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Eassy1 とは
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IT資産管理アプライアンス 「Eassy 1」とは

Eassy1は、「IT機器を迅速・確実に管理できる」というコンセプトで開発された

IT資産管理ソフト「Eassy1」をプリインストールした、

ハードウェア／ソフトウェア一体型のアプライアンス製品です。

セットアップも簡単で、手間なく導入できるため、

簡単・安心・低コストに、充実のIT資産管理機能と情報漏洩対策がはじめられます。
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Eassy1のポイント

ハードウェア一体型だから、簡単・低コスト

HPE社製のTM200に、Eassy1をプリインストールして出荷するため、面倒なセットアップ作業は必要ありません。

サーバー調達費・導入作業費など、様々な費用を抑え、簡単・低コストに導入することができます。

Point

1

IT資産管理をはじめ、Eassy1の豊富な機能を搭載

ハードウェアやソフトウェアなどの管理、ファイル配布などEassy1の特長であるIT資産管理機能を余すところなく搭載。

デバイス制限やPC操作ログ取得などの機能も搭載し、様々なリスク対策に活躍します。

Point

2

保守継続率93%を誇る、充実のサポートをご提供

お問い合わせは、電話やメールでご対応。ハードウェアは5年保守込みのプランもご用意しており、万が一の故障時も

安心です。 ソフトウェアのお問い合わせについては、Eassy1専任のスタッフによる手厚いサポートをご提供します。

Point

3

ハード／ソフト両面を

手厚くサポート

万が一に備え

センドバック保守に対応

熟練のEassy1サポート

スタッフがご対応

リモートコントロールによる

ヘルプデスク対応
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Eassy1でIT資産を可視化し、様々なリスクに対応

「Eassy1」は、組織内のIT資産環境を可視化。 内部不正や勤怠違反など様々なリスクへの対策が可能となります。

IT資産に関する
様々なリスクを

未然に把握し、迅速で
的確な

対応がおこなえます。

パッチ未適用などによる脆弱性リスク

OSやインストールされているソフトウェアのバージョン、
パッチの適用状況が把握できるため、脆弱性を突いた
外部攻撃のリスクを低減できます。

ソフトウェアの不正使用リスク

ソフトウェアのインストール数を自動的に集計し、
把握できるため、不正使用による
ソフトウェアライセンス違反のリスクに備えることができます。

内部不正による情報漏洩リスク

USBメモリなどの利用制限や、PCの操作ログ取得、
オンラインストレージの使用制限をおこない、
情報漏洩リスクへの対策が可能です。

無断残業などの勤怠違反リスク

PCの稼働状況を可視化できるため、
無断残業や休日出勤など、
勤怠違反リスクに対応することができます。
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Eassy1の特長
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使いやすい管理画面Eassy1の特長①

「誰でも簡単に使いこなせる」をテーマに設計されたEassy1は、Excel調の管理画面で、

すべての機能を直感的に操作できます。

各機能にすぐにアクセスできる

メニュー画面。よく使う項目は

「お気に入り」に登録できます。

機器情報などの一覧について

テキスト検索が可能。

見たい情報を簡単に抽出可能。

ダブルクリックによる詳細表示や

右クリックでのメニュー呼出など

直感的な操作感。

各画面はタブ形式で表示。

異なる画面も分割で

同時に表示可能です。
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Eassy1の機能
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Eassy 1 の機能一覧

