
N0. 製品名 概要 特別対応内容

1 TRUST DELETE prime（ワンビ株式会社）

https://www.onebe.co.jp/2020TDM/index.html

在宅勤務、テレワークでの持ち出しパソコンを紛失した際のデータ漏えい対策ソリューション 6月末まで無償

2 楽楽B2B（株式会社ネットショップ支援室）

https://raku2bb.com/news/stayomefor/

卸受発注業務の自動化ツール 3ヶ月間無償

3 Any Clutch Remote（エニークラッチリモート）（株式会社ク

リックス）

https://www.clicks.ne.jp/top/any.php

遠隔操作サービス 2週間無料利用可能

※本契約は14,400円税別/年と

なります。

4 PCAクラウド（ピー・シー・エー株式会社）

https://pca.jp/area_top/20200302.html

基幹業務クラウドサービスの『PCAクラウド』を3ヶ月間無償でご利用いただけます。テレワー

クや在宅勤務でご活用ください。

3ヶ月間無償

5 セキュアSAMBA pro（スターティアレイズ株式会社）

https://securesamba.com/product/sambapro/

パソコンにデータを保存させない、セキュリティに特化したオンラインストレージです。リモー

ト接続ができなくても在宅で社内ファイルサーバーにアクセスすることができます。

2020年6月30日（火）まで無

償提供

6 ISMcloudone（クオリティソフト株式会社）

https://www.qualitysoft.com/itmanagement_news/product

s/1754

テレワークPCをクラウドから守るエンドポイントセキュリティ 無償

7 monoPack（日本ナレッジ株式会社）

https://www.know-net.co.jp/security-monopack/

シンクライアントUSB製品 特別価格

8 MDM・PC管理サービスOptimal Biz、Optimal Biz Remote（株

式会社オプティム）

・製品ページ　　　https://www.optimalbiz.jp/

・申し込みページ　https://www.optim.co.jp/contact/covid-

19

「Optimal Biz」とは、PCやスマートフォン、タブレットなどをクラウドから一括での管理が行

えるMDM（モバイルデバイス管理）・PC管理サービスです。新型コロナウイルスの感染対策と

して在宅勤務を実施する場合、利用する端末の管理が課題となります。「Optimal Biz」を利用

することで、クラウドから一元的に、利用する端末のセキュリティを適切に保つことができま

す。また、「Optimal Biz Remote」を利用することで、遠隔地から画面を共有して操作方法な

どのサポートを実施が可能となります。これらにより、より安心・安全な在宅勤務の実施を支援

いたします。

無償

9 隔作業支援サービスOptimal Second Sight（株式会社オプティ

ム）

・製品ページ

https://www.optim.co.jp/remote/secondsight/

・申し込みページ　https://www.optim.co.jp/contact/covid-

19

「Optimal Second Sight」とは、スマートグラス、スマートフォン、タブレットを用いて遠隔

から作業指示を行うことができる遠隔作業支援サービスです。新型コロナウイルスの感染対策と

して不特定多数の人物との接触機会が多い出張を控えることがあります。「Optimal Second

Sight」を用いることで、出張することなく遠隔地での現場作業に対するサポートをオンラインで

行うことができ、可能な限り業務が継続できるよう支援いたします。

無償

10 OPTiM AI Camera（株式会社オプティム）

・製品ページ　　　https://www.optim.cloud/services/ai-

camera/

・申し込みページ　https://www.optim.co.jp/contact/covid-

19

「OPTiM AI Camera」とは、カメラの映像をAIにより解析することで、さまざまな業務の支援

を行うパッケージサービスです。300種類のAI画像解析サービスがカメラに繋いですぐに利用で

きます。新型コロナウイルスの感染対策として、手洗いやアルコール消毒が有効とされておりま

す。そこで、「OPTiM AI Camera」の「手指衛生モニタリング機能」を用いることで、人物が

出入りした部分を自動抽出し、手のアルコール消毒の実施状況の確認をサポートいたします。な

お、聖路加国際病院にて、「OPTiM AI Camera」を用いた手指衛生モニタリング手法の評価を

行う共同研究を実施しております。

無償

11 オンライン診療ポケットドクター（株式会社オプティム）

・製品ページ　　　https://www.optim.co.jp/covid-

19/telemedicine

・申し込みページ　https://www.optim.co.jp/contact/covid-

19

「オンライン診療ポケットドクター」とは、スマートフォンやタブレットを使って、医師から診

療を受けることができるオンライン診療サービスです。現在オプティムでは、日本国内におけ

る、新型コロナウイルスの二次感染防止に寄与するべく、「オンライン診療ポケットドクター」

を医療機関へ無償提供を行っております。

無償

12 ZENMU Virtual Desktop（株式会社ZenmuTech）

