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テレワークに関わる製品・サービス紹介
CSAJ正会員及び賛助会員へ平成30年2月28日～3月12日の期間、働き方改革に関わる製品・サービス
の募集を行い、掲載申し込みがあった該当製品・サービスは以下の通り。詳細は、各問い合わせ先へ直接
ご連絡ください。

15.1.1 製品・サービス分類／仮想デスクトップ方式
表 15-1
会社名

株式会社アール・アイ

製品・サービス名

Shadow Desktop

製品・サービスの特徴

PC上のファイルをクラウドストレージへ仮想化。持ち運び時はデータレス、一度ア
クセスしたファイルはキャッシュとして編集できるのでオン・オフライン問わず利用
可。導入前後の操作が変わらないため教育不要。

製品・サービスの紹介URL

https://www.ri-ir.co.jp/ri_product/shadowdesktop/

製品・サービス価格

月額980円／年額11,400円（税別）

お問合せ先

電話番号：03-6853-7800 メールアドレス：sales@ri-ir.co.jp

セキュリティポリシー関連項目

5.1.2 貸与PCのデータ管理
5.1.4 貸与PCの暗号化

セキュリティチェックリスト関連項目

30【貸与端末】社内利用したPCを在宅端末に転用する場合は、Windowsを新規に
セットアップし、不要なデータ、ソフトウェアを排除する。

15.1.2 製品・サービス分類／クラウド型アプリ方式
表 15-2
会社名

ファイルフォース株式会社

製品・サービス名

Fileforce®

製品・サービスの特徴

企業向けに特化したクラウドストレージ。ファイルサーバーで実現している権限管
理の運用を変えずに情報資産を中央一元管理できます。社内外とのファイル共有
も安全・簡単に行えるため、リモートワーク環境にも最適です。

製品・サービスの紹介URL

https://www.fileforce.jp/

製品・サービス価格

標準価格：１ID：￥1500/月 100GB：￥2000/月
＊最低契約 ５ID/100GB ￥9,500 ＊ボリュームディカウント有り

お問合せ先

セールス sales@fileforce.jp

セキュリティポリシー関連項目

6．Active directry
9.1 データの暗号化
10.4.1 インターネットの電子メールについて

セキュリティチェックリスト関連項目

4【Active Directory】端末同士のフォルダ共有、ファイル共有を禁止する。
19【規程】個人情報や企業情報が含まれるデータファイルには、必ずパスワードを
設定し、暗号化する。

表 15-3
会社名

ピー・シー・エー株式会社

製品・サービス名

PCAクラウド

製品・サービスの特徴

1万社超の法人が利用するクラウド型業務システム。16種類の業務アプリサービ
スを選択可能。SOC1(内部統制）、SOC2(セキュリティ)取得で安全・安心。最新機
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能「リマインダー」でテレワークの利便性向上。
製品・サービスの紹介URL

http://pca.jp/pcacloud10000/index.html

製品・サービス価格

月額13,500円/月（税別）

お問合せ先

電話番号：03-5211-2700

セキュリティポリシー関連項目

5.1.1貸与PCのセットアップ
5.1.2.貸与PCのデータ管理
5.1.3貸与PCの脆弱性管理

セキュリティチェックリスト関連項目

14【VPN・通信】インターネットやVPNの通信障害が発生した場合の手順を定める。
21【規程】在宅勤務で使用される貸与端末の管理規定を定める。
22【規程】貸与端末の管理規定内容をユーザーに理解させ、遵守することを合意
する。

