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今すぐ始める

テレワーク



【 tele＝離れた】＋【work＝働く】 という2つの単語を合わせた造語

情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、
場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

テレワークとは

自宅から

サテライトオフィス

モバイルワーク

オフィス

テレワークの形態

企業を取り巻く環境の変化により、成長戦略を実施するためには同じ場所
で社員皆が長時間働く既存の働き方を全面的に修正し、社員一人一人
の状況に合わせたより多様な働き方の実現が求められるようになりました。

オフィス 中心のワークスタイルから

人 中心のワークスタイルへ

企業に嬉しい
ポイント

社員に嬉しい
ポイント

人の確保がしやすい

生産性の向上

非常時の事業継続

組織を超えたコミュニケーション

レスポンスの良い顧客対応

企業イメージの向上

ワーク・ライフバランスの向上

生産性の向上

職場との連携強化

満足度の向上

就労意欲の向上

顧客とのグリップ力強化



こんなテレワーク環境を構築してみませんか?

自宅から社内システムにアクセスして、テレワークでも
社内にいるような環境で業務が可能になります。

自宅から社内のシステムを
利用したい

社内や取引先と資料を共有しながらの打ち合わせや、社員間
の円滑なコミュニケーションが可能になります。

自宅と社内メンバーの
コミュニケーションを図りたい

場所を選ばず会社のメールやデータにアクセスできるため、顧客
対応やデータの作成・共有がスムーズに行えます。

場所を選ばず会社の
メール利用・データ共有がしたい

自宅にいても、ウイルス感染対策や内部情報漏洩対策が
しっかりと行われ、安全な環境で業務が可能になります。

自宅でも社内と同様の
セキュリティ対策を担保したい



自宅から社内のシステムを利用したい

外出先
から

社内ネットワーク

自宅から

1対1の打ち合わせから多人数の大規模
会議まで多様なコミュニケーションが可能な
クラウド型Web会議サービスです

社内メンバーのコミュニケーションを図りたい

場所を選ばず会社のメールやデータを利用したい

自宅から資料を見ながら会議をするには・・・ 在席確認や簡単なメッセージのやり取りをするには・・・

社内と同じセキュリティ対策を実施したい

同
期

●自宅から ●会社から
●スマートフォンや

タブレットから

PCの障害対策

BCP対策

PC入替時負荷軽減

すべてのデバイスで
同期してメールを活用

クラウド型のメールサービスを利用することで、送信済みメールやメールの既読
状況、メッセージの受信ルール等すべて同じ状態で確認することが可能です。

社内のファイルへアクセスしたり、FAXの受信・送信に対応するには・・・

ファイル
サーバー

社内の
ファイルサーバー
へアクセス

・受信FAXの閲覧
・FAX送信

VPN接続 で解決！

社内の業務システムを利用するには・・・

リモートデスクトップツール で解決！

クラウド型リモートデスクトップツールを利用して
自宅パソコンから社用パソコンを
遠隔操作できます

社内パソコン

自宅パソコン

VPN

VPN

クラウド型

WEB会議 で解決！

クラウド型

メールサービス で解決！

ファイルをクラウド上に保存するため、場所を選ばずにいつでもどこでもアクセスするこ
とが可能です。社外の人とファイル共有をしたり、1つのファイルを複数人で同時編
集したりできます。

同時編集 大容量の保存領域 データの世代管理

●会社から
●自宅から

取引先へ
共有

同時編集

ファイル共有

クラウド型 ストレージサービス で解決！

社外

会社

モバイル利用者

APP

ファイアウォール

アンチウイルス

迷惑メール対策

アプリケーションコントロール

WEBフィルタリング

IPS(不正侵入検知・防御)
C:¥usrs¥user0101:～
C:¥usrs¥user0101 C:

Internet

VPN＋UTM で解決!

インターネットは
社内のUTM
からアクセス

VPN機能と組み合わせることで、社外からのインターネットアクセスを
社内のUTM経由で行うことが可能です。
社内と同じセキュリティでインターネットアクセスが可能です。

