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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。

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。

Web会議サービス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Web会議サービスを検討されている方におすすめです。

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。
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名刺データをスマートフォンで活用

名刺をまとめてスキャン

メンテナンス業務を
モバイルで効率化

取引先と
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ビジネスのさまざまなシーンで活躍するクラウドサービス
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ウイルスに感染
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デジタルサイネージサービス

76

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"自由"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があれば運用できます。

■クラウド&汎用デバイスで実現する"自由"デジタルサイネージ

■ご利用料金（標準価格）と動作環境

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

D-Signage

■特長 ■特長■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

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。dynaCloud 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、スマートフォンや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課金制ですので、利用人数に関係なく、定額でご利用いただけます。

Cardbox

※Android™版、iOS版ライトプランの費用です。
※端末代、ディスプレイ代、設定費用、据付費用等が別途必要です。

1ライセンス

/月(税別)¥1,300~
※2,000枚コースの費用です。
※初期費用が別途必要となります。

1契約

/月(税別)¥9,800~
■ご利用料金（標準価格）と動作環境

受付に設置して会社案内やウェルカムボードとして使用することが
できます。
イベントや展示会で説明パネル代わりに使用することができます。

イベントや会社の受付などに

大型ディスプレイによる商品紹介やフロア案内、時間を決めてセール
情報の配信などが可能です。

大型ディスプレイと組み合わせて店舗での利用

powered by 名刺バンク

・お店や商品を効果的にPR
・多言語で外国人向けに宣伝
・ポスター印刷費の削減

店舗

・来訪者への会社案内
・周辺の駅や店舗情報の配信
・掲示物の管理コスト削減

エントランス

・最新の社内情報を配信
・PCを持たない社員への情報共有
・掲示板の管理コスト削減

オフィス

・映像と音による集客効果
・展示内容のタイムリーな切り換え
・パネル製作費の削減

展示会

・専用回線やサーバーは不要、インターネット回線があればすぐに始められます。
・マルチOSに対応、端末として様々なデバイスをご利用いただけます。

クラウド対応デジタルサイネージ

・コンテンツの作成、配信が簡単にできます。
・分単位のスケジューリングや一斉配信など、きめ細かな管理が可能です。

優れたコンテンツ管理機能

・大規模な初期投資は不要、お手持ちのディスプレイやPCもご利用
いただけます。

・端末としてサイネージBOX（Windows/Android™）もご提供しています。

高いコストパフォーマンスと信頼性

・名刺枚数による従量課金制のため、利用人数を気にせずご利用いただけます。

高いコストパフォーマンス

・スマートフォンから登録した名刺情報は自動削除されるため、端末を紛失して
も情報が流出することはありません。

・登録した名刺情報は国内の堅牢なデーターセンターで管理されているので安心です。

セキュアな運用を実現

営業管理で活用

訪問・提案履歴を全社的、グループごとに
管理することで、営業活動の効率化が図れ
ます。

商談情報や対応履歴管理も可能

情報共有で活用

名刺情報を共有化することで社内の人脈を
利用した効率的な営業活動ができます。担当者が
変わっても、スムーズに情報の引継ぎができます。

人脈の見える化で営業活動を効率化

・TWAINドライバー対応スキャナ

■名刺管理による営業力アップ

営業力強化

・名刺情報を共有化し人脈情報を利用した効率的な営業活動を行いたい。
・外出先から名刺情報を参照し、電話連絡、メール、場所の確認を行いたい。
・備忘録として、名刺情報と一緒に商談内容を記録したい。

■名刺情報をクラウドで利用

外出先で活用

外出先などから訪問先の名刺情報を確認。
地図を表示して行き先を確認することもで
きます。

登録してある名刺情報をスマートフォンで確認

Internet Explorer 9以降 / Firefox 56以降 /
Google Chrome™ 40以降 / Safari 5～8

Windows 7, 8.1,10
Android™ 4.0以降
iOS 7以降

アプリケーション対応OS

管理画面対応ブラウザ

・Internet Explorer 9以降
・Firefox 56以降
・Safari 5以降

・Windows 7以降
・Android™ 4.0以降
・iOS 7以降アプリケーション対応OS

管理画面対応ブラウザ

対応スキャナ

・専用のスキャナは不要。
TWAINに対応した既存のスキャナや複合機から取り込めます。
・外出先でスマートフォンからも簡単に登録できます。

多彩な名刺の取込方法

情報漏えい対策

・名刺管理は、会社の大事な財産なので、セキュアな環境で利用したい。

効率運用

・利用人数を気にせず活用したい。



Windowsタブレットソリューション
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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つのアプリケーションをオールインワンで提供