表 15-4
会社名

日本事務器株式会社

製品・サービス名

Ezharness DaaS Plus

製品・サービスの特徴

クラウドに配置したWindows環境を利用することで、安全なデスクトップ環境を場所
や端末を選ばずご利用できるサービスです。

製品・サービスの紹介URL

http://ezharness.jp/service/daas-plus/

製品・サービス価格

1ユーザー月額6,400円～

お問合せ先

日本事務器 事業推進本部 ITプラットフォームソリューション企画部
電話番号：050-3000-1523

セキュリティポリシー関連項目

2.1.1 貸与PCのセットアップ

セキュリティチェックリスト関連項目

－

表 15-5
会社名

日本事務器株式会社

製品・サービス名

recipe.learning

製品・サービスの特徴

クラウド型eラーニングサービスです。以下の特徴があります。
・どこでも、様々な端末で利用可能
・使いたい時だけ使える
・教材を簡単に作成出来ます

製品・サービスの紹介URL

https://www.recipe.co.jp/cloud/e_learning

製品・サービス価格

初期費用：10万円
月額費用：基本料金 1万円、1ID 150～200円

お問合せ先

NJCネットコミュニケーションズ 営業部
電話番号：050-3000-1515

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

表 15-6
会社名

日本事務器株式会社

製品・サービス名

らくーざ

製品・サービスの特徴

らくーざはフリーアドレスを導入している企業に最適なサービスです。
・フリーアドレスを導入したのに固定化してしまった
・誰がどこにいるかわからない
などの問題を解決します。

製品・サービスの紹介URL

http://www.racooza.com/

製品・サービス価格

初期費用：無料
月額費用：1ID 50円、1エリア 2,000円
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お問合せ先

NJCネットコミュニケーションズ 営業部
電話番号：050-3000-1515

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

15.1.3 製品・サービス分類／会社PCの持ち帰り方式
表 15-7
会社名

株式会社ZenmuTech

製品・サービス名

ZENMU for PC

製品・サービスの特徴

データを無意味化し、PC内とUSBメモリやスマートフォンなどの外部メディアに分
散保管。オフラインでも、安心・安全にローカルに保存したデータを利用可能。万
一、PCの盗難や紛失に遭っても、情報漏洩になりません。

製品・サービスの紹介URL

https://zenmutech.com/products/zenmu-for-pc-ws

製品・サービス価格

定価（1台の場合）
サブスクリプション:年額 9,600円
保守料4,100円（年額）

お問合せ先

メールアドレス：info@zenmutech.com 電話番号：03-5436-6541

セキュリティポリシー関連項目

5.1.4 PCの暗号化

セキュリティチェックリスト関連項目

34【貸与端末】貸与端末のハードディスクをBitLockerで暗号化する。

パーペチャル:27,400円（永久ライセンス）、

15.1.4 製品・サービス分類／勤怠管理ツール
表 15-8
会社名

株式会社ラネクシー

製品・サービス名

PC操作ログの収集・管理ソフトウェア「MylogStar 3」（マイログスター）

製品・サービスの特徴

MylogStarは物理環境・シンクライアント環境にかかわらず、業界トップクラスの精
度の高い収集力で操作ログなどを取得できるソリューションです。また、取得した
操作ログは直観的に使える管理画面で効率的に管理・活用ができます。

製品・サービスの紹介URL

http://www.mylogstar.net/

製品・サービス価格

MylogStar3 Network版 （例：100台構成）1,416,000円～

お問合せ先

電話番号：03-6261-4711 メールアドレス：mls_sales@runexy.co.jp

セキュリティポリシー関連項目

8.2.1 Windows Serverのログ
8.2.2 Windowsクライアント（貸与端末を含む達末）のログ
9.3.4 USBメモリの運用

セキュリティチェックリスト関連項目

25【規程】USBメモリの運用規定を定める。
46【ログ】貸与端末、サーバーのセキュリティログ、アプリケーションログ、システム
ログ、アンチウイルスソフトのログの保存を行う。
48【ロゴ】ログを統合的に分析・管理する。

表 15-9
会社名

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー

製品・サービス名

WiMS/SaaS 勤務管理システム

製品・サービスの特徴

クラウド型勤務管理システムです。出退勤の管理に加え、どの業務にどれだけ時
間をかけたのか、１日の業務内容と要した時間を可視化できます。パフォーマンス
分析と将来予測でのアラートでチーム力向上に役立ちます。

製品・サービスの紹介URL

https://wims-saas.solty.co.jp/
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製品・サービス価格

初期設定サービス費用：応相談、月額利用料：１人当たり290円

お問合せ先

クラウドソリューション統括部
電話番号：03-3222-0201（代） E-Mail：wims@biz.solty.co.jp

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

表 15-10
会社名

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

製品・サービス名

勤怠管理システムKING OF TIME

製品・サービスの特徴

60万ユーザーを支えるクラウド勤怠管理システム。外出先からのスマホGPS打
刻、生体認証での本人確認打刻、テレワークの管理も楽にするWindowsログオン/
ログオフの時間管理など新しい技術をいち早く取り入れています。

