＜スマートデバイスの情報漏洩対策やアプリ管理を
検討されるお客様におすすめ＞

スマホ・タブレットの業務活用をセキュアにサポート
～モバイル管理に必要な機能をオールインワン提供～
FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICSⅡ モバイルマネジメント AirWatch by Vmware
企業にとってモバイルは重要な戦略ツールであり、現場からの情報の提供・社内コンテンツの有効活用・社内システム連携など欠
かすことはできないものとなっている反面、ツールを社外に持ち出すことで、常に情報漏洩などリスクを伴うものとなっています。
「モバイルマネジメント AirWatch by VMware」は、利用者にとって利便性が高く、管理者にとって
管理しやすい、モバイル管理に必要な機能をオールインワンで提供するクラウド型月額サービスです。

リモート
監視・制御

お客様管理者

モバイルマネジメント
AirWatch by VMware
(SaaS)

・アプリ配信/利用制限
・コンテンツ管理

Internet



利用者端末
リモートロック
データ消去

スマートデバイス管理システムグローバルシェアNo.1
世界150か国、 16,000 社以上での利用実績



社給端末からBYODまでスマートデバイスをセキュアに管理
紛失時など緊急時は業務領域のみのデータ消去



クラウド型サービスで導入コスト・維持コストが安価
月額400円/台（スマートデバイス25台）からスタート可能

スマートデバイスの業務活用における課題・解決手段

課題/要望

解決手段

●スマートデバイスの導入をご検討のお客様

●リモートでの端末ロック・データワイプはもちろん、通信・アプリケーショション・コン

・生産性向上、業務連携のスピード向上のために、スマートデバ

テンツファイルともに暗号化しているため、安全に利用できます。

イスを活用したいが、紛失時や使用時の情報保護は大丈夫だろ
うか？

●コンテナ化した専用領域でファイルを一括管理するため、AirWatchContent

・社内コンテツを手軽に利用して、セキュアに資料を外出先でま

Locker※でのみファイルアクセスが可能です。モバイル管理機能（MDM）と

とめたい。

組み合わせて、この領域のみを

・パブリックアプリ、業務アプリをセキュアに手軽に利用したい。

ワイプ可能です。

・社員の個人デバイスを利用したいが、業務コンテンツをセキュ
アに利用できるのか、不安

●組織により、異なるセキュリティポリシーの設定とユーザを階層管理できます。

●既にスマートデバイスを導入されているお客様

●豊富な業務システム連携をセキュアに行うことができます。

・モバイルのセキュリティ管理は既に行っているが、組織変更に
伴った柔軟なポリシー反映に対応できない。
・セキュリティレベルを落とさないで、業務活用を促進させたい。

http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/network/mobile/airwatch/
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モバイルマネジメント AirWatch by VMｗareの特長
●組織構造の合わせた柔軟な管理

●一つの管理コンソール
異なるプラットフォームと様々なデバイスを対象とした
すべての企業所有・社員所有・共有モバイルデバイスを
一括で管理できます。また状況をリアルタイムで把握できます。

組織により、異なるセキュリティポリシーの設定と
ユーザを階層管理できます。
全社

ロケーション

。

支社

支社

ビジネス組織
販売

●AirWatch Browserで安全で見やすいWeb閲覧

販売

製造

●複雑なポリシー設定の手間を省略できます。

・管理ブラックリスト/ホワイトリストURLの設定
・Cookieの無効化/暗号化/自動削除
・キャッシュ・履歴の無効化
・ブックマークの設定

ポリシー設定の雛形により、セキュリティポリシーの事前設定 をサポート
します。
社給デバイス
Advance
Basic

ログイン画面

企画

個人デバイス（BYOD）

•
•

パスコードの有効期限の設定
複雑なパスコード

•
•

パスコードの有効期限の設定
複雑なパスコード

•
•
•
•
•
•
•

パスコードの設定
iTunesの禁止(iOSのみ)
iCloudの禁止(iOSのみ)
カメラの禁止
侵害状態を検知してメール通知
最終アクセス日でメール通知
違反検知で企業情報自動削除

•
•
•
•

パスコードの設定
侵害状態を検知してメール通知
最終アクセス日でメール通知
違反検知で企業情報自動削除

ログイン後

お客様社内システム連携（例）
●AD連携により、スマートデバイスからシームレスな社内連携を実現（AirWatch Cloud Connector）
・ログインIDの統一よる煩雑な認証作業を省力化、ID管理を省力化
・既存のLDAPによるユーザ認証、社内の証明書サービスと連携
・ACC（AirWatch Cloud Connector）に搭載するアプリケーションは管理コンソール画面 にてAirWatchサイトよりダウンロード（無料）

お客様環境

モバイルマネジメント
AirWatch by VMware

Active Directory
AirWatch Cloud Connector※

※ACCの構築は別途ご契約が必要です。

接続可能システム：
Active Directory・LDAP・証明書サービス

●他にも社内メールサーバー・ファイルサーバー連携など豊富な連携機能をサポートしています。

価格（例）
●月額400円より （デバイス一台あたり ：ID）
サービスの詳細については、富士通Webサイトにて公開しています。下記URLからアクセスしてご参照ください。
http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/network/mobile/airwatch/
お問い合わせ先

富士通コンタクトライン 0120-933-200
受付時間 9：00 ～ 17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

2016年4月

http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/network/mobile/airwatch/
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＜営業部門、保守部門、配送部門など
外出先からの電話連絡が多いお客様におすすめ＞