■ご利用料金（標準価格）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つのアプリケーションがオールインワン

Windowsタブレットのタッチスクリーンに最適設計されたUI/UX

ブラウザ画面上で簡単に業務アプリケーション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

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。

Internet Explorer11.0以降 / Firefox 56以降 /
Google Chrome™ 40以降

Windows10

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

アプリケーション対応OS

アプリケーション対応
ファイル形式

管理画面対応ブラウザ

Windowsタブレットソリューション

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ケーション（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。

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

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

■教育現場で活躍する３つのアプリケーションをオールインワンで提供

■ご利用料金（標準価格）と動作環境

■K12教育現場でのタブレット活用に最適

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。



アプリケーション制作プラットフォーム
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dynaCloudアプリワンはiOS、Android™のアプリケーションをブラウザで簡単に制作管理できるサービスです。Webブラウザの管理画面から簡単に自社のオリジナルアプリ
ケーションの作成ができ、また、当社においてApp Store、Google Play™への登録代行をいたします（※別途代行費用が必要です）。プログラミングの知識は不要、ブログ感覚
で誰でも簡単に高品質のアプリケーションが作成できます。外国人観光客（インバウンド）向け多言語対応（英語・中国語・韓国語）のアプリケーション作成も可能です。

情報配信
・プッシュ通知　・電子カタログ　・動画配信
集客・来店促進
・クーポン発行　・スタンプ発行　・ウェブビュー
顧客の囲い込み
・性別や年代別、来店頻度、特定のユーザーなどのセグメント別に情報配信
アプリケーションデータ分析
・管理画面からアプリケーションデータ分析が可能
その他機能
・アクセス　・メニュー　・その他

■便利な機能で集客力UP

■ご利用料金（標準価格）と動作環境

■特長 ■簡単に自分で作成・更新ができるアプリケーション作成サービス

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

Internet Explorer 9以降
Google Chrome™ 40以降

iOS 9.0以降
Android™ 4.4以降

アプリケーション対応OS

管理画面対応ブラウザ
Internet Explorer 11、Google Chrome™ 62以降

Google Chrome™ 63以降

Safari 11.0.3

Android™対応ブラウザ

Windows対応ブラウザ

iOS対応ブラウザ

情報共有型支援ポータル

カテゴリごとに整理されたわかりやすいWebポータルサイトで社内やパートナー、契約ユーザー様などへの資料配布や情報発信に役立ちます。アンケート
機能の活用でお客様や営業現場、店舗、保守サポートの対応状況など様々な情報の収集も行えます。利用ログからユーザーごとの利用状況やコンテンツの
閲覧数を把握し、サービス強化を図るなど数字に裏付けられたデジタルマーケティングを始められます。

■特長

※初期費用3万円／App Store登録代行費3万円／Google Play™登録代行費3万円
※初期登録時以外にアイコンの変更、アプリケーション名変更、デベロッパーの変更時には別途登録代行費が必要です。

1ライセンス

/月(税別)¥9,800~

アプリワン

/月(税別)¥980~
1ユーザー

※初期費用が別途必要となります。
※ユーザー数80を想定した場合の費用です。

■ご利用料金（標準価格）と動作環境

・営業資料や保守マニュアルの配信、更新を
より簡単に行なえます。
・掲載資料を簡単に探し出せ、対応力が向上
します。

・アンケート作成機能で現場から報告書や
日報をスマートに送信。
・棚卸や店舗報告、お客様アンケートもスマート
に実施。
・集計、アンケートデータをデジタルマーケ
ティングに活用。

・パートナー、販売店、関連会社向けにも簡単
に情報発信。
・ID、パスワードを発行し、お客様専用情報
サイトとしても活用可能。

■利用シーン

豊富な掲載資料で営業、保守サービス現場での対応力強化

アンケート機能でデジタルマーケティングに活用

ファイルサーバーより見やすいWebポータルで社内の情報を共有

自社のアプリケーションをいち早く公開した企業･店舗が
顧客の囲い込みにより売上向上・来店率UPに成功しています！

お得なクーポンの一斉配信や、スタンプを
貯めて特典を得ることで、集客や来店率が
アップし、売上の向上につながります。

セグメント別にタイムリーな情報配信で、
アプリケーション稼働率の向上につながり
ます。開封数の集計により、戦略的な分析・
活用が可能です。

アプリケーションのトップデザインやメニュー
名を自由に決められることで、独自性の高い
アプリケーションが作成でき、差別化が図れ
ます。

スタンプカード 閉じる

QRコード読み込み

電話 MY本棚

会社情報
ホーム

メニュー

スタンプGET!