https://zenmutech.com/zvdfree

「テレワーク時の安全なPC利用を」　ZENMU Virtual Desktopは、独自の秘密分散テクノロ

ジーにより、ユーザーデータを仮想ドライブとしてPCとクラウド上に分散管理します。

クラウドサービスにアクセス可能時もしくはオフライン設定時にのみ、PCのデスクトップ環境の

利用が可能です。ユーザーデータは自動的に仮想ドライブへ保管されるため、通常のWindowsと

変わらない操作でセキュアな管理が可能となります。面倒なサーバー設定も不要です。

無償

13 Here's Me（株式会社ミクロスソフトウエア）

https://micros-software.com/heresme/

テレワーク型行動予定表 "Here's Me" は、オフィスに掲示されているホワイトボード型の行動予

定表と同じ 感覚で手軽に利用できるアプリです。どこにいても社員の「行き先」や「帰社時間」

を直ぐに確認することができます。

□その他

14 iTutor（アイチューター）（株式会社ブルー

1対象URL：https://itutor.jp/news/6939-2/

iTutorプロフェッショナル版無償提供のお知らせ

2対象URL：https://itutor.jp/

機能紹介動画（4分）ポート）

「伝わる」「理解できる」コンテンツを効率よく作成出来るソフトウェア。伝わりにくいPC操作

の引継ぎが1度PCを操作するだけで動画やドキュメントのマニュアルに！例えば、テレワーク機

器の使い方～各PC操作～現場作業迄簡単マニュアル化！期間限定で無償で製品版をご利用頂けま

す。ぜひBCP（事業継続計画）に活用ください。

無償

15 ごきげんモニター（ギグワークスクロスアイティ株式会社）

https://gigxit.co.jp/products_services/gokigen-monitor/

在宅ワーク用PCのセキュリティー強化を支援します。出勤時のログインから退勤時のシャットダ

ウンまで、パソコン操作を全て動画で記録できるクラウドサービスです。

内部犯行による情報漏洩の抑止やセキュリティー事故発生後の原因究明の対応に備える事ができ

ます。

無償

16 ごきげんカウンター（ギグワークスクロスアイティ株式会社）

https://gigxit.co.jp/products_services/gokigen-counter/

在宅ワーク時に減少しがちな従業員同士のコミュニケーション強化を支援します。「顔が見えな

い」在宅ワークでも、従業員ひとり一人の気持ち“感情”を見える化できるクラウドサービスで

す。従業員の不安や心配などのネガティブな気持ちを早期に発見して、いち早くサポートできま

す。

無償

17 コラボフロー（株式会社コラボスタイル）

https://www.collabo-style.co.jp/

コラボフローは、WebとExcelが使える方なら誰でも簡単に作れて直せる、直感的な操作性を持

つワークフローシステムです。今お使いのExcel帳票をそのままWebフォームに変換できるた

め、社内の申請・承認の業務改善を簡単に始められます。

（無償導入支援サービス）オ

ンラインレクチャー、汎用帳

票12種を提供、申込企業の専

用帳票を1帳票作成

18 AIチャットボット「Neurox」（株式会社SPJ）

https://spjai.com/covid-19/

テレワークでも顧客対応が可能なWebチャットツール、及び自動顧客対応チャットボット 無償



19 SONR.（株式会社エクスト）

製品ページURL 　　https://guide.sonr.jp/

お問い合わせは下記URLのフォームお問い合わせ項目「SONR.ト

ライアルキャンペーン」を選択の上お申し込みください。

詳細につきましては、追ってご案内いたします。

お申込みフォーム：https://guide.sonr.jp/inquiry

SONR.は、タスク管理が簡単にできるクラウド型社内コミュニケーショ  ンツールです。「もっ

ともシンプルで、もっとも簡単な」をコンセプトに、どな  たでも簡単に社内にある情報を整理

し、必要なメンバーに伝達することが可能です。

弊社では以前からSONR.を活用したテレワークを実施していますので、まずはお気軽にご相談く

ださい。

2か月無料キャンペーン

20 奉行クラウド（株式会社オービックビジネスコンサルタント）

https://www.obc.co.jp/corporate/outline/news/news20032

6

・申込フォーム：https://www.obc.co.jp/bugyo-

cloud/tlwsup/inquiry/

上記申込フォームに必要事項をご記入ください。当社より追って

ご連絡差し上げます。

『奉行クラウド』はサーバやプログラムディスクを必要とせず、パソコンとインターネット環境

があれば、どこでも、すぐに、簡単に、そして高いセキュリティ環境のもと安全に業務ができま

す。90日間無償提供期間中は、『奉行クラウド』の通常商品と同等の機能を提供し、OBCサポー

トセンターもご利用いただけます。

・実施期間：2020年5月31日まで

・無償期間：90日間

・対象商品：勘定奉行クラウド／給与奉行クラウド／商奉行クラウド

蔵奉行クラウド／奉行Edge 勤怠管理クラウド Aシステム以上

・対象ライセンス：1ライセンス

無償（90日間）

21 Webセミナー（株式会社フォーラムエイト）

https://seminar.forum8.co.jp/index.html?popup=web

