Tripwire

A社 サーバー

Web メール DNS

B社 サーバー

Web メール DNS

外部からの攻撃

攻撃による改ざんを検知

B社 サーバー管理者

アラームを
メールで通知

ほとんどのファイル形式に対応

・グローバルで標準的に使われている主要なアプ
リケーションを検証、継続的に閲覧リスト追加
しています。CADファイルや、スマートフォン
専用アプリでのPDF閲覧にも対応しています。

ファイル権限情報

流出しても
読み取り不可能

あとから
消去可能配布元（Clientで設定） 配布先（Viewerで閲覧）

権限設定 アクセス許可

●配布先　●配布元　●ファイル操作制御
●ユーザー認証　●アクセスログ　●操作ログ

※ファイル自体は格納されません

ファイルの配布

複号化暗号化

閲覧許可ユーザー
閲覧許可回数
違反操作時
元ファイルへの変換
上書き保存
コピー・ペースト/キャプチャ
印刷

：abc@XXX.com
：3回
：リモート削除
：不許可
：不許可
：不許可
：許可

FileSecurity
powered by

配布ファイルの権限情報

指定した人やグループしか閲覧できず、
アクセス履歴が完全に追えて
いざとなれば、あとからでも   「消せる」
ファイルセキュリティ

●パスワードレス
●開封者指定
●期間・回数指定

●印刷・編集制御
●不正時自動削除
●印刷透かし設定

ファイルを守る

●アクセスログ ●操作ログ ●不正閲覧検知

ファイルを追跡する

●リモートで権限変更 ●リモートでファイル消去

渡したファイルを
あとから消せる

特許
技術

iSM FileSecurity
powered by

東芝グループクラウドサービス＆サポート
dynaCloudは東芝グループに拡がるオールインワンクラウドサービスです。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

〒210-8540　川崎市川崎区日進町1番地53（興和川崎東口ビル）
TEL:044-246-8670（ダイヤルイン）
Email : si_sales@tjsys.co.jp       http://www.tjsys.co.jp/

お問い合わせは SIソリューション事業部

powered by Tripwire

powered by ISM CloudOne
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マルチデバイス化するオフィスの
IT資産を一括管理
PC（Windows/Mac）、スマートデバイス
（Android/iOS）、プリンター（MFP/LP）等の
IT資産を一元管理。
クラウドサービスの利用でサーバー購入と管
理が不要になり、迅速・低コストでの導入・運用
が可能です。
dynaCloud iSMは、忙しい情報システム担当
者に代わってIT資産の管理とセキュリティ対策
を実現します。

・PCやスマートフォン・タブレット等のモバイ
ル端末、サーバーやプリンター等、多岐に
わたるIT資産の一元管理を実現します。

■特長
IT資産を一元管理

セキュリティの自動管理

・MAM機能（モバイルアプリケーション管理）
により、セキュリティ診断でNGと検知され
た端末情報の一覧をレポート、端末に対す
るアプリケーション起動制御やアプリケー
ション削除等が行えます。・日本語、中国語、英語の多言語に対応して

海外拠点対応

モバイルアプリケーション管理

国内1,000サイト以上の導入実績を持
つTripwire製品からEnterprise
版をクラウド化し、セキュリティ強化対
策と変更管理を効率的に実現
dynaCloud 改ざん検知 plus は、IT システ
ムに発生したあらゆる変更を検知・評価・レ
ポートするソフトウェアです。
外部からのWebサイト改ざんやマルウェアに
よる攻撃、内部からの不正な操作やオペレー
ションミスによる変更を検知し、早期復旧をサ
ポートする情報資産保護ソリューションです。

■改ざん検知サービスご利用イメージ

・誤動作やシステム停止を招く機器の設定ミス、
ファイル消失など誤ったシステム変更を監
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システム変更作業の完全性を担保

・ウェブサイト改ざんへの対策として「改ざん
の早期発見」が挙げられており、Tripwire
等のソフトウェア活用が明記されています。

信頼と実績
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企業資産である重要ファイルを取引先と共有
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スワードロック、メール、USB等の運用が担当
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要、迅速・低コストの導入・運用が可能です。
即日導入で、明日からあなたの資産を守ります。