会社のUTM経由でのインターネットアクセスで安全

○○会議の資料どこに保
存されていますか？

○○フォルダの直下に保
存してるよ！

次の会議いつでしたっ
け？

○月○日！

クラウド型

コミュニケーションツールで解決！

モバイル
プリンタ

テレワーク以外にも
こんな効果も！！

基幹
サーバー



クラウドサービスHOME type-O

自宅と社内メンバーのコミュニケーションを図りたい

いつでも、どこからでもコミュニケーションを密にするには・・・ Teams

SNS感覚のクイックなやり取りで、

チームメンバーと必要な情報を効率よ

く共有することで、業務効率を向上

メールよりも素早いコミュニケーション

• 拠点間や出張中など場所に左右さ

れず空いている時間を有効活用

• PC、スマートフォン、タブレットなどオン

ライン会議参加デバイスも選べるの

でTPOに合わせた選択も可能

社内会議はお手軽オンライン会議

クラウドサービスHOMEセレクトシリーズ NIクラウドサービス

自宅と社内メンバーのコミュニケーションを図りたい

会社が見える,経営を360°可視化するには・・・・

高機能ローコストグループウェア



クラウドサービスHOME type-O

場所を選ばず会社のメール利用・データ共有がしたい

いつでも、どこからでも社内データを確認、作成するには・・・

インターネット環境があればどこからでも異なるデバイスでOffice 365を利用可能！

会社・外出先・自宅から最新作成データを利用可能になります

作成データをどこからでも利用したい

自宅PC 会社PC

電子メールや
USBメモリ

どこからでも異なるデバイスで利用
※1ID(1ﾕｰｻﾞｰ)で計15台ｲﾝｽﾄｰﾙ可能（各5台※PC,ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ,ﾀﾌﾞﾚｯﾄ)

クラウド
Office365

今までの Office と変わらず利用でき

自宅のPC、モバイルPC もOKなので

働き方改革を後押しします。

職場

自宅

外出先

FAX

ハイブリットストレージサービスHOME type-SL

場所を選ばず会社のメール利用・データ共有がしたい

社内のファイルへアクセスしたり、FAX受信を確認するには・・・

スマートフォンからもアクセス可能

社内にいる時と同じ感覚でファイル操作

通信は暗号化なので安全

社外で活動する社員の
ワークスペースとして活躍

社内では、共有ファイルの
格納場所として利用

ローカルストレージの快適さ、
クラウドストレージの機動力。

クラウドサービスHOME type-S2

場所を選ばず会社のメール利用・データ共有がしたい

必要な情報をどこからでも確認するには・・・

初期投資を抑えて導入

すぐ始められ、すぐ変化に対応



クラウドサービスESETクライアント管理 クラウド対応オプション

自宅でも社内と同様のセキュリティ対策を担保したい

各PCのセキュリティレベルを統一管理するためには・・・

クラウド環境での管理イメージ

①最新のウィルス定義DBが適用されているか？
②OSが最新の状態になっているか？
③ウィルス検知した情報を迅速キャッチ!

PCライセンスESET Endpoint Encryption

自宅でも社内と同様のセキュリティ対策を担保したい

「紛失」「置き忘れ」「盗難」が原因のセキュリティインシデントの対応は・・・

（旧製品名：DESlock Plus Pro）

機密情報漏えい対策の総合暗号化ソフトウェア

ハードウエアHOME type-R/FortiGate/SonicWALL

自宅から社内のシステムを利用したい

社内のファイルへアクセスしたり、FAX受信を確認するには・・・

社内ネットワーク

ファイル
サーバー

社内の
ファイルサーバー
へアクセス

・受信FAXの閲覧
・FAX送信

VPN接続 で解決！

VPN

VPN

モバイル
プリンタ



クラウドサービステレワークサポーター

自宅でも社内と同様のセキュリティ対策を担保したい

テレワーカーの勤務を見える化し、情報漏えいリスクを抑えたい

勤務の見える化

・勤務時間の自動検出・記録
・勤務内容の把握・分析

セキュリティ事故防止

・インシデントの検出
・証跡の記録

+

テレワーク導入時の

2大課題を解決します!!

クラウドサービスISM Cloud One

自宅でも社内と同様のセキュリティ対策を担保したい

セキュリティ脅威から企業の端末を守りたい・・・



クラウドサービスSubGate

自宅でも社内と同様のセキュリティ対策を担保したい

社外で利用したPCを安全に社内ネットワークに接続するには・・・

同一ネットワーク配下のウイルス拡散を防ぎます!