製品・サービスの紹介URL

https://www.kingtime.jp

製品・サービス価格

月額300円×利用人数

お問合せ先

KING OF TIME営業担当
メールアドレス：kot_sales@h-t.co.jp 電話番号：03-4577-9567

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

表 15-11
会社名

応研株式会社

製品・サービス名

就業・勤怠管理システム「就業大臣NX」

製品・サービスの特徴

負担の大きいスケジュール・シフト管理やタイムカード集計を一気に効率化。
充実した機能で労働時間を見える化します。また、長時間労働の抑制や適正な労
働時間管理に役立つアラート機能も搭載。

製品・サービスの紹介URL

http://www.ohken.co.jp/product/shugyo/

製品・サービス価格

就業大臣NX スタンドアロン 250,000円（税抜）～

お問合せ先

応研株式会社 東京本社 電話番号：03-3299-0789

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

表 15-12
会社名

応研株式会社

製品・サービス名

大臣スマート打刻サービス

製品・サービスの特徴

スマートフォンで出退勤の打刻や打刻履歴確認が行える「大臣スマート打刻サー
ビス」。直行直帰の多い外勤社員、建設現場や訪問介護の職員、派遣勤務やテレ
ワークでも正確な勤怠管理を可能にします。

製品・サービスの紹介URL

http://www.ohken.co.jp/product/dsd/

製品・サービス価格

年額 2,400円（1IDあたり／税抜）

お問合せ先

応研株式会社 東京本社 電話番号：03-3299-0789

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－
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15.1.5 製品・サービス分類／業務管理（プロジェクト管理）ツール
表 15-13
会社名

ナレッジスイート株式会社

製品・サービス名

KnowledgeSuite（ナレッジスイート）

製品・サービスの特徴

クラウド型グループウエア/SFA/CRM／マーケティングオートメーションが全て統
合連携され、ユーザー数無制限で利用できる、中小中堅企業向けビジネスアプリ
ケーション

製品・サービスの紹介URL

http://knowledgesuite.jp

製品・サービス価格

ユーザー数無制限月額ストレージ課金：グループウエア6,000円/月～
SFA 50,000円／月～

お問合せ先

電話番号：03-5440-2081

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

15.1.6 製品・サービス分類／ペーパーレス化ツール
表 15-14
会社名

株式会社ブルーポート

製品・サービス名

iTutor（アイチューター）

製品・サービスの特徴

導入企業1200社以上のマニュアル作成ソフト「iTutor」。業務の効率化に必要な操
作マニュアルや手順書を簡単に作成できます。その上、伝わり易い動画やトレー
ニングコンテンツも同時に生成でき、働き方改革の推進に役立ちます。

製品・サービスの紹介URL

http://www.itutor.jp/

製品・サービス価格

550,000円～

お問合せ先

株式会社ブルーポート 営業推進部 電話番号：03-3261-0317

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

15.1.7 製品・サービス分類／安全なモバイルテレワークツール
表 15-15
会社名

株式会社応用電子

製品・サービス名

FKEY SConnect

製品・サービスの特徴

あんしん Windowsウイルスをブロック、毎回クリーンなPC
かんたん PCにインストールするだけ、1台から導入可能
べんり PC１台で２役、１クリック接続

製品・サービスの紹介URL

https://fkey.jp/fsv100h

製品・サービス価格

オープン価格 （想定市場売価 1ライセンス9,600円/年より）

お問合せ先

https://fkey.jp/contact#form

セキュリティポリシー関連項目

5.1.7 貸与PCと宅内の他の端末との通信遮断
5.1.8 貸与PCのRDP接続の禁止
5.2.1 宅内LANでの検索、共有

セキュリティチェックリスト関連項目

19【規程】個人情報や企業情報が含まれるデータファイルには、必ずパスワードを
設定し、暗号化する。
23【規程】貸与端末に個人利用のソフトウェアのインストールや、データをインポー
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トさせない。
30【規程】社内利用したPCを在宅端末に転用する場合は、Windowsを新規にセット
アップし、不要なデータ、ソフトウェアを排除する。