・暗号化ファイルを作成する時に相手を指定し
て権限を設定するだけ、ドラッグ&ドロップ
するだけの暗号化フォルダも設定できます。
閲覧者はファイルクリックするだけです。

■特長
ファイルの受け渡しはパスワードレス

・印刷した文書に透かしを挿入することで、紙
媒体の取扱いに関するユーザのセキュリティ
意識を高めます。

印刷文書からの漏えいリスクも軽減 

■dynaCloud FileSecurity powered by Final Codeの利用シーン

・セキュリティ辞書を用いたセキュリティ自動
管理により、自動的に脆弱性診断を行い、
結果レポートはもちろん、IT資産におけるア
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いセキュリティ対策を実現します。

いるため、海外現地におけるIT資産の管理
も容易に実現することができます。

システムの正しい状態を「ベースライン」として保持し、改ざんや誤操作により発生したファイルの追
加・削除・変更を「ベースライン」と比較。変更点をサーバーの管理者にいち早く通知することで、すば
やく次のアクションを起こすことができます。

改ざん検知plus
powered by Tripwire

A社 サーバー

Web メール DNS

B社 サーバー

Web メール DNS

外部からの攻撃

攻撃による改ざんを検知

B社 サーバー管理者

アラームを
メールで通知

ほとんどのファイル形式に対応

・グローバルで標準的に使われている主要なアプ
リケーションを検証、継続的に閲覧リスト追加
しています。CADファイルや、スマートフォン
専用アプリでのPDF閲覧にも対応しています。

ファイル権限情報

流出しても
読み取り不可能

あとから
消去可能配布元（Clientで設定） 配布先（Viewerで閲覧）

権限設定 アクセス許可

●配布先　●配布元　●ファイル操作制御
●ユーザー認証　●アクセスログ　●操作ログ

※ファイル自体は格納されません

ファイルの配布

複号化暗号化

閲覧許可ユーザー
閲覧許可回数
違反操作時
元ファイルへの変換
上書き保存
コピー・ペースト/キャプチャ
印刷

：abc@XXX.com
：3回
：リモート削除
：不許可
：不許可
：不許可
：許可

FileSecurity
powered by

配布ファイルの権限情報

指定した人やグループしか閲覧できず、
アクセス履歴が完全に追えて
いざとなれば、あとからでも   「消せる」
ファイルセキュリティ

●パスワードレス
●開封者指定
●期間・回数指定

●印刷・編集制御
●不正時自動削除
●印刷透かし設定

ファイルを守る

●アクセスログ ●操作ログ ●不正閲覧検知

ファイルを追跡する

●リモートで権限変更 ●リモートでファイル消去

渡したファイルを
あとから消せる

特許
技術

iSM FileSecurity
powered by

東芝グループクラウドサービス＆サポート
dynaCloudは東芝グループに拡がるオールインワンクラウドサービスです。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

〒210-8540　川崎市川崎区日進町1番地53（興和川崎東口ビル）
TEL:044-246-8670（ダイヤルイン）
Email : si_sales@tjsys.co.jp       http://www.tjsys.co.jp/

お問い合わせは SIソリューション事業部

powered by Tripwire

powered by ISM CloudOne



クライアントソリューションMAP
東芝クライアントソリューションは、ワンストップITサポートカンパニーとして、PC&スマートデバイスのLCM（ライフサイクルマネジメント）サー   ビスと
統合資産管理サービスを連携し、ITソリューションと統合的に結びつけることにより、お客様に最大の価値を提供します。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

