
IT 資産管理サービス
PCのセキュリティー管理をスマートに解決



PCの運用管理でこんな「お困りごと」ありませんか？

IT資産管理サービスがその「お困りごと」を解決します！

IＴ資産管理サービスで解決！

ログ管理の
お困りごと

USBメモリーの
お困りごと

セキュリティー対策の

情報漏えいしたときに関係者に説明できないUSBメモリーからの情報漏えいが心配だ セキュリティーリスクの対策が立てられない

小型化が進みUSBメモリーの紛失が不安。

USBメモリーからのウイルス感染が心配。

重要なファイルを誰がいつ、
どのように操作したのかがわからない。
ファイルの不正持ち出しなどが
すぐに発見できない。

出先拠点のPCにアンチウイルスが
インストールされているかどうか把握できない。
最新のセキュリティーパッチが
適用されているかどうかわからない。

ファイル操作のログから原因を特定し
外部の利害関係者に説明できます

USBメモリーの使用許可・禁止を
簡単に管理できます

一目でＰＣごとの
セキュリティー状況がわかります

簡単操作でUSBメモリーからの
情報漏えい対策もスムーズに！

ログデータにもとづいた
説明が可能に！

セキュリティー状況を見える化し
対策が立てられます！













ポイント

管理対象一覧 該当のPCを制御 ファイル名やPC名で検索 ログから説明が可能 状況を簡単に確認可能 出先拠点も簡単管理

管理対象PCを一覧で教示し
許可/禁止ボタンをクリック

即座に制御可能 簡単に検索可能 一目で確認が可能新規作成/上書きコピー/上書き移動/
名前変更/コピー/移動/削除

/
済み台数

インストール インストール
対象台数

インストール
未実施台数

7つの
操作を検索
できます

簡単に
確認
できます

管理
している
PC一覧

誰が

何を何に

いつ

お困りごと

アンチウイルスのインストール状況を簡単に確認すること
ができます。

USBメモリーを利用しても良いPCと禁止
するPCをワンクリックで簡単に設定できま
す。
個人単位はもちろんのこと拠点や部署単
位に設定することも可能です。

台帳に登録されていないIPアドレスの検知や、最新の
セキュリティーパッチが適用されているかも検索可能です。

漏えいした情報をもとに、「ファイル名」や「PC名」を利用し
て、誰が・いつ・何に対して・何をしたのかを簡単に検索する
ことができます。
紙で不正に持ち出したのかどうかも、印刷指示のログで把
握することができます。

本社

支店C支店B

支店A
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IT 資産管理サービスの最新情報については当社の公式サイトをご覧ください。

more info  fujifilm.com/fb/product/software/asset_management

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商
標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorerは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国にお
ける登録商標です。●その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

IT資産管理サービスの主な仕様

下記は、契約前に必ずご確認いただきたい重要な提供条件です。
● ご契約対象の PC およびネットワーク環境が、本サービスのシステム要件を満たしていることを事前にご確認いただきます。
● ご契約対象のすべての PC に、弊社指定のエージェントソフトウェアをインストールしていただきます。
● お客様の PC の資産管理情報およびネットワーク（同一サブネットワーク）の情報を、弊社が運用管理するサーバーに送信させていただきます。
● エージェントソフトウェアによって収集された情報は、富士フイルムビジネスイノベーションがサービス提供の目的で利用させていただくほか、富士フイルムビ

ジネスイノベーションからお客様へのご提案に活用させていただくことがあります。

サポート提供条件

項目 内容

OS*1

Windows 8.1 (32 ビット ) 日本語版
Windows 10 (32 ビット ) 日本語版
Windows Server 2012 (64 ビット ) 日本語版 [Service Pack 2]
Windows Server 2016 Standard (64 ビット ) 日本語版
Windows Server 2016 Essentials (64 ビット ) 日本語版

Windows 8.1 (64 ビット ) 日本語版
Windows 10 (64 ビット ) 日本語版
Windows Server 2012 R2 (64 ビット ) 日本語版 [Service Pack 1]
Windows Server 2016 Datacenter (64 ビット ) 日本語版

CPU/ メモリー 各 OS の推奨システム要件を満たしていること

HDD C ドライブに 50MB 以上の HDD 空き容量

ブラウザー *2 Internet Explorer 11 Microsoft Edge

ネットワーク　 通信帯域： 1Mbps 以上プロトコル： HTTPS
*1 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。*2 JavaScriptを有効にする必要があります。

No. メニュー名 価格（税別） 単位
1 IT 資産管理サービス 初期登録サービス 30,000 円 契約

2 IT 資産管理サービス 基本サービス 20,000 円 契約 / 月

3 IT 資産管理サービス 機器別情報提供サービス 600 円 台 / 月

4 IT 資産管理サービス エージェントインストール代行サービス

1 台： 　4,000 円
5 台まで： 　9,000 円

10 台まで：  18,000 円
50 台まで：  74,000 円

回

※ No.1、No.2 は、主契約拠点に必ずお申し込みください。※ 資産管理対象ＰＣ・サーバーの台数に応じて No.3 の契約が必要です。
※ No.3 の契約台数の上限は 300 台です。※ No.4 は、訪問基本サービス（12,000 円 / 人・回）を同時にお申し込みいただく必要があります。

項目 内容
管理対象機器 IP アドレスを割り当て可能なクライアント PC およびサーバー

その他周辺機器 IP アドレスを割り当て可能な機器（ネットワーク機器、プリンターなど）

動作環境

資産管理サービスの価格（表示価格は、事業者向けに税別で表示しています）

資産管理対象機器

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時〜
12時、13時〜17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用
いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場
合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対
応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2022年4月現在のものです。　DGE-1417 2104


