MobiConnect

料金プラン

BYOD
Plan

Entry
Plan

Basic
Plan

Standard
Plan

個人のスマートフォンを企業内で利
用。

手軽にセキュリティー対策をされた
い方向け。

セキュリティーだけでなく、
基本的な
スマートフォン管理が可能。

セキュリティー機能から管理まで、
企
業で必要な機能をフルにご提供。

・遠隔ロック＆パスワードポリシー設定
・遠隔設定

・遠隔ロック＆ワイプ
・情報取得

・遠隔ロック＆ワイプ
・情報取得
・遠隔設定

・遠隔ロック＆ワイプ
・情報取得
・遠隔設定
・遠隔監視
・デバイス制限

年間

年間

年間

¥

¥

¥

1,200/台

OPTION

1,800/台

年額1台当たり

MobiConnectの管理画面よりベリサイン社が
提供する電子証明書の発行、遠隔配布及び管理
が可能になります。電子証明書を使うことによ
り、よりセキュアに社内システムへのアクセスが
可能になります。MobiConnectの全てのプラ
ンにオプションとして追加可能です。

年額1台当たり

リモートワイプ

個別データ削除

リモートパスワードリセット
フィーチャーセット初期設定

パスワードポリシー設定

カメラの使用

ロック時発信先設定

画面キャプチャ

WLAN設定

Appのインストール

Bookmark設定

YouTubeの使用
遠隔デバイス利用制限

App内での購入

特権SIM設定

iTunes Music Storeの使用

デバイス利用制限設定

マルチプレイヤーゲーム

ロック状態

Game Centerに友達の追加

バスワードポリシー設定

強制的に暗号化バックアップ

インストールアプリ情報

パスワードポリシー設定

位置情報

WLAN設定

ロック時発信先設定

¥1,800（税抜）

リモートワイプ
デバイス利用制限
遠隔情報取得
ファイル管理

遠隔初期化※
個別データ削除
USB
SDカード
端末情報
遠隔ファイルダウンロード
遠隔ファイルアップロード

※Bitlockerにて暗号化したドライブへアクセスできなくします。

メール設定
遠隔設定

WLAN設定

Exchange ActiveSync設定

BookMark設定

Bookmark設定（Webクリップ）

端末情報

フィーチャーセット設定

ルート化状態

VPN設定

デバイス利用制限状態

端末情報

ロック状態
パスワードポリシー状態

遠隔情報取得

インストールアプリケーション

インストールアプリ情報
インストールプロファイル情報
Jailbreak化状態

位置情報

デバイス利用制限状態
遠隔監視

ルート化状態
遠隔ファイルダウンロード
遠隔ファイルアップロード
アプリケーション配布

年額1台当たり

リモートロック

遠隔初期化

フィーチャーセット設定

マカフィー社が提供するアンチウィルスソフト
「McAfee VirusScan Mobile」によりデバイ
スを不正アプリケーションから守ります。MobiConnectの管理画面より、遠隔によるパターン
ファイル更新の強制、遠隔スキャン等が実行で
き ま す 。M o b i C o n n e c t の 全 て の プ ラン
（Android端末のみ）にオプションとして追加可
能です。

Windows

リモートロック

遠隔デバイス利用制限

マカフィー ®アンチウィルスオプション

※上記の価格は全て税抜価格です。消費税は含まれておりません。

iOS

リモートロック

ファイル管理

¥2,400（税抜）

主な提供機能

Android

リモートワイプ

ベリサイン電子証明書オプション

¥2,400（税抜）

MobiConnect

遠隔監視

スマートデバイス遠隔管理クラウドサービス

MobiConnect for Business

Webサイトのホワイトリストによるアクセス制
限やデジタルアーツが 有 するデータベースを
使ったURLカテゴリ毎のアクセス制限、その閲
覧ログの出力等といった機能を提供をいたしま
す。MobiConnectの全てのプランにオプション
として利用可能です。

遠隔情報取得

2,400/台 ¥3,000/台
¥30,000
※上記の価格は全て税抜価格です。消費税は含まれておりません。

i-FILTERブラウザーオプション

遠隔設定

年間

インストールアプリケーション
Jailbreak化状態

ファイル管理

任意の構成プロファイル配布
アプリケーションの配布

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7
TEL：03-6272-9911
Corporate Site：http://www.yourinventit.com
MobiConnect：http://www.mobi-connect.net

お見積りはこちら：info-ja@mobi-connect.net
2013.12.10

iOS
Androi
Windo d
ws
対応

遠隔ロック

パスワード強制化

端末情報取得

端末の紛失や盗難時に、遠隔で端末を
ロックして不正利用を防止します。

端 末 のパ スワード 設 定 を 強 制 化しま
す。パスワード長や種 類等を設 定しま
す。

遠隔で端末の情報を取得します。OS
のバージョン、位置情報、Jailbreak ／
ルート化情報取得等、インベントリ管
理が可能です。

遠隔データ削除

デバイス利用制限

アプリ利用制限

端末の紛失や盗難時に、遠隔でデータ
の 削 除や工場 出 荷 時 状 態に戻すこと
（ワイプ）が可能です。

端末のカメラ機能や WiFi 機能等、利
用させたくない機能を制限します。

ホワイトリストにより、企業内で許可
されていないアプリケーションの使用
を制限します。

遠隔監視

遠隔設定

アプリ配信

パ スワ ード 等 の セ キュリティ設 定 状
況、不許可アプリケーションのインス
トール、Jailbreak ／ルート化を監視
し、違反時に管理者に通知します。

WiFi、ブックマーク、VPN 等の設定を
遠隔で複数の端末に対して一括設定が
可能です。

社内アプリケーション等を遠隔から個
別または 複 数の 端 末に 対して 配 信し
ます。

セキュアブラウザー

電子証明書管理

アンチウィルス

URL カテゴリ毎のアクセス制限や、ホ
ワイトリスト／ブラックリスト併用に
よる設定などにより、セキュアなブラ
ウジングを実現します。

電子証明書の発行、遠隔設定、失効と
いった管 理 を 端 末 毎に行う事が で き
ます。

アンチウィルスアプリケーションに対
して、遠隔で定義の強制更新や強制ス
キャンを行います。

オプション

オプション

オプション