ダイナクラウド

お客様

オンプレミスソリューション

ご依頼情報

出荷/回収/変更

組織/部署/利用者

キッティング内容

作業進捗情報

作業日付

機器情報

変更情報（履歴）

情報取り込み

組織情報取込み

社員情報取込み

（履歴）→変更情報

①導入②展開・設置③運用

⑤IT資産管理

⑥MDM機能

⑦アプリ配信・削除

⑧パッチ強制適用

⑨アンチウィルス適用監視

⑩セキュリティ診断

⑪海外拠点デバイス管理
④LCMシステムから情報反映

⑫保守⑬撤去・更新

■新規配布～回収・在庫・廃棄までワンストップ
■マルチデバイス、マルチOS対応
■PC・モバイルの設定・修理履歴を見える化

■モバイル含めたIT資産を一元管理
■仮想デスクトップ環境も物理環境もまとめて管理
■自動セキュリティ診断

デ
ー
タ
連
携

①キャパシティ設計
②VDI構築
②運用サポート

①構築支援
②運用支援

①認証装置据付け
②LAN工事
③設定作業

①監視カメラ据付け
②LAN工事
③サーバー構築

①アセスメント支援
②LAN工事
③構築支援  ④運用支援

TCS
モバイル

組織ツリー

MDM Rescue
（オプション）

VDIクライアント
パフォーマンス管理

（オプション）

LCMシステム

キッティングシステム

東芝PC総合サポートセンタ
（検見川）

東芝クライアントソリューション
本社（豊洲）

dynaCloudデータセンタ

キッティング

iSM
powered by ISM CloudOne

PCタブレット

仮想化ソリューション

クライアント運用管理ソフトウェア

出入管理
ソリューション

ネットワークカメラシステム

無線不正侵入
検知防御
システム

クラウドソリューション

ダイナクラウド

①名刺修正サービス  ②CRM連動

名刺管理・高品質Web会議

①コンテンツ制作

タブレット電子カタログ

①監視カメラ据付け  ②LAN工事

監視カメラ

①P2V構築支援 
②キャパシティプランニング
③L2Connect据付サービス

仮想ホスティング
仮想デスクトップ

①初期設定料  ②月額利用料
③Rescueサポート（ロック／ワイプ）

オンラインストレージ
MDM

アンチウィルス
フルバックアップ

①構築支援  ②運用支援

ダイナクラウド

Office 365

①コンテンツ制作  ②サイネージ据付け

サイネージ

Office 365

サーバー

SSDアップグレードサービス

HDD
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クラウドサービス

オールインワンクラウドサービス

サービスは続々拡大中です。ご要望のサービスがありましたらお問い合わせください。
詳しくは http://www.dynacloud.jp/

●SmartDEは株式会社東芝の商標です。　●Windows、Excel、PowerPoint、Access、Internet Explorer、Microsoft Dynamics AXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。　●Windowsの正式名称は、Microsoft 
Windows Operation Systemです。　●Office 365は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。　●Google Play、AndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。　●Citrix、Citrix XenApp、Citrix XenDesktopは
Citrix System,Inc.の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。　●Adobe、Flash、Adobe Flash Playerは、アドビシステム社の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。　●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連
会社の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。　●VMware、Vmware vSphereはVmware, Inc.の商標です。　●iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。　●iOSは、Cisco の米国およびそ
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されています。　●Tripwireは、Tripwire,Inc.の登録商標です。　●サイバートラストおよびサイバートラストサービスのログマークは、サイバートラスト株式会社および米国サイバートラストの商標また
は登録商標です。　●カスペルスキー、Kasperskyおよびロゴマークは、株式会社カスペルスキーの商標または登録商標です。　●ISM CloudOneおよびロゴマークは、クオリティ株式会社の商標または登録商標です。　●Xi（クロッシィ）は、株式会社NTTドコモの商
標または登録商標です。　●掲載商品にはインストール及びサポートに関して有償サービスになっているものも含まれています。　●掲載商品には別途保守契約が必要となっているものも含まれています。　●本資料に掲載の商品名称は、それぞれ各社が商標として
使用しているものです。　●資料の内容は断りなしに変更することがあります。

   もっと

“拡がる”ビジネス可能性安心のクラウドで

情報共有

ストレージ

仮想化
セキュリティ

業務サービス

ダイナクラウド

モバイル回線 サポート&LCM

ハードウェア インフラ構築

資産管理

導入・運用サポート

ダイナクラウド

本カタログに記載されている数値および表記は2017年2月現在のものです。
管理番号 ： P1AB-17B0NW  

www.toshiba-tcs.co.jp

国内事業統括部 国内開発営業本部　電話：03-5144-3830　FAX：03-5144-3282

首都圏支社

北海道支店

東北支店

新潟支店

北関東支店

03-5144-3300

011-512-3301

022-265-7880

025-255-6522

048-641-1048

神奈川支店

中部支社

静岡支店

北陸営業所

045-662-4751

052-528-1284

054-275-0701

076-234-1048

関西支社

中国支店

四国支店

九州支店

06-6440-2301

082-223-4900

087-825-2444

092-752-0311