特典サービス取得期限

スタンプ有効期限2018年12月31日14時00分まで

2018年12月31日14時00分まで

クーポン
閉じる

BurgerB
urger 渋谷

店

・ご本人の
み有効。

・一部販売
していない

店舗がござ
います。

・他のサー
ビスとの併

用はできま
せん。

チーズバー
ガー

100円引き

有効期限 2
018年12月

31日
クーポンナ

ンバー A9
876-B54

32-C100
0

電話
MY本棚

会社情報
ホーム

メニュー

NEWS

PREVIEW 今

SALE情報！！
【最大70%OFF】SALEアイテム追加！！

NEWS

PREVIEW 10:30

期間限定クーポン配信中！
いますぐアプリで確認＞＞

NEWS

PREVIEW 13:00

イベントのお知らせ!
会員様限定イベントを開催します。

NEWS

PREVIEW 18:00

明日までの限定価格商品があります！
最大80%OFF！！お見逃しなく！！

「デザイン」「メニュー」を
自由に決められます

プッシュ通知を活用することで
リアルタイムに情報を提供できます

クーポンで、集客・来店を促進!
さらにスタンプ機能も使えます

既存のカタログ、提案書、マニュアルを
ポータルサイトで見やすく共有

日報・チェックリストを電子化、
簡単に記録、集計できる

パートナー、関連会社向けへの
情報共有で販売力アップ！

・Webポータル情報共有

・資料掲載営業力強化

・ユーザー別情報掲載顧客への情報発信

・保守マニュアル掲載サポート力強化

・アンケート機能報告の効率化

※各ブラウザやOSの仕様でレイアウト、動作が異なる場合があります。

プッシュ通知機能搭載ダイレクト発信

多彩なテンプレートでメニュー作成簡単に作成・更新

ブログ感覚で簡単更新・修正入力したら即反映

プログラミング知識不要プログラマ不要

アクセスログ解析機能標準搭載ユーザー動向Check!



1台 1台

1312

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™/iOS/Windowsのモバイルデバイス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、管理者の運用効率を改善します。

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搭載した、完全クラウド型サービスです。
業界トップの検知率を誇る多層防御型セキュリティにより、ビジネスで運用しているコンピューターやモバイル端末を、あらゆる種類のサイバー攻撃の脅威から守ります。

■ご利用料金（標準価格）

セキュリティの高いビジネス環境の構築
・デバイス紛失、盗難時の情報漏えいリスクに備えたい。
・危険なアプリケーションの使用やWebサイトの閲覧を防ぎたい。
・カメラやSDカードなどの使用を禁止し、情報漏えいを防ぎたい。
運用効率化
・管理対象デバイスに一括して設定を反映したい。
・個人や部署ごとに細かな設定をしたい。
・デバイスの位置や接続先ネットワークを把握したい。

■特長 ■Windows PC、タブレット、スマートフォンを一元管理

※初期費用が別途必要になります。

/月(税別)Windows ¥ 500
■ご利用料金（標準価格）と動作環境

※5ライセンスからご利用可能です。
※初期費用が別途必要になります。

※初期費用が別途必要になります。

/月(税別)
Android™
iOS ¥ 300

dynaCloud MDMを使って、遠隔からのロックやデータ消去を行えばクリティカルな事態を避けら
れます。またスクリーンロックの強制や暗号化の促進により、さらにセキュリティを強固にします。

dynaCloud MDMでは管理コストを格段に下げられます。大量端末の一括設定は導入時の作業コスト
を抑え、運用開始後も各種レポート機能や管理者へのアラート通知、アプリケーション配信や連絡先
の追加など、充実した機能でスムーズかつ低コストの運用を実現します。

紛失したり、盗まれたら・・・

簡単に実現できるセキュリティ対策

アプリケーションの制限やWebフィルタリングなど、デバイスに各種制限をかけることで、本来の目的
である業務への集中を促します。

危険なアプリケーション、WEB閲覧・・・
なんでもできて大丈夫？

業務外のアプリケーションやウェブサイトを制御して効率化

各種デバイスの管理
大量端末の運用コストを格段に下げる
色々な人が使う会社の備品。管理するのが結構大変・・・

dynaCloud MDM
遠隔操作

OK

NG

dynaCloud MDM

一括管理

App

■スマートフォンやタブレット端末のビジネス活用における幅広い課題を解決

■強固なウイルス対策ソリューション

■dynaCloud MDM Rescueサポートサービス(オプションサービス)

