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新着情報

FENCE-Mobile RemoteManagerは、Android™端末等スマートデバイス向けセキュリティ
対策を一元管理するMDMソリューションです。MDMとは、Mobile Device Management
の略で、モバイル端末管理のことを指します。iOSやAndroid™などのスマートフォンやタブレット、
社外に持ち出して利用するモバイルパソコンなどを企業の統一ポリシーで管理し、紛失・盗難
時の対策や不正利用などによる情報漏えいリスクから端末を守ります。

【ここがポイント】
①様々なエンドポイントに対応：AndroidやiOS、モバイルPCのOSであるWindowsなど、MDMとして求められる多種

多彩な端末の管理を一元化できます。
②多彩なMDM機能：デバイス制御や緊急時のリモートロックなど、スマートデバイスの様々な機能や情報をコントロール

し、PCレベルのセキュリティ対策を実現します。
今回、Google Playに公開されているアプリと企業で作成した業務用アプリをお客様専用のGoogle 
Playストアで管理できる「managed Google Play」に対応しました。(Androidのみ)

③簡単導入・安心運用：クラウドサービスでの提供により、サーバなどの設備投資や構築、従来のようなスマートフォン
ごとでのセットアップ作業が不要となり、短期間・低コストで運用を開始することができます。

概要

FUJITSU Security Solution

FENCE-Mobile RemoteManager

 マルチキャリア、マルチデバイス対応により利用機種
を問わず端末を遠隔から一元管理可能。

 クラウドサービスでの提供により、低コストかつ
スピーディーに導入が可能。

 運用代行サービスにより、管理者不在時や業務
時間外のセキュリティも安心。

効果

 端末の盗難・紛失による情報漏えい対策が必要。
キャリアやOSは混在。

 コストや時間をかけず端末のセキュリティ管理を実
現したい。

 管理者不在時のセキュリティ対策。

課題

 スマートデバイス（スマートフォンやタブレットなど）を業務で使用する際の端末一元管理および遠隔からのセキュリティポリシー
適用や盗難・紛失対策が可能です。

 いつでもどこでも使用できるモバイル端末のセキュリティ対策をサポートします。

管理者
（例：情報システム部門）

サービスデスクお客様 クラウド型サービス

FENCE-Mobile 
RemoteManager

デバイス管理
（制限・指示）

遠隔コントロール

・リモートロック
・リモートワイプ

運用代行

※1：運用代行サービスは
オプションサービスとなります。

運用代行サービス （※1）

資産管理 アプリケーション管理 紛失・盗難対策

・ハードウェア情報
・OS情報
・アプリ情報

・アプリケーション配信指示
・アプリケーション利用制限

・ロック ・ワイプ
・位置情報

・カメラ制御
・無線LAN制御
・音声ダイヤル制御
・無線LAN制御

など

＜注意＞OSにより対応している機能が異なりますので、機能詳細につきましては、別紙の機能一覧を参照ください。デバイス管理

不正利用対策

ウイルス対策

i-FILTER
ブラウザ－

オプションサービス

＜New＞
ｍanaged Google Play対応
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アプリケーション管理のエンハンス内容

「managed Google Play」※のサポート開始により、Android端末にて公開アプリ、プラベートアプリの管理
機能が追加され業務で利用するアプリの効率的な管理が可能となります。

※：managed Google Play は、Google Playに公開されているアプリケーション(無償)、企業で作成した業務用
アプリケーションをGoogle Playのプラットフォームを利用して、企業が管理/配布ができるサービスです。

managed Google Play対応 (Androidのみ)

 公開アプリケーションの管理
管理者にてお客様専用のGoogle Playストアに表示させるアプリケーションを指定できます。

 プライベートアプリケーションの管理
お客様で開発したアプリケーション（インハウスアプリ）もお客様専用のGoogle Playストアに
登録可能です。

 サイレントインストール／アンインストール
お客様専用のGoogle Playストアに登録されているアプリケーションのサイレントインストール、
アップデートおよびアンインストールが可能です。