ビジネスに最適なAndroidスマートフォンが
月額4,780円
FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICSⅡ ユニバーサルコネクト スマートデバイスサービス
ビジネス利用に最適なスマートフォンが端末代金込み、サポートデスク付で国内音声は定額で話し放題！
ARROWS Smartphone
M305/KA4

モバイル回線
（通信SIM）

Browser
for FENICS

富士通モバイル
サポートデスク

月額

4,780円
端末利用料

音声通話料(定額)
パケット利用料(1GB)

端末＆OS
サポート

※別途。初期費3,000円が必要です。
※月間の通信量が１Gを超えた場合は通信速度が128Kbpsに制限されます。
(月間の通信量３G (月額6,280円)、 7G(月額7,680円) のプランもございます）
※本サービスの最低利用期間は24ヶ月になります。
※提供する回線の電話番号は新規で払い出しとなります。

富士通だ
け！

 国内通話料込み
 高速データ通信が
1GBまで
※詳細は、裏面をご参照ください。

通話時間60分時

通話料が定額なので音声通話の
多いお客様も安心して利用可能！
①他の通信キャリアAよりも安価な定額プラン

②月内で25分以上通話する場合は
MVNO事業者よりもお得

セキュアブラウザ
利用料

携帯キャリア
(通話料定額)

基本利用料(通話料込)

富士通
(通話料定額)

基本利用料(通話料込)

¥6,880

①
¥4,780

②

MVNO事業者
(従量制通話料)

基本利用料

通話料

¥6,466～

ビジネスに最適なスマホをご提案
「高い耐落下性能」 、 「堅牢な筐体」 、 「生体認証による強固なセキュリティ」 、 「タフなバッテリー性能」
等の機能を備え、ビジネスユースに最適です。
優れた耐落下性能で
落としても安心

富士通 法人向けAndroidスマートフォン
ARROWS Smartphone
M305/KA4

当社独自の厳しい評価基準で試験※を
実施しています｡

万全のセキュリティ

指紋認証で不正使用や情報漏えいを
シャットアウト！また、端末暗号化や
SDカード暗号化で情報をしっかり守ります。

※落下試験：1.5mより落下、 衝撃試験、
振動試験 など

頑丈設計!!

バッテリー長持ち

防水(IPX5/IPX8)
・防塵(IP5X)・耐薬品

法人向けスマートフォンとして安心の2,500mAh
電池と省電力設計。消費電力が少なく、バッテ
リーが長持ちするから、屋外での利用時も安心です。

防水・防塵仕様のため、屋外や現場などでの作業
もOK！また、タッチパネルは軍手や手袋※
をしたままでも使用可能です。

連続通話時間：約670分
連続待受時間：約950/700時間（UMTS/LTE)

※厚さ2mm未満。手袋の素材によっては
正確に認識・判別されない場合があります。
※対象耐薬品は、エタノール、IPA、次亜塩
素酸ナトリウムです

テザリングもOK！

http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/network/mobile/universal-connect/service/smartdevice/
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製品カタログ FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICS

セキュアにどこからでもメールが確認でき、業務効率化が図れます
Browser for FENICS

Office 365、Google
APPSのメール、スケジュール
をどこからでも簡単に、セキュ
アに確認！

社外

Google APPS

Office 365

Internet
使いやすくて便利

・Browser for FENICSにログインすれば、O365等に自動でログイン可能

安全で運用がラク

・端末にデータが残らないので、万一紛失しても情報漏えいのリスクが低い！
・ログイン時にはID/PWに加えて機体認証も行い強固なセキュリティを実現

※音声定額プラン(スマートデバイスサービス LTE Fタイプ/S)のご契約でBrowser for FENICSが利用できます。
【ご参考】Browser for FENICSからのイントラ環境へのアクセスについて
FENICSビジネスネットワーク(ビジネスマルチレイヤーコネクト、ビジネスVPNプラス等)を別途ご契約いただくことで、SaaS系サービスだけでなく、イントラ環
境へのアクセスも可能です。これにより、イントラ環境内へのExchangeサーバや、Lotus Notesへのアクセスも可能です。

スマートフォンの内線活用で業務の効率化、コスト削減が可能です
社内は固定電話機、社外はフィーチャー・フォンの２台運用をスマートフォン１台に統合できます。
外出先
外出先では
フィーチャー・
フォン

導入前

社内

社内は
固定電話

外出先

PBX

代表電話

導入後

社内

PBX

代表電話

社外も
スマホ
社内の内線
もスマホ

･･･

MobiSart
スマホアダブタ
ピックアップ※

社員1人に固定電話機／
社外用携帯電話の2台が必要

（代理応答）
スマートフォン１台で
社内も外出先も利用可能
※ピックアップはPBXが「LEGEND-V」及び「IP Pathfider S」の場合、可能

コスト削減

・固定電話機とフィーチャー・フォンの24セットをスマートフォン24台に集約で172万円
のコスト削減を実現
固定電話機とフィーチャー・フォンの24セット(337万円) → スマートフォンに集約で(309万円)で28万円(２年間)のコスト削減
更に、移動時間にスマートフォン活用することにより、生産性が向上し、残業時間が削減。
0.5時間（1時間工数：5000円）/月のコスト削減効果があると仮定すると144万(2年間)のコスト削減
※機器費のみ。 設定作業費、工事諸費用および、フィーチャー・フォン及びスマートフォンの端末費用回線月額費などは含まず。

業務効率化

・自席以外でも電話にとらわれず業務が遂行でき、業務の効率化が図れます。
・スマートフォンに変えても、ピックアップ、グループ保留などの内線機能が利用できます。

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

富士通コンタクトライン 0120-933-200
受付時間 9：00 ～ 17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
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