※リモートロック　端末を紛失した場合など、管理サイトより遠隔操作で端末をロックする。　※リモートワイプ　端末を紛失、盗難にあった場合など、管理サイトより遠隔操作で端末内の全データを削除し、初期状態にする。

端末のリモートロック・ワイプを
24時間365日で対応します!

リモートロック・ワイプ※

操作代行

実施報告

依頼

お客様(管理者・利用者)

紛失・盗難

MDM Rescue
サポートセンター

・遠隔からのデバイスのロック・ワイプ機能により情報漏えいを防ぎます。
・インストール済みのアプリケーションやOSの情報を把握できます。
・豊富な制限機能により、企業のポリシーに合った運用ができます。
・ネットワーク等各種設定を個別に、あるいは一括で行えます。

万全のセキュリテイ対策
リアルタイムの脅威情報を利用し、最新のウイルスやマルウェアにも瞬時に
対応、ふるまい検知技術やヒューリスティック技術により、新種のウイルスも
検知します。

ウイルス/ランサムウェア/不正アプリケーション対策

ファイルを暗号化しようとする動きを検知すると、狙われているシステム
ファイルのバックアップを行い、自動的に感染前のシステム状態に戻します。

未知のランサムウェア対策

OSやブラウザソフトといった広く利用されているソフトの欠陥を悪用して
攻撃する「ぜい弱性攻撃」からパソコンを守ります。

ぜい弱性対策

閲覧するだけで感染してしまう危険なサイトや、フィッシング詐欺と呼ばれる、
クレジットカード番号や暗証番号などを入力させて情報を盗み取る偽サイト
をブロックします。

危険サイト/フィッシング詐欺サイト対策

・少ないステップで全ての設定・機能にアクセス可能な使いやすい管理画面です。

シンプルなユーザーインターフェース

■特長 ■不正暗号化を防ぐ多層防御

強固なウイルス対策ソリューション

Security
powered by Kaspersky

モバイルデバイス管理サービス

MDM
powered by Optimal Biz

dynaCloud Security AVC

Windows Client のウイルス・マルウェア対策を行うサービス

dynaCloud Security AVCS

Windows Client と Windows Server のウイルス・マルウェア対策を行うサービス

dynaCloud Security AVCS-CC
Windows Client と Windows Server のウイルス・マルウェア対策に加えて
Windows Client のコントロール制御を行う
3つのサービス（Webアクセス制御・デバイス使用制限・アプリケーション制御）搭載

・定義データベースによる検知シグネチャ
分析

・通信相手の評判分析で最新の脅威から防御レピュテーション
分析

・実行ファイルのコードを解析し未知のマルウェアを発見ヒューリスティック
分析

・アプリケーションの動作を分析し不正アクセス、
  改ざん等の攻撃から防御

ふるまい
検知

dynaCloud Securityは４つの防御エンジンを搭載

ランサムウェアは、従来の定義ファイル型のセキュリティソフトでは
検知できない場合があり、特に新種のマルウェアの場合、検知が難しい。

多層防御エンジン搭載のクラウドサービスで検知・防御

●Windows 10
Windows 10 Pro、Windows 10 Enterprise

●Windows 8.1
Windows 8.1、Windows 8.1 Pro、
Windows 8.1 Enterprise、Windows 8.1 Update

●Windows 7 
Professional、Ultimate（Service Pack 1以上）

アプリケーション対応OS

/月(税別)¥280~
1ライセンス
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クライアントPC暗号化ツール

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

SmartDE Cloud(スマートディーイー クラウド）は、ファイル単位の暗号化ソフトとは異なり、HDDのすべての領域を暗号化できるソフトウェアです。
また、Windows起動前の認証確認や、ファイル/フォルダー単位の暗号化、データ書き込みのポリシー制御など、セキュリティ機能も提供。PCの盗難、
紛失や、第三者の不正アクセスなどのリスクから、企業の機密情報や個人情報を守ります。

dynaCloud Backupは、企業のIT環境全体(オンプレミス、リモートサイト、プライベート/パブリッククラウド、モバイルデバイス)のデータを保護する
簡単・高速バックアップソリューションです。
簡単なWebコンソールで、物理も仮想もクラウドもPCもモバイルデバイスもすべて１つの画面で管理できます。