 アプリケーションごとの個別設定
メールアプリケーション等のユーザ名やメールアドレス等、アプリケーションごとの個別設定内容を
配布可能です。

従来のGoogle Play利用イメージ

ゲームやショッピング、ファ
イナンスなどいろいろなア
プリが表示され、インス
トールできます。

企業専用のアプリサイトイメージ

公開されているアプリのう
ち、企業で利用するアプリ
のみを表示。
企業独自で開発した社
内用アプリ（インハウス）
も企業専用サイトに表示
可能。

価格

サービス内容 標準価格（税抜き） 備 考

基本利用サービス 月額費用 ¥300／1端末 最低契約期間は1年間、最低利用数は10端末となります。

基本利用サービス（Light版） 月額費用 ¥100／1端末 最低契約期間は1年間、最低利用数は10端末となります。

オ
プ
シ
ョ
ン

運用代行サービス 初期費用 ¥50,000 運用代行サービスを導入する際、手順書作成費用となります。

月額費用 ¥ 20／1端末 利用数は基本利用サービスと同数となります。

ウイルス対策サービス 月額費用 ¥200／1端末 Androidのみの機能となります。

i-FILTER ブラウザ－サービス 月額費用 ¥200／1端末 利用数は基本利用サービスと同数となります。

月額費用について

 料金の計算範囲は前月２１日から当月２０日までです。

 各月の月額費用は、２０日時点の契約端末数によります。

 契約端末数の変更は、変更申込書を受領後、３営業日程度で完了します。

 開始月および解約月の日割り計算はございません。

 基本利用サービスを開始後12ヶ月未満で全解約した場合、中途解約料金が発生します。
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FENICSクラウドメールセキュリティは、Office 365等のクラウドメールサービスに対応したメールセキュリティソ
リューションです。従来のアンチウイルス・アンチスパムに加え、未知のマルウェアやランサムウェアといった脅威にも
標準で対応しています。

【ここがポイント】
① お客様が利用しているメールサービスを問わず容易に導入が可能（MXレコードの変更）
② マルウェア・ランサムウェアに対して多層防御が可能
③ Office 365をご利用のユーザは、メール到達後でも検知したマルウェアを削除可能※

※利用者が端末へダウンロードした場合を除く

FUJITSU Managed Infrastructure Service
FENICS クラウドメールセキュリティ

新着情報

概要

「FENICSクラウドメールセキュリティ」は、サイバー攻撃の主要な侵入経路となっているメールを対象としたセキュリ
ティソリューションです。
巧妙化する標的型攻撃メールに対する高度なセキュリティ対策を多層防御で実現します。社外から受信する
メールに対して、一度クラウドメールセキュリティで受け取り、多層チェックを経て安全なメールのみお客様のメール
システムに透過します。
一般的なアンチスパムやアンチウイルスだけでなく、
未知のマルウェアの検出にも対応し、メール経由の
感染防止対策を強化できます。

価格

品名 支払種別 単位 標準価格 備考

クラウドメールセキュリティ（初期費） 一括 式 40,000円 ‐

クラウドメールセキュリティ（月額費） 従量 ID 280円 最低利用料は100IDからとなります。
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機能

No. 項目 機能名称 概要

1

スパム対策

IPレピュテーションフィルタ 送信元IPアドレスベースでのスパムメール排除または隔離

2 アンチスパム アンチスパムエンジンによりスパムメールを検知し排除

3 コンテンツフィルタ 企業ポリシーに応じた処理を作成し適用することでスパムメールを排除

4 ウィルス対策 アンチウィルス 添付ファイル内のウィルス、またはスパイウェアを検知し排除

5
未知の脅威への対策

アドバンスマルウェア
プロテクション(AMP)

• ファイル格付け情報をもとに、悪意のある添付ファイルを排除
• ファイルの安全性および危険性が判断できない場合、サンドボックスに
よりファイル分析し、排除

6 アウトブレイクフィルタ 新種マルウェアの拡散防止および不正URLの無害化

メニュー体系

※本サービスはFENICSサイトセキュリティのオプショ
ンサービスです。

FENICS
サイトセキュリティ

サイトセキュリティオプション

基本サービス

グローバルIP追加オプション

アナライズオプション

脅威レポートオプション

設定変更オプション

クラウドメールセキュリティ

振る舞い検知オプション

本サービス

■（ご参考）FENICSサイトセキュリティとは
未知のマルウェアを含む標的型攻撃への対策機能をサービ
ス型にて提供するものです。専用のアプライアンス製品やクラ
イアントソフトを導入する必要がなく、迅速な導入と、お客
様の設備投資コストや運用負荷の軽減が可能となります。