ウイルス感染経路

社内ネットワークにウイルス感染したPCが繋がったら・・・

外出先ネットワーク接続時

USB等の外部メモリから

【更なるご提案】
社有端末（PC）を持ち出してテレワークを実施している場合は、
社内ネットワークに再接続する場合にリスクを伴います。その対策は？



１．PCや携帯へPDFとしてメール転送

Canon iR標準機能

・FAX受信転送

受信ファクスを指定したメールアドレスに転送が可能です。

その他転送先：FAX番号・ファイルサーバー・PC共有

２．転送保存先をクラウドにすることで、

共有しモバイル・自宅PCで確認できます。

・FAX受信転送＋HOME type-SL＋せいとんファクス

MFPからFAXデータを自動保存。ファイルサーバーの役割を担い、一般オ

フィス文書のデータ共有も行えます。

また、電子化時に、送信元情報をファイル名に自動付与します。

３．転送先をクラウド型文書管理サービス

にすることでインデックス管理・ワークフ

ローができ、さらに活用が広がります。
・FAX受信転送＋ Therefore ＋せいとんファクス

ルールに則って適切に付与されたインデックスで正確な文書管理

を実現することができます。また業務手順を定義したワークフ

ローを簡単に設計することができます。

また、電子化時に、送信元情報をファイル名に自動付与します。

４．FAX受信文書のビューワーをiWDT利

用することでPC作業の効率化が図れます。

・FAX受信転送＋（HOME or Therefore)+iWDT

クラウドに保存されたPDFの内容をコメント追加・マーカー・

捺印またページの結合・分割、PDFへエクスポートといった作

業が簡単に行えます。

効率的なテレワーク・在宅勤務の推進！

FAX受信を出先で活用する方法 - MFP連携-

xx社-0451234・・・.pdf

2020年4月1日

xx社-0451234・・・.pdf

2020年4月1日



●お求めは信用のある当社で

/

価格表

/

必要項目 商品名 内容 商品CD 初期費用 月額費用

★ 訪問料金 技術者の訪問料金 135ZZ952 10,000 ―

★ 宛先表登録10(2500) MFP転送設定（10宛先もしくは10条件） 012ZZ986 2,500 ―

★
HOME　StartingPACK type-SL

（本体のみ、別途月額利用料が必要です。）

●HOME-BOX Local本体の設置作業

・本体取付　　・PCへの専用アプリインストール（最大10台）
― 348,000 ―

★ HOME　 type-SL

●設定支援、障害（予兆）監視、本体オンサイト保守

・共有領域200GB（ミラー領域200GB）

・バックアップ領域300GB　合計：700GB

― ― 6,000

★ 　(e)Therefore Online スターティングパック 初期登録時の事務手数料金 ― 5,000 ―

　Therefore Online 10ユーザーバリューパック
　(10ユーザーライセンス, 1MFP Scanライセンス, 1Capture

Clientライセンス, 1TB)
― ― 20,000

　Therefore Online 10ユーザーバリューパック

　(同時接続ユーザー)

　(10同時接続ライセンス, 1MFP Scanライセンス, 1Capture

Clientライセンス, 1TB)
― ― 36,800

　Therefore Online ユーザーパック（2ユーザーライセンス） 追加ユーザーライセンス ― ― 3,360

　Therefore Online Capture Client ライセンス クライアントアプリケーション ― ― 1,680

　Therefore Online MFP Scanアプリケーションライセンス 1台/1か月 ― ― 1,680

（e）imageWARE Desktop V4　5L付（一年無償サポート付） PDFハンドリングアプリ、WIN_PC　5ライセンス 4140BC41 80,000 ―

（e）imageWARE Desktop V4　10L付（一年無償サポート付） PDFハンドリングアプリ、WIN_PC　10ライセンス 4140BC42 150,000 ―

（e）ファクス送信履歴オプション 5L iWDT_PC_FAX送信の履歴をPC保管するアプリ、5L 4140BD22 27,800 ―

（e）ファクス送信履歴オプション 10L iWDT_PC_FAX送信の履歴をPC保管するアプリ、10L 4140BD23 49,800 ―

iWDT 操作説明サービス 3名様向け操作説明サービス 478ZZ878 36,000 ―

訪問料 操作説明のための訪問料金  217ZZ969 10,000 ―

imageWARE Desktop　インストールサービス PC1台分のインストール料金 272ZZ557 6,000 ―

ファクス送信履歴オプション　インストールサービス PC1台分のファクス送信履歴オプションインストール 427ZZ816 2,500 ―

★
（ｅ）せいとんファクス for MEAP ADVANCE V2.2.3

（本体のみ、別途月額利用料が必要です。）
FAX電子化時にファイル名を自動的に入力。MFPにインストール 9067B024 40,000 ―

★ 訪問料金 技術者の訪問料金 217ZZ969 10,000 ―

★ せいとんファクスfor MEAP ADVANCEインストール 複合機へのソフトインストール費用 404ZZ972 2,500 ―

MFP連携　せいとんファクス

★

MFP標準機能のユースウェア

MFP連携　クラウドストレージ　（ローカルストレージ付き）

クラウド文書管理　Therefore 　

PCアプリ　imageWARE Desktop

★

/ せいとんファクス

1．

2．

3．

4．

2.3

株式会社ヤマダイ