クライアントPCのセキュリティを高めたい
・万が一HDDを抜かれて、他のPCに接続されても、
データの漏えいを防ぎたい。

・本人以外の不正使用を防ぎたい。
・USBメモリなどのリムーバブルメディアからのデータ
の漏えいも防ぎたい。
簡単に導入・運用したい
・導入や、運用における面倒な手間を省きたい。

■特長 ■当社オリジナル クライアントPC暗号化ツールのクラウド版■国内データーセンターでシステムまるごとバックアップ ■さまざまな規模の企業に適した、簡単で信頼性の高いバックアップ

当社が国内で開発した暗号化ツールだから
dynabookで安心、快適にご利用できます。

PCに高い負荷をかけずに暗号化するため、
初回暗号化中もストレスなくPCを利用できます。

万が一、HDDを抜かれて他のPCに接続されても、
まるごと暗号化されているので、データを読むことができません。

■利用シーン

Windows起動前のSmartDE Cloudプリ
ブート認証により、本人以外によるPCの起動
を制限します。
SmartDE Cloudプリブート認証とWindows
ログオンのシングルサインオンや、BIOSパス
ワード入力時にSmartDE Cloudプリブート
認証をスキップすることも設定により可能です。

Windows起動前の認証による
PCの不正使用防止

従来のファイル単位の暗号化ソフトウェア
ではできなかった、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します。

HDDの全領域の暗号化によって
情報漏えいを防止

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(最大180日)、
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、お客様管理者
よりリカバリUSBメモリを発行することで、
暗号鍵を元に戻すことが出来ます。

PCの紛失時やSmartDEの
認証パスワード漏えい時、
HDDワイプにより情報漏えいを防止

管理者

リモートワイプ実行指示

定期的に
サーバーと通信

指定日数サーバーへの接続が無い

盗難・紛失連絡

PC所有者

盗難
・紛失

盗難
・紛失

オンラインクライアント

オフラインクライアント

リモートワイプ

自動ワイプ
本人以外によるPCの起動を制限します。

Windows®
起動

ここで認証

Windows®
ログオン認証

SmartDE
認証

HDD
パスワード

BIOS
パスワード

※シングルサインオンとBIOSパスワードによるSmartDE Cloud
　プリブート認証スキップを併用することはできません。

※BIOSパスワードによるプリブート認証スキップは、2015年3月
　以降に発売された一部の東芝PCでサポートされます。

●システム領域、プログラムファイルも暗号化
●HDD抜き取りによる情報漏えい防止
●初回暗号化途中でWindowsが終了して
　も次回起動時に暗号化を継続可能
●初回暗号化途中でも他のソフトの利用が可能

　

ファイル単位の
暗号化ソフトウェア

HDD全領域
の暗号化

システム領域や
プログラム
フォルダは
暗号化不可能

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。

バックアップソリューション

Backup

最短3クリックの簡単なインストールと、
ご契約バックアップ容量を台数無制限で分け
合うシンプルなライセンス体系により、スムー
ズに導入いただけます。

容量制で管理台数制限なし

豊富な復元方法により、イメージバックアップ
からのシステム全体の復元や、フォルダ・
ファイルごとの復元も標準で可能です。

ファイルのみのリストアも可能

クラウドやNAS上に取得したバックアップから、
Webコンソールを使ってリモートでの復元が
可能です。異なるハードウェアや仮想環境、
クラウド環境にも復元が可能で、ダウンタイム
を削減できます。

リモートからの復元

●システム丸ごとバックアップとベアメタル復元を提供
●ファイル単位のバックアップ・復元も可能

■利用シーン

※対応OSについてはお問合せください。

Internet Explorer 11以降
Google Chrome™ 62以降

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008以降

アプリケーション対応OS

管理画面対応ブラウザ

・Windows 7 SP1 (32bit/64bit)
(Starter/Home Premium/Professional/
Ultimate/Enterprise)
・Windows 8.1 (32bit/64bit)
(無印/Pro/Enterprise)
・Windows 10 (32bit/64bit)
(Home/Pro/Enterprise/Education)
※LTSB含む