以下、6つの機能により、スパムメールと悪意を持ったメールを防止します。

※「command & control server」の略で、マルウェアに感染した
PCに指令(command)を送り、遠隔制御(control)するサーバ。
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新着情報

「プレイスサービス」はスマートフォンを活用する人々に、場所・時間・対象を指定し、コンテンツを
プッシュ配信することが可能な月額利用型サービスです。
人々は限定されたエリアで特定のサービスを享受でき、ご利用いただくお客様にとっては、
集客力の向上、お客様エリアの活性化に貢献します。

【ここがポイント】

・使い易い管理者インターフェース ・豊富なマイクロ(子)アプリケーション雛形をラインナップ

FUJITSU Business Application
消費者誘導型サービス「プレイスサービス」観光客誘致モデル

プレイスサービス概要

観光客（消費者）が移動するエリアに応じて、その場、その時間を対象としたアプリケーション・コンテンツを
スマートフォンに配信し、その場に限定したサービス（価値）を提供することが出来ます。

・観光客(消費者)はプレイスサービスの親アプリをApp Store、Google Playからダウンロード、専用サイトからコンテンツを確認
・観光客(消費者)の位置をGPSやビーコンで把握し、その場、その時間限定のコンテンツを配信
・観光客は観光地案内や、近隣店舗情報など、地域毎のサービスを享受することができ、エリア全体の活性化に貢献

プレイスサービス特長

■使い易い管理者インターフェース
タイトル・メッセージ・アクション・配信種別・期限･配信対象(端末・場所・時間)を簡単に設定、PUSH配信可能です。

■豊富なマイクロ（子）アプリケーション雛形をラインナップ
観光者向けの 操作しやすいスマートフォン向けの画面を標準で提供しています。

マイクロアプリ 内容 標準アプリ

情報コンテンツ
リスト形式で２階層までのコンテンツを表示します。
写真・静止画と文字などを使って、イベント・観光スポット・店舗などの案内ができます。

○

Googleマップ Googleマップ上であらかじめ登録した地点にピンを置いて表示します。ピンをタップすると詳細情報を表示 ○

クリッカブルマップ 画像マップを表示し、クリックするとブラウザを開いて情報を表示します。

クーポン 周辺で利用可能なクーポン・整理券の一覧と詳細を表示します。 ○

スタンプラリー Bluetooth/GPSで位置情報を検出し、スタンプを集めることができます。

ポイントカード 特定のお店に来店するごとにとポイントを収集することができます。

アンケート 選択式の簡単なアンケートで利用者の属性情報などを収集します。 ○

ブラウザ 起動 市町村の観光サイトなど、特定のWebページをブラウザで開きます。 ○
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観光客誘致モデル

サービス体系

近年、訪日観光客は年々増加(2015年 1,900万人 → 2016年 2,400万人:日本政府観光局調べ)
しており、国内において北陸新幹線の開通などの要因により、地方への観光客が増加傾向にあります。
自治体は観光客誘致による地元経済の活性化に力を注いでおり、プレイスサービスは、観光者誘致による経済
活性化に貢献します。
プレイスサービスは、日本語、英語、中国語（簡体／繁体）、韓国語の５ケ国後に対応しています。
■観光者向け地域情報の提供（観光スポット、見所案内、地図表示など）
■関連施設での消費促進に伴う経済活性化（お土産購入、飲食など）
<プレイスサービスが貢献する観光客誘致・増加のスパイラル>

名称 型名 支払種別 内容(観光客数 1,000万人、観光スポット50ケ所モデルの内訳)

プレイスサービス
設定サービス

NS83011S 一括

●マイクロアプリ（各マイクロアプリひな形を利用）
・お知らせ／観光スポット案内:50箇所(1箇所1ページ)／利用者属性設定／
スタンプラリー:10スタンプ／アンケート:1種類

●対応言語は５ヶ国語：日本語、英語、中国語（簡体／繁体）、韓国語
・日本語から各国語への翻訳を含む。音声は機械合成
・アプリ内で言語設定し、いずれか１種類の言語を表示

●プレイスサービスクラウド初期設定
●マイクロアプリ切替（プレイスルール）設定：10ルール
●アプリアイコン・レイアウト作成支援 ●初期コンテンツ登録
●アプリのストア登録代行（Google play、App）