PCやサーバーなど、IT資産の最新情報をもれなく管理。

知りたい情報を適切に把握できます。

複雑なネットワークシステムもビジュアル化して管理し、

ネットワークの異常なども迅速にキャッチできます。

ソフトウェアライセンスの使用状況の把握や、

危険なソフトウェアの使用制限など、ソフトウェア管理を効率化します。

リース・レンタル・保守などの契約情報を登録し、

機器情報と紐付けて一元管理できます。

管理対象機器へのファイル配布やアンケート・メッセージの配信が可能です。

IT資産状況を一目で把握できる日報や、管理者ごとの権限設定など、

Eassy1の「使いやすさ」を支える機能です。

USBメモリなど記憶デバイスや、ネットワークデバイスの使用制限により、

情報漏洩対策を強化します。

Webページの閲覧状況を監視し、ログを取得。特定ページの閲覧や

ファイルアップロードも制限できます。

管理対象PCの操作履歴を取得し、重要なファイルへのアクセスログを監視。

指定フォルダへのアクセス制限も可能です。

取得したログデータを基にレポートを出力。不審な操作ログの追跡や、

ポリシー違反状況・PC使用時間の把握が可能です。

機器管理

システム管理

ソフトウェア管理

契約管理

PC運用機能

デバイス制限管理

PC操作ログ

SS1運用機能

Web閲覧ログ・閲覧禁止設定

ログレポート
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機器管理①資産管理機能

自社で保有しているPCやサーバーなど、IT資産の最新情報をもれなく管理。

機器の設置状況をビジュアル化することもできるので、知りたい情報を適切に把握できます。

MacやLinux OSの

機器情報収集にも対応

エージェントが使用できない

PCやオフラインPCの

情報収集・管理も可能

ルーターやプリンタといった

IT機器や、その他の備品も

資産情報として登録可能

設置場所ごとにIPアドレスの

範囲を指定すると、機器の

移動を自動で反映

機器の設置状況をビジュアルで管理。

座席のレイアウト図面を

背景画像として取り込むこともできます。

どのPCを どの部署の 誰が どこで使っているか

一覧表や設置図のアイコンを
ダブルクリックして詳細情報を確認
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機器管理②資産管理機能

機器の変更履歴をひと目で把握できるので、不具合の原因究明にも活用可能。

レジストリ情報の収集やウィルス対策ソフトのバージョンなど、多岐にわたる項目を管理できます。

ウィルス対策ソフトの

バージョンやパターンファイルの

更新状況も一目で把握

レジストリ情報の収集や

テキストファイル、iniファイルの

内容も反映可能

MDMサービス

「Mobiconnect」との連携で

スマートデバイスも一元管理

使用者など自動収集できない項目も
アンケート機能でユーザーに入力させ、

Eassy1に自動反映。簡単に登録できます。

差異を検出した日時別に比較 変更内容を簡単に把握

入力内容は
Eassy1に自動で

反映
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システム管理資産管理機能

複雑なネットワークシステムもビジュアル化して管理。

ネットワークの接続状況やサービス稼働状況の異常も迅速にキャッチします。

SNMP対応ハブの

ポートの接続状況を

自動取得し、一覧で表示

サービスのダウンなど

異常発生時は、管理者に

メールなどで通知

CPU使用率、メモリ使用率、

ディスク使用率など機器の

パフォーマンス情報を確認

トラフィック処理量などの

データを自動収集し

グラフで表示

ネットワーク状況を一目で把握

サービス稼働状況を監視し、Webサーバー、

メールサーバーなどのサービスが安定して

稼働しているか一覧で確認できます。

異常などが発生した場合はアイコンで表示
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ソフトウェア管理資産管理機能

ソフトウェアライセンスの使用状況の把握によるコンプライアンス強化に加え、

危険なソフトウェアの使用制限など、セキュリティ対策も実現。ソフトウェア管理業務を効率化できます。

ソフトウェアの未使用期間を

把握し、ライセンスの

有効活用が可能

Microsoft製品の

プロダクトキー（下5桁）を

自動取得

使用を禁止している

ソフトウェアでも

一時的な使用許可が可能

ディー・オー・エスが

不明なソフトウェア情報を

無償で調査

どのソフトウェアが どれだけインストールされているか ライセンス保有数と
インストール数の差分を把握

チャットツールやファイル交換ソフトなど、

業務に関係のない・情報漏洩の危険がある

ソフトウェアの使用制限が可能です。
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契約管理資産管理機能