アプリケーション対応OS

※初期費用が別途必要となります。
※台数制限なしでご利用いただけます。

1契約

/月(税別)1TB ¥40,000~

■ご利用料金(標準価格)と動作環境

※初期費用が別途必要となります。

1ユーザー

/月(税別)¥ 800~

■ご利用料金(標準価格)と動作環境

・コストメリット
・BCP対策
・高信頼性

クラウド
バックアップ

・ランサムウェアを検知・遮断
・感染したファイルの即時復旧

セキュリティ

・全てのバックアップ対象をクラウド
上で一元管理

一元管理

・簡単操作のWebインターフェース簡単操作



お客様の環境に合わせて帯域が自動調整
されるので、安定したパフォーマンスが実現
可能です。

事前に会議室の予約が必要なく、Web会議に
必要な機能に絞り、誰でも簡単に参加できる
システムです。

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
会議や社内セミナーの受講等に参加すること
ができます。

高品質・低遅延のHDビデオ会議 簡単・シンプルな操作性 常に快適な通信環境

Web会議サービス
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Web会議サービス

誰でも簡単に招待、参加できるWeb会議サービスです。
インターネットにつながったパソコン、スマートフォン、タブレット端末があれば、オフィス、自宅、外出先からでも会議に参加できるので、社員は会議のために
オフィスに帰社する手間が省け、複数の参加者によるスケジュール調整もしやすくなります。世界最高品質の映像・音声を体感してください。

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Web会議サービスです。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。

情報共有
Web会議サービス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Web会議サービス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

powered by V-CUBE ONE / V-CUBE Box
Meeting

powered by Mobile Meets®

Meeting HQ

■特長 ■特長 ■事前予約が必要ないWeb会議サービス

■ご利用料金（標準価格）と動作環境 ■ご利用料金（標準価格）と動作環境

/月(税別)

1ライセンス

※10ポート以下の場合は年間契約になります。

¥11,000~
※２アカウントからご利用可能、初期費用が別途必要となります。
※動作要件についてはお問合せください。

■マルチデバイスで場所を選ばず使えます

※3ライセンスからご利用可能、10ライセンス以下の場合は年間契約になります。
※動作要件についてはお問合せください。

会議室据置タイプもご用意しています。
従来のWeb会議サービスを低価格で実現できます。

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会議や
社内セミナーの受講等に参加することができます。

外出先や自席からでもWeb会議に参加

プロジェクトの打合せやタブレットを使用した会議を、遠隔地や
出張先など、さまざまなビジネスシーンに合わせて活用できます。

さまざまなビジネスシーン

■場所・デバイスを選ばない自由オフィス

大幅な初期投資削減

高額な専用機器が不要で高画質の会議が実現。

国内最高水準の安定稼働！

堅牢なdynaCloudデータセンターにて管理するので安心。

情報共有

・電話やメールだけでは意思疎通が難しい。
・外出先からでもPC・タブレット・スマートフォンを使って
  会議に参加したい。

営業効率化

・回線の状況に左右されずに、いつでも会議に参加したい。
・複数人と顔をみながら打合せし、意思決定を早くしたい。

導入も運用も簡単

インターネットさえあれば誰でも利用でき、顧客との商談や協力会社との
打合せにも気軽に利用できます。

簡単操作と高画質

使いたい機能が1つの画面に集約されており、初めての人でも操作に迷うこと
なく利用、高画質でストレスのないコミュニケーションを実現できます。

誰でもどこでもアクセス可能

Windows・Macはもちろん、iOS・Android™まで幅広く対応しているため、
現在ご利用のPC・スマートフォン・タブレット端末から利用可能。ID管理では
なく利用人数に上限はないため、社内外の誰でも使うことができます。

安心、安全のサポート体制

いつでも安定した環境でWeb会議サービスを利用してもらうため、24時間
365日対応でお客様を完全サポート。日常の疑問や使い方に関する問い
合わせから、突発的なトラブルまで迅速に対応します。

柔軟なシステム連携

すでに利用している、または導入予定の「テレビ会議」や「グループウェア」、
「電話会議」などのサービスと幅広く連携し、効果的な環境構築を実現でき
ます。

Windows 7以降
Mac OS X 10.11以降
iOS 9以降、かつApple A7（64ビットCPU）以降搭載
Android™ 5以降アプリケーション対応OS

Windows 7以降
Mac OS X 10.8.5以降
iOS 7.2以降
Android™ 4.0以降アプリケーション対応OS

1アカウント

/月(税別)¥9,000~
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①強固なデーターセンターへのクラウド化で激甚災害にも対応。
クラウドなら万一の激甚災害の際も安心。
現場では安全の確保や災害対応に取り組みつつ、他拠点からはデーターセンター上に保護され
た IT 基盤で事業を継続することができます。