国内であればインターネットとパソコンでどこからでも参加できる「Webセミナー」を提供。視

聴のみでお得な価格の「ライブ」、講師への質問・回答が可能な「Wインタラクティブ」をご用

意しています。

一部有料

22 スイート会計シリーズ（株式会社フォーラムエイト）

http://www.forum8.co.jp/product/conacc.htm

リアルタイム経営を実現する、安価で高機能な一般／建設業向けクラウド会計／給与／資産管理

システム。大手会計ソフト連携、オンラインサポート対応。公認会計士サポート／入力支援サー

ビスですぐに運用可能です。建設会計は工事管理・給与計算に連携し入力ユーザ数無制限。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

23 UC-1 Cloud 自動設計 BOXカルバート（株式会社フォーラムエイ

ト）

https://www.forum8.co.jp/product/uc1cloud/box.htm

マルチプラットフォーム、ブラウザ対応。フォーラムエイトのUC1設計シリーズと連携し、自動

設計後にデータファイルをエクスポートして「BOXカルバートの設計・3D配筋」で読み込み、詳

細設計や計算書、図面の出力が効率よく可能です。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

24 UC-1 Cloud 自動設計 擁壁（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/uc1cloud/wall.htm

適用基準や形状・土質等の入力項目を必要最小限のみとし、自動配筋等の複数の自動設定機能も

搭載。フォーラムエイトのUC1設計シリーズと連携し、概略設計後の結果をもとに「擁壁の設

計・3D配筋」で詳細設計や計算書・図面出力が効率よく可能です。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

25 UC-1 for SaaS グループウェア（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/UC1forSaaS.htm

事務処理機能／ファイル転送サービス／クラウドデータバックアップサービス／ファイル共有

サービス等のグループウェアをネットワーク経由のサービスとして提供しています。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

26 UC-1 for SaaS FRAME（面内）（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/UC1SaaS-frame.htm

面内荷重解析システム「FRAME(面内)」をWebサーバアプリケーション化。従来製品と同等の面

内解析機能、入力支援機能をサポートしています。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

27 UC-1 for SaaS FRAMEマネージャ（株式会社フォーラムエイ

ト）

https://www.forum8.co.jp/product/UC1SaaS-manager.htm

FRAME(面内)、(面外)、(IL) の計算機能を網羅した、任意形平面骨組解析のWebサーバアプリ

ケーション。荷重ジェネレート機能、部材断面の断面積、断面二次モーメントなどの断面諸元算

出など従来製品の機能を搭載しています。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

28 UC-1 for SaaS RC断面計算（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/UC1SaaS-RC.htm

鉄筋コンクリート断面の応力度計算、断面照査システム「RC断面計算」をWebサーバアプリケー

ション化。許容応力度法による断面照査、限界状態設計法による断面照査等、従来製品と同等の

機能をサポートしています。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

29 UC-Draw for SaaS（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/UC1SaaS-draw.htm

土木専用コマンドを備えた2次元汎用CAD「UC-Draw」のクラウド版。計算機能のある鉄筋表生

成機能、作表機能、ラスターベクタ混在編集が可能なラスタ機能、シンボル集、帯表／柱状図作

成機能、線形変換機能などを搭載し、土木製図に威力を発揮します。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

30 電子納品支援ツール for SaaS（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/UC1SaaS-f8dn.htm

国土交通省 / 農林水産省 / 日本道路公団土木設計業務及び工事完成図書についての電子納品業務

を支援する統合環境支援ツールのクラウド版。1製品で土木設計業務、工事完成図書、地質調査

業務、測量業務などに対応し、電子納品媒体作成を支援します。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

31 3D配筋CAD for SaaS（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/UC1SaaS-3Dcad.htm