プレイスサービス
定額利用サービス

NS83011G 月額

●プレイスサービス用ＣＭＳ利用料
●ログの単純集計レポート
●お客様窓口からのＱＡサービス

・受付時間：平日9:00～17:00（一般利用者からの問合せは受け付け不可）

※下記は標準提供範囲に含まれません。
・位置情報はスマートフォンのGPSを利用する想定です。ビーコン他を利用する場合は別途費用が必要です。
・アプリログの詳細な分析レポートについては、別途費用が必要です。
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新着情報

富士通のパソコンをご注文いただいたお客様の古いパソコンを下取りします。

【ここがポイント】

・キャンペーン期間中はサービス費用（引取運送費及びデータ消去費用等）が無料！
・富士通以外のメーカー製品でもOK！
・下取だからリサイクル料金が不要！
・データ消去証明書付で安心！

２０１７年下期

富士通『パソコン下取キャンペーン』

キャンペーン概要

・2018年3月30日までに富士通パソコンを１台以上ご発注いただいたお客様
（下取申込みは2018年4月末日まで、機器回収は2018年6月末日入庫完了必須）

■適用条件

■下取対象機器

・2012年10月以降発表のパソコン（メーカー問わず、自作不可）
-デスクトップパソコン（液晶ディスプレイ必須）
-ノートブックパソコン（ＡＣアダプタ必須）

・タブレット端末（ＡＣアダプタ必須）
・通信契約が解除されているもの
・メモリ、ＨＤＤなどの抜き取り等の改造がなく、正常に動作するもの
・自社資産として所有されているもの（リース後の処分譲渡を受けたものも含む）

■下取目安価格（税抜）

搭載CPU
カテゴリ

Core-i7/i5 Core-i3 CPU
その他

(Core2Duo,Celeron等)

ノートパソコン 10,000円/台 3,000円/台 1,000円/台

デスクトップパソコン
（液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｾｯﾄ）

5,000円/セット 2,000円/セット 200円/セット

※不良機器や2012年10月発表より前の機器については、
①スペックでの個別査定価格となります
②サービス費用（引取運送費／データ消去費用等）が別途発生しま

す■留意事項

メーカー タブレット品名 型番 下取参考価格

富士通 ARROWS Tab QH77/M FARQ77M 10,000円/台

富士通 ARROWS Tab Q775 128GB FARQ01024 12,000円/台

アップル iPad Air2 Wi-Fi 64GB SIMフリー MGHY2J/A 13,500円/台

アップル iPad 5 Wi-Fi 32G SIMフリー MP1L2J/A 24,000円/台

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ Surface Pro3 64GB 4YM-00015 19,000円/台

上記タブレット端末以外にもアップル社 iPad/iPad/ Air/iPad mini、ソニー社 Sony Tablet、
Xperia Tablet、東芝社 REGZA Tablet、Google社 Nexus7/10、
マイクロソフト社 Surface RT/Surface Pro2なども下取り致します。
下取価格や条件などは富士通営業または販売パートナーにお問合せください。
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お申込から下取代金振込までの流れ

①：富士通製パソコン・タブレットの発注（１台以上）
（本キャンペーンの参加条件となります）

②：御社担当営業より営業情報記入済みの『下取確認依頼書』を
入手いただき、お客様にて下取希望機器等をご記入／捺印の上、
下記サービス実施会社へご送付下さい。

③：サービス実施会社より『下取概算金額通知書』を返信いたします。
そこに記載されている下取概算金額／回収概算費用をご確認の上、
『下取申込書』にてお申込下さい。

機器の引取 データの消去

サービス実施会社が対象機器を引取り、動作確認の上、データ消去を実施します。

④：サービス実施会社から『下取書』（金額を最終確定するもの）と
『データ消去証明書』が送付されます。
ご確認の上、下取代金の請求書を発行して下さい。

下取代金の振込

本キャンペーンに関するお問い合わせは富士通担当営業または販売パートナーへお願いいたします。

本キャンペーンは、提携会社（富士通化成リサイクル株式会社）が実施するサービスです。
（お客様と富士通化成リサイクル株式会社間での直接取引となります）
※詳細は担当営業より『ご利用規約』を入手の上、ご確認下さい。

お問い合わせ関連
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