②クラウドへの移行やハウジングにも対応！
コストを抑えつつ災害対策を強化できるハウジングとクラウドの連携も柔軟に対応可能。
基幹系システムに必要なDBソフトの持ち込み利用や現在のサーバーやシステムをクラウドに移行
するサービスもございます。

③大切なデーターをクラウドで運用
社内や拠点ごとのファイルサーバーを大容量サーバーでクラウド化、バックアップも一元化し、
安心して運用できます。 

④専用基盤と専用管理コンソールでサーバーを一元管理
Webの管理コンソールからスナップショットの取得やサーバー作成、CPUやメモリといった 
リソース割り当てやネットワークの変更など、サーバー管理がより柔軟に行なえます。
また、パブリッククラウドだけではなく、自社専用の基盤をご用意することも可能です。

こ
ん
な
こ
と
で

　
お
困
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

サーバーの自社運用は
災害時に心配だ。

基幹系サーバーを
クラウド化したいけど
セキュリティが不安。

ファイルの保管や
バックアップが心配だ。

サーバーや仮想化基盤が
老朽化してしまった。

dynaCloud HostingdynaCloud Hosting

EASTEAST WESTWEST

災害発生時も、他拠点から
支援して業務継続ができた。

クラウドとハウジングの
組み合わせで柔軟に
災害対策ができた。

落雷や風水害、地震や
停電などでも安心。

基幹系基盤の
災害対策を強化できた。

ビル停電時も 
通常通り運用できるようになった。

データーセンターと
連携もできて安心。

サーバーの調達が楽になり、
より柔軟に社内のニーズに
応えられるようになった。

基幹系サーバーも専用基盤を
使って安心してクラウド化できた。

サーバー管理が楽になった。

拠点や部署ごとでバラバラだった
ファイルサーバーを統合できた。

国内データーセンターだから
ファイル保管も安心。

クラウドバックアップで
万一の際も安心。

次世代クラ ウドサービス
Software-Defined  Data Center (SDDC)

dynaCloud Hostingは「目に見える」クラウドです。
データーセンター見 学会お申込実施中!!

国内の堅牢なデーターセンター基盤で守られ るクラウドサービス

20 21

22

DeviceID
デバイス証明書発行サービス

SureServer
SSL証明書発行サービス

Hosting
次世代クラウド仮想サーバーサービス

Sync
オンラインストレージサービス

14Backup
バックアップソリューション

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。

インフラ構築

▶P21へ

▶P20へ

▶P20へ

▶P20へ

▶P14へ

▶P14へ
▶P21へ

▶P20へ



2120

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。 PCのほかタブレットなどからも利用可能な、企業内情報共有に適したオンラインストレージサービスです。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。
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。

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
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。

次世代クラウド仮想サーバーサービス

Hosting
オンラインストレージサービス

Sync

1台

/月(税別)２GB 6,400~¥

■特長 ■簡単操作でデータをクラウドにバックアップ

クラウドなら万一の激甚災害の際も安心。
現場では安全の確保や災害対応に取り組み
つつ、他拠点からはデーターセンター上に保護
されたIT基盤で事業を継続することができ
ます。

強固なデーターセンターへの
クラウド化で激甚災害にも対応

●災害発生時も、他拠点から支援して業務
　継続ができた。
●クラウドとハウジングの組み合わせで柔軟
　に災害対策ができた。
●落雷や風水害、地震や停電などでも安心。

コストを抑えつつ災害対策を強化できるハウ
ジングとクラウドの連携も柔軟に対応可能。
基幹系システムに必要なDBソフトの持ち
込み利用や現在のサーバーやシステムを
クラウドに移行するサービスもございます。

クラウドへの移行やハウジング
にも対応

●基幹系基盤の災害対策を強化できた。
●ビル停電時も通常通り運用できるように
　なった。
●データーセンターと連携もできて安心。

社内や拠点ごとのファイルサーバーを大容量
サーバーでクラウド化、バックアップも一元
化し、安心して運用できます。 

大容量ファイルサーバーを
クラウドで運用

●拠点や部署ごとでバラバラだったファイル
　サーバーを統合できた。
●クラウドバックアップで万一の際も安心。
●国内データーセンターだからファイル保管
　も安心。