Android(TM)端末で配筋図3次元表示および2次元図面同時表示をサポートした現場ツール。3D

ビューの視点移動、鉄筋・躯体の表示設定の切り替え、図面確認に対応。端末で撮影した写真を

配筋データの視点と関連付けて保存できます。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

32 BCP作成支援ツール（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/uc1/ijikanri/BCP.htm

被災時に、社員の配置を倒壊危険や火災危険度、地震リスクなどのハザードマップと重ね合わせ

て地図上で確認可能。緊急時の配置計画に利用できます。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

33 スイートデータ消去（株式会社フォーラムエイト）

https://www.forum8.co.jp/product/suite/data.htm

データ漏えい対策のためのHDD/SDD消去ツール。DEC（データ適正消去実行証明協議会）認証

に適合し、PCの安全な廃棄・リサイクルを支援します。

特別価格（期間中定価から

20％OFF）

34 Parallels Remote Application Server（コーレル株式会社）

https://www.parallels.com/jp/products/ras/remote-

application-server/

テレワークや BCP 対策に素早く対応、スモール スタートも可能な VDI / アプリケーション仮想

化ソリューションです。「優れた費用対効果」、「簡単かつ柔軟なプラットフォーム展開

（AzureやAWSに対応）」、「画面転送と2要素認証による安全性」、「マルチOS対応のクライ

アント アクセスとUX」などの特徴を持った本製品の無償トライアルを通常1か月提供。

無償：１ヵ月

35 Parallels Desktop Pro （ダウンロード版）（コーレル株式会

社）

https://www.parallels.com/jp/products/desktop/pro/

インストールは、数ステップで簡単。煩わしいメモリ・ハードディスク・ドライバー設定も不要

です。WindowsとMacのアプリ間での「コピー＆ペースト」「ドラッグ＆ドロップ」「ファイル

共有」「クラウドドライブ共有」などもシームレスに利用可能。最新macOS 10.15

（Catalina）への対応や Windows 10最新版以外にも古いWindows環境やMacOS、Linux OSや

Chrome、AndroidなどのゲストOS環境も提供します。開発者やパワーユーザーなど、要求の高

いプロのユーザーを念頭において設計さたParallels DesktopR for Mac Pro Edition では、VM

に割り当てられた最大 128 GB の仮想 RAM と最大 32 基の仮想 CPU により、処理能力が一段

と向上しています。

2 週間の無償トライアル

「CSAJ会員様限定特価販売サ

イト

(https://bit.ly/2RJoS0D)」よ

りご購入いただけます。

＊2020年5月末まで

36 SWANStor（スワンストア）（情報技術開発株式会社）

https://www.tdi.co.jp/solution/swanstor

SWANStor の導入には、難しいネットワークの知識は必要ありません。ネットワークの設定変更

は不要で、社内にSWANStorを導入するだけで、リモートアクセスの環境が手に入ります。ウェ

ブアプリ、クライアント・サーバーアプリを問わず、様々なアプリケーションに対応し、イン

ターネット回線があれば通信キャリアを問わず、ご利用いただけます。

評価貸出

37 Office365 E1ライセンス6か月無料/テレワーク導入コンサル・構

築費30時間分無料提供（AZPower株式会社）

http://pcp.azpower.co.jp/telework/

テレワーク導入支援Wキャンペーン

①「テレビ会議・チャットシステム(Office365 E1)6カ月無償提供」

②「Windows Virtual Desktop/EMS/ネットワーク環境など対象サービス導入時のコンサルティ

ング・構築費30時間分無償提供」

無償：利用開始から6か月間

（一部有料）



38 Fileforce（ファイルフォース） （ファイルフォース株式会社 ）

https://www.fileforce.jp/lp/telework2020

IT活用によるテレワークに適した業務環境構築に課題を持つ企業様に、テレワーク導入時でも社

内外とのファイル共有を安全・シンプルに行える「Fileforce」の緊急テレワーク支援無償プログ

ラムです。

無償

39 サイボウズがテレワークで得た経験を共有するサイト（サイボウ

ズ株式会社）

https://cybozu-remotework.qloba.com

 テレワーク導入の経緯、実践のポイント、テレワークに関する資料が満載！ 製品については１ヶ月無料

40 テレワーク セミナー（オンライン） （サイボウズ株式会社）

https://teamwork.cybozu.co.jp/seminar/

テレワークが普及しない原因はどこにあって、成功させるにはなにが重要なのか？テレワーク歴

の長いサイボウズだからわかる、テレワーク成功のコツをご紹介するセミナーです。

有償

41 情報漏えい対策ソフト FUJITSU Software Portshutter

Premium （ポートシャッター プレミアム）（株式会社富士通ソ

フトウェアテクノロジーズ）

https://www.fujitsu.com/jp/group/fst/products/portshutter

-premium/telework/?from=csaj202004

テレワークにより、持ち出しが必要となるPCの情報漏えいを防止できます。 3カ月間の体験版(無償)利用

42 Microsoft Teams 導入 電話転送サービス (コロナ対応テレワー

ク) （anbx株式会社 ）

https://www.anbx.net/teams-telework/

Microsoft Teams 導入 電話転送サービス は 主に在宅ワーク向けとして、現在ご契約されている

会社電話番号への電話着信を Microsoft Teams へ転送し、個別のPCへ着信・応対を可能とする

サービスです。個別PC間での転送機能もあるため、さながらオフィス内で電話を受けるような動

作を再現する事が可能です。

無償　マイクロソフトのライ

センスが半年間無償

特別価格　初期費用20%引き