15.1.8 製品・サービス分類／RPAツール
表 15-16
会社名

ネクストウェア株式会社

製品・サービス名

WinActor（ウィンアクター）

製品・サービスの特徴

WinActorは、日々のパソコン定型業務を自動化するソフトウェア型ロボットです。
小規模組織から、大企業まで様々な用途で定型作業に要する時間をロボットが削
減し、貴重な人材＆時間の確保で働き方改革を支援します。

製品・サービスの紹介URL

http://www.nextware.co.jp/product/winactor/

製品・サービス価格

WinActor フル機能版 標準定価
\908,000.-/年
実行版
標準定価
\248,000.-/年
管理ロボ 標準価格 \2,280,000.-/年

お問合せ先

東京オフィス
電話番号：03-5447-2511
名古屋オフィス 電話番号：052-201-9880
大阪オフィス
電話番号：06-6281-2711

セキュリティポリシー関連項目

8.2.1 Windows Serverのログ
8.2.2 Windowsクライアント（貸与端末を含む端末）のログ

セキュリティチェックリスト関連項目

46【ログ】貸与端末、サーバーのセキュリティログ、アプリケーションログ、システム
ログ、アンチウイルスソフトのログの保存を行う。

15.1.9 製品・サービス分類／コンサルティングサービス
表 15-17
会社名

ネクストウェア株式会社

製品・サービス名

WinActor導入支援パック

製品・サービスの特徴

WinActorは、少しパソコンに詳しい人がちょっとしたコツを理解して、システムエン
ジニアが要らずに使えます。しかし、本当の力を発揮するには、豊富な経験を活
かした導入支援サービスや教育サービスの利用が効果的です。

製品・サービスの紹介URL

http://www.nextware.co.jp/product/winactor/

製品・サービス価格

WinActor導入支援パック
訪問型有償トライアル2ヶ月お試しパック 参考価格 \190,000.集合型有償トライアル2ヶ月お試しパック 参考価格 \120,000.初期導入支援スタートパック
参考価格 \500,000.シナリオ作成技術相談パック
参考価格 \350,000.シナリオ作成支援
別途、都度見積

お問合せ先

東京オフィス
電話番号：03-5447-2511
名古屋オフィス 電話番号：052-201-9880
大阪オフィス
電話番号：06-6281-2711

セキュリティポリシー関連項目

8.2.1 Windows Serverのログ
8.2.2 Windowsクライアント（貸与端末を含む端末）のログ

セキュリティチェックリスト関連項目

43【ログ】貸与端末、サーバーのセキュリティログ、アプリケーションログ、システム
ログ、アンチウイルスソフトのログの保存を行う。

表 15-18
会社名

日本事務器株式会社

製品・サービス名

Customer Success Service

製品・サービスの特徴

「ワークスタイル変革」を志向する企業にソリューションの提供だけではなく、企業
の生産性向上、社員同士のコラボレーションの深耕を目指し、行動改革や環境整

6

Copyright© 2018 CSAJ All Rights Reserved.

備推進といった施策をお客様と共創するサービスです。
製品・サービスの紹介URL

なし

製品・サービス価格

20万円〜

お問合せ先

事業推進本部 ITプラットフォームソリューション企画部
電話番号：050-3000-1523

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

15.1.10 製品・サービス分類／その他
表 15-19
会社名

株式会社コネクティル

製品・サービス名

テレワーク適性検査サービス

製品・サービスの特徴

テレワーク勤務に必要な基本的な資質や志向性などを５つの指標軸で検査し、テ
レワーク適性度を診断します。検査結果は、社員のテレワーク勤務可否の判断材
料としての活用や、注意点の確認を行うことができます。

製品・サービスの紹介URL

http://www.workdive.co.jp/service/aptitude_test/

製品・サービス価格

3,000～15,000円

お問合せ先

メールアドレス：info@workdive.co.jp

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

表 15-20
会社名

クオリティソフト株式会社

製品・サービス名

ISM CloudOne

製品・サービスの特徴

PCやスマートフォンのIT資産管理、セキュリティ対策が行えるクラウド型の製品で
す。自動脆弱性診断や操作ログ取得、ソフトウェア起動制御、外部デバイス制御
等の機能を搭載しており環境を問わず端末管理が行えます。