リース・レンタル・保守などの契約情報を登録し、機器情報と紐付けて管理。

IT資産と契約情報の一括管理の実現と、部門別の予算計画・予算編成を支援します。

契約情報をCSV形式からの

インポートしEassy1への

一括登録が可能

登録している契約情報の

満了日が近づいた際に、

管理者にメールで通知

部門ごとの

年度別買取金額明細や

機器ごとの買取金額を把握

多様な契約帳票を作成し、

契約情報を迅速に確認

どの契約に どの機器が該当するか

部門別に毎月のリース・レンタル
などの契約金額を集計
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ファイル配布・収集PC運用機能

管理対象PCにファイルを配布、リモートインストールでメンテナンス業務を効率化。

環境に合わせた配信方式を選べるので、ネットワークへの負荷を抑えることができます。

配布したファイルの

実行ユーザーを指定可能

配布補助ツールで

ソフトウェアのインストール

作業を効率化

配信方式を選択し

ファイル配布時の

ネットワークへの負荷を軽減

配布されたファイルを

使用者が任意でダウンロード・

実行することが可能

実行スケジュール・ファイル実行ユーザー指定などの設定が可能 インストール時の操作を録画した
ファイルを配布

ファイルは配布だけでなく、

管理対象PCを確認し、条件に一致した

ファイルを収集することもできます。
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Eassy1運用機能SS1運用機能

IT資産状況やセキュリティポリシー違反を一目で把握できる日報画面や、

管理者ごとの権限設定など、Eassy1の「使いやすさ」を支える機能を揃えています。

複数の管理者を設定し

業務分担することで

管理作業の負荷を軽減

様々な情報を一目で把握

Eassy1は管理者アカウントを複数作成できるうえ、

アカウント追加にライセンス料金は必要ありません。

詳細ボタンから対象の
機器・内容を確認

管理者アカウントごとに
詳細な操作・参照権限を設定

Eassy1管理者が管理画面

上で情報を登録、編集した履

歴を管理者ログとして保管

インポート・エクスポートで

情報の一括登録や

データの編集が簡単

Eassy1で設定したポリシーを

選択した機器に対して

優先的に適用
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デバイス制限管理① - 記憶デバイスの使用制限 -セキュリティ管理

USBメモリやスマートフォン、SDカードなどの記憶デバイスの使用を制限。

柔軟な制限設定がおこなえるので、業務実態に即したデバイス制限を実現できます。

違反行為は管理者に

メールやポップアップで通知

違反者への警告も表示

使用条件を組合せ、柔軟な制限設定がおこなえます。

スマートフォンなどのWPDの

制限や、SDカードの

個体別使用制限にも対応

社内ネットワーク外でも

パスワードを発行し一時的な

使用許可が可能

オフライン端末でも

デバイスの使用制限と

ログの取得が可能

デバイス種別ごとに制限内容を設定 ポリシー違反の詳細を
ログで確認

人単位
設置場所
単位

時間単位PC単位 部門単位
シリアル番号

型番
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デバイス制限管理② - ネットワークデバイスの使用制限 -セキュリティ管理

公衆無線LANなど、ワイヤレスネットワークへの接続を監視・制限。

Bluetoothなどの通信デバイスの使用も制限でき、情報漏洩対策に活用できます。

指定のSSIDのみ接続を許可

その他のSSIDへの接続は

禁止するといった運用が可能

Bluetoothや通信デバイスの使用も

機器やユーザー、部署ごとで制限できます。

社内／社外など接続するネットワークによって

制限を自動で切り換えることができます。

マウスやキーボードなどの

PC周辺機器は制限対象から

除外するといった運用も可能

どの機器で だれが どのSSIDに接続したか

禁止されたネットワークへの

接続を検知すると、管理者へ

メールやポップアップで通知

オフラインの端末でも

ワイヤレスネットワークへの

接続を制限
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Web閲覧ログ・閲覧禁止設定ログ管理

Webページの閲覧状況を監視し、ログを取得。

特定ページの閲覧やファイルアップロードも制限し、情報漏洩対策にも活用できます。

業務に関係のない

サイトの閲覧を制限し

生産性向上に活用可能

キーワード指定でのWeb閲覧制限だけでなく

オンラインストレージへのアップロードも

監視・制限できます。

違反行為のあったユーザーに

警告メッセージを

表示し、注意喚起

URL指定でWebサイトの

閲覧を禁止し、

Webメールなどの使用を制限

だれがどの機器で どんなWebサイトを閲覧したか

ファイルアップロードログを
取得・制限
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PC操作ログログ管理