インフラ構築

・強固なデーター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。

セキュリティ セキュリティ 情報共有 営業効率化

・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。

・BCP注1対策としてデータを遠隔地にバックアップしたい。
・クライアントPCのデータを簡単にバックアップしたい。
・紛失や盗難に備えて、クライアントPCやモバイル
端末にデータを保持させたくない。

・大容量ファイルを共有したい。
・社内と社外でリアルタイムに情報共有したい。

・モバイル端末を用いてお客様に
  プレゼンテーションしたい。
・同一データをPC・タブレット・スマートフォンで
  見たい。

・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） 

・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］

クラウドデーター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

P2Vサービス ［オプション］

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。

注1：BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画 注2：当社のデーターセンターは、データー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。

メールで添付送信できない大容量のファイルを送信することが
できます。ダウンロード回数/期間、ダウンロードURL、パスワード
を自動生成するため、簡単に送信できます。
メールで添付受信できない大容量のファイルを受け取ることが
できます。回数/期間、URL、パスワードを自動生成します。

デスクワークPCにエージェントアプリケーションをインストールし、
バックアップ・同期設定すれば、クラウド上のdynaCloud Sync領域
へ同期することができます。
同期設定したフォルダ内のファイルを新規作成、変更、削除すると
自動的にクラウド上のデータも更新。

※初期費用が別途必要になります。

■ご利用料金(標準価格)と動作環境

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

ローカルPCとの同期 大容量ファイル送信・受信ができます

dynaCloud Syncのストレージに格納したデジタルファイルを全国
のセブン-イレブン店舗にある複合機で印刷することができます。

dynaCloud Syncにデータを保管しておけば、いつでも・どこでも
社内のファイルデータを閲覧することができます。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も可能です。

共有フォルダーとして使用 ネットプリント機能

Windows7
Windows8.1

アプリケーション対応OS

■利用シーン

■利用シーン
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Webサーバーに導入し、盗聴、改ざん、なりす
まし、フォーム内容の事後否認などの脅威を
防ぎます。

PC、スマートフォン、タブレットのみならず
ゲーム機やIOT機器などにも幅広く対応して
います。

/月(税別)¥902~
1回線

デバイス証明書を導入することで、スマートフォン、
PC、タブレットなど様々なデバイスからの安全な
アクセス認証環境の構築が可能です。

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。

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
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。

Dynabook モバイル
インターネットを利用したモバイル環境で、リモートアクセスからモノに対応したIoTまで、
お客様のシーンに合わせてご利用頂けます。

サイバートラストのSSLサーバー証明書SureServerは、国内認証局最長の運用実績を持つ信頼性の高い証明書です。スマートフォン・携帯電話対応種類に
おいても、業界トップクラスのブランドです。当社では、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。

SSL証明書発行サービス/デバイス証明書発行サービス

SureServer / DeviceID

OK

NG

OK

OK

OK

■SureServerの特長

高い信頼性のサーバー証明書を発行 証明書の発行コスト、管理コストの削減が可能

・厳格な企業審査を行った上で、SureServer EV証明書、SureServer OV証明
書を発行します。

・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。

■DeviceIDの特長

■利用シーン

・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。

厳格な端末の特定

・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。

NTTドコモ網とNTT Com網の相互接続点を開設。
一方の設備に故障が発生した場合でも、他の設備に迂回し通信を確保します。

・SSL、SSL VPN、IPSecVPN、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。

・生産設備管理
・重機・建機管理
・運行情報管理

・自動検針
・電力の見える化
・スマートグリッド / スマートシティ

幅広い端末のサポート

・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 高い安全性と確認された相互接続性

OK

必須となりつつある証明書で
Webサイトの信頼性強化。

ゲーム機など
幅広いデバイスに対応。

デバイス証明書で
より安全な認証が可能です。

※DeviceIDについては別途お問合せください。

■ご利用料金(標準価格)

1契約

/年(税別)75,000~¥
※初期費用とヘルプデスクサービス費用は別途必要になります。

■ご利用料金(標準価格)

高信頼
1GBから50GBまでの11種類のプランから、
お客様の利用頻度に合わせてお選びいただけます。

選べる通信プラン

顧客先などへの
外出が多いお客様

全国に拠点があり、
出張が多いお客様

タブレットを活用した
プレゼンが多いお客様

メンテナンス 設備 エネルギー

リモートアクセス利用

２つのポイント

1 2

ヒトに対応した

・故障前の予防保全
・施設の維持管理
・データの収集・可視化

IoT利用

モノに対応した