製品・サービスの紹介URL

https://ismcloudone.com/

製品・サービス価格

各販売店様のホームページよりご確認ください。
https://ismcloudone.com/partner/

お問合せ先

メールアドレス：sales@qualitysoft.com 電話番号：0120-014-691

セキュリティポリシー関連項目

5.1.2 貸与PCのデータ管理/ハードウェア・ソフトウェアの管理
5.1.3 貸与PCの脆弱性管理/OS・ソフトウェアのバージョン管理を支援
5.1.4 貸与PCの暗号化/ISMCのHDD暗号化機能なら暗号化のステータス管理と
複合鍵の統合管理がコンソール上から可能
5.1.6 貸与PCのアンチウイルスソフトによる電子メールの検知/ふるまい検知で未
知のマルウェアや脆弱性攻撃を防御
5.1.8 貸与PCのRDP接続の禁止、デフォルトポートの変更/遠隔操作アプリケーシ
ョンの利用を制限
5.2.2 無線LANのプロトコル/ネットワーク接続制御で無線LANの接続先を制限す
る
5.2.4 宅内端末のアンチウイルスソフトと脆弱性管理/OS・ウイルス対策ソフトのバ
ージョン管理を支援
8.2.2 Windowsクライアント（貸与端末を含む端末）のログ/PCの操作ログ取得を支
援
9.3.2 貸与端末の個人利用の禁止/不適切なWEBアクセスを制御
9.3.3 貸与端末の無許可ソフトウェア、クラウドサービスの使用禁止/不適切なソフ
トウェアの利用を制限
9.3.4 USBメモリの運用/外部デバイスの申請～管理を支援
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セキュリティチェックリスト関連項目

30【貸与端末】社内利用したPCを在宅端末に転用する場合は、Windowsを新規に
セットアップし、不要なデータ、ソフトウェアを排除する。
31【貸与端末】ユーザーが利用中の端末を在宅端末に転用する場合は、OS,アプ
リケーションのセキュリティパッチの適用を確認する。
33【貸与端末】OS・ミドルウェア、アプリケーションの脆弱性を管理する
35【貸与端末】アンチウイルスによる完全スキャンを実施する
36【貸与端末】電子メールのアンチウイルスソフトによるマルウェア検知を実施す
る
45【宅内端末】アンチウイルスソフトを適用する
46【ログ】貸与端末、サーバーのセキュリティログ、アプリケーションログ、システム
ログ、アンチウイルスソフトのログの保存を行う。

表 15-21
会社名

株式会社バーズ情報科学研究所

製品・サービス名

BIRDS FAX+（バーズ ファックス プラス）

製品・サービスの特徴

ＷＥＢブラウザとインターネット環境があれば会社宛のＦＡＸを社外から確認、ＦＡＸ
送信もできるクラウド型サービスです。受信ＦＡＸの自動振分やステータス管理、参
照・編集制限など業務用機能を搭載しています。

製品・サービスの紹介URL

https://www.birds.co.jp/service/fax/

製品・サービス価格

[初期]32,000円 ※ライトプラン
[月額]基本料：22,000円、受信料(1,001枚目より)：20円×枚、送信料：15円×枚

お問合せ先

営業本部ES営業部 部長 佐々木邦之
メールアドレス：sasaki@birds.co.jp 電話番号：03-5744-7151

セキュリティポリシー関連項目

10.1 ブラウザがTLSの状態であることを理解させる。

セキュリティチェックリスト関連項目

26【教育】ブラウザがTLS/SSLの状態であることを理解させる。

表 15-22
会社名

グローバルフレンドシップ株式会社

製品・サービス名

GFI電子割符®（システム等開発用ライブラリ）

製品・サービスの特徴

電子情報をビットレベルで分割し分散管理する為の複数ファイルを生成します。そ
れら分割後のファイルは個人情報等の法令の定義項から除外されることの確認が
できております。更に復元条件設定が可能です。

製品・サービスの紹介URL

http://www.gfi.co.jp/

製品・サービス価格

個別応談（商用開発以外にも、試作、実証実験、自社内使用等対処）

お問合せ先

メールアドレス：gfi-info@gfi.co.jp

セキュリティポリシー関連項目

5.1.2 貸与PCのデータ管理
5.1.4 貸与PCの暗号化
7.1.1 VPNの方式検討
7.1.3 VPN接続時のクレデンシャル（ID、パスワード等の認証情報）
7.1.4 大規模な通信障害
7.1.5 VPN接続の否認
8.1 通信装置
8.2 Windows
8.3 ログの統合分析
9.1 データの暗号化
9.2 クレデンシャルの安全
9.3.4 USBメモリの運用
10.4 電子メールは暗号化されず、平文で通信が行われていることを理解させる