管理対象PCの操作履歴を取得し、重要なファイルへのアクセスログを監視。

指定したフォルダへのアクセス制限や操作履歴の追跡など、情報漏洩対策に効果を発揮します。

ファイルアクセスやデバイスの

着脱など、ユーザーの

操作内容を詳細に取得

重要なデータが入ったフォルダに対し

アクセス制限を設定。

キーワード指定による

監視対象フォルダの設定や、

アクセスを許可するアプリケーションを

指定できます。

リネームされたファイルでも

操作履歴を追跡することが

可能

ログ取得条件を設定し

必要なログのみを取得

禁止されたフォルダにアクセスが

あった場合、管理者への通知

とユーザーへの警告を表示

だれがどの機器で どんな操作を どのファイルにおこなったか
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ログレポート① -ログ追跡／ポリシー遵守状況レポート -ログ管理

Eassy1のログデータを基にセキュリティポリシーの遵守率を集計し、レポートとして出力。

時系列でのログの確認や不審な操作ログの追跡など、ファイル持ち出しや喪失の原因特定に役立ちます。

ブラウザで確認できるので

管理コンソールの

インストールが不要

不審なログは操作を追跡することができます。

セキュリティポリシーの

遵守状況を可視化し

ポリシー策定に活用

ログオンユーザー、ログ種別

など様々な条件を

指定してログを検索・表示

ファイル名に変更があった

場合でも

ログの追跡が可能

様々な種別のログを時系列で表示 項目ごとのポリシー遵守状況を把握

顧客名簿
.xls

日報.xls 日報.xls 日報.xls顧客名簿
.xls

サーバーから
コピー

ファイル名
変更

メール添付 削除

1 2 3 4
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ログレポート② - PC稼働状況レポート -ログ管理

PCの電源オン／オフ時間やログオン／ログオフ時間など稼働状況をグラフ化。

勤務時間外の稼働状況のチェックや勤怠システムとのデータ突合など、長時間労働の是正に活用できます。

ログオンしていた
時間帯を一目で把握

Eassy1で取得したPC稼働時間と

勤怠システムで取得した

データの差異を

グラフで確認できます。 下：他の勤怠システムで
取得したデータ

上：Eassy1で取得した
データ

休日や勤務時間外の
PC使用を確認

支店別・組織別といった

カテゴリー別に

稼働状況をレポート出力

勤務時間外の

PC稼働が多い部署の

特定にも活用可能

規定の残業時間を

超過したPCを簡単に把握し

労働基準法への対応を支援

休日や時間外などの

PC稼働があった場合に

アラートを通知
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Eassy1 価格表

ライセンス数
（管理対象機器台数）

単年保守パック

5年保守パック

初期費用（初年度保守込） 2年目以降保守費

30ライセンス 625,000円 97,500円 1,015,000円

50ライセンス 675,000円 112,500円 1,125,000円

100ライセンス 800,000円 150,000円 1,400,000円

追加ライセンス
（1ライセンスあたり） 2,750円 750円 5,750円

※追加ライセンスのご購入は10ライセンス単位となります。

※最大追加ライセンスは100ライセンス（管理対象台数200台）となります。

※SS1への移行はできません。SS1をご購入いただく必要があります。

※株式会社ディー・オー・エスとのリモート保守契約が必要となります。

※ハードウェアの保守はセンドバック対応となります。

※評価版使用（トライアル）の対象外製品となります。

※Eassy1の利用期間は５年となります、６年目以降もご利用いただく場合は、再度ご購入いただく必要があります。
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製品に関するお問い合わせは…

株式会社システナ ソリューション営業本部

TEL：03-6327-7180

E-Mail: sol-alliance@systena.co.jp