セキュリティチェックリスト関連項目

10【VPN・通信】VPNの方式を検討し、接続手順と認証方式を定め保守する。
12【VPN・通信】VPN接続時のクレデンシャル (ID、パスワード等の認証情報) の保
護、運用管理を行う。
15【VPN・通信】】VPN接続での否認、なりすましを排除する。
19【規程】個人情報や企業情報が含まれるデータファイルには、必ずパスワードを
設定し、暗号化する。
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表 15-23
会社名

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

製品・サービス名

人事管理システムhuubHR

製品・サービスの特徴

紙やExcelで活用できずに眠ったままの人事データを簡単・スムーズ・安全に一元
管理できるクラウド人事管理システム。マイナンバー管理にも対応。

製品・サービスの紹介URL

https://www.huubhr.jp/

製品・サービス価格

月額100円×利用人数

お問合せ先

huubHR営業担当
メールアドレス：kot_sales@h-t.co.jp 電話番号：03-4577-9567

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

表 15-24
会社名

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

製品・サービス名

Windowsログオン認証 KING OF TIME セキュアログイン

製品・サービスの特徴

クラウド認証でWindowsログオンを簡単・安全にしてくれるセキュリティサービス。勤
怠管理システムKING OF TIMEと連携すればWindowsログオン・ログオフ時間を出
退勤時間として使うことができます。

製品・サービスの紹介URL

https://www.kot-sl.jp/

製品・サービス価格

月額200円×利用人数

お問合せ先

KING OF TIME セキュアログイン 営業担当
メールアドレス：fps@h-t.co.jp 電話番号：03-4570-8554

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－

表 15-25
会社名

日本事務器株式会社

製品・サービス名

LanScope Cat for Cloud

製品・サービスの特徴

PC操作ログ管理、PC資産管理、アプリ稼働管理、外部デバイス管理で、利用デバ
イス、環境、利用者の安全・安心を確保します。

製品・サービスの紹介URL

https://ezharness.jp/service/hosting-plus/lanscope/

製品・サービス価格

LanScope Cat for Cloud Basic ローレンジモデル 34,800円〜

お問合せ先

日本事務器 事業推進本部 ITプラットフォームソリューション企画部
電話番号：050-3000-1523

セキュリティポリシー関連項目

5.1.1
5.1.2
5.1.3
8.2.2

セキュリティチェックリスト関連項目

21【規程】在宅勤務で使用される貸与端末の管理規定を定める。
24【規程】貸与端末に会社が許可していないソフトウェア、ツール、オープンソー
ス、クラウドシステム等を利用させない。
31【貸与端末】ユーザーが利用中の端末を在宅端末に転用する場合は、OS,アプリ
ケーションのセキュリティパッチを適用を確認する。
33【貸与端末】OS、ミドルウェア、アプリケーションの脆弱性を管理する。

貸与PCのセットアップ
貸与PCのデータ管理
貸与PCの脆弱性管理
Windowsクライアント（貸与端末を含む端末）のログ

表 15-26
会社名

BBソフトサービス株式会社

製品・サービス名

Zenlok Archive （ゼンロックアーカイブ）
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製品・サービスの特徴

Zenlokは、電子メールと連携し退職者を含めたメールデータをクラウド上に最大7
年間 容量無制限で暗号化し保管します。Offce365とG Suiteといったクラウドメー
ルだけでなく、SMTPリレー接続できるメールにも対応しています。簡易的な管理画
面で、検索、エクスポートなど情報監査に必要な機能を1ライセンス 年額 2,400円
にて提供します。

製品・サービスの紹介URL

https://zenlok.jp/

製品・サービス価格

製品名：Zenlok Archive
価 格：年額 １ライセンス 2,400円（税抜）

お問合せ先

Zenlok事業統括部 Zenlok営業担当
メールアドレス：biz-service@bbss.co.jp

セキュリティポリシー関連項目

－

セキュリティチェックリスト関連項目

－
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