
簡単・安心・低コスト。充実の I T 資産管理と
情報漏洩対策がはじめられます。
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低コスト・省スペースながら、充実の機能を搭載。
セットアップも簡単で、手間なく導入できます。
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簡単・低コスト・安心。充実のIT資産管理をスタート
「Eassy1」は、IT資産管理ソフト「System Support best1（SS1）」とハードウェアが一体となったアプライアンス製品です。

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。
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ハードウェア一体型だから、簡単・低コスト
HPE社製のTM200に、SS1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。

IT資産管理をはじめ、SS1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SS1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。

管理者

管理対象PC

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。

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。

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。

リスクを把握し、
的確な対応が可能
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。
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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、SS1専任のスタッフによる手厚いサポートをご提供します。

クを把握し

パッチ未適用などによる脆弱性リスク

ソフトウェアの不正使用リスク

内部不正による情報漏洩リスク

無断残業などの勤怠違反リスク

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SS1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



機器管理 PCやサーバーの情報を自動収集し、IT機器の状況を可視化

ソフトウェア管理 ソフトウェア使用状況の把握や、使用制限など幅広い管理が可能

インベントリ情報の自動収集により、機器情報を常に最新の状態で把握でき
ます。手作業による更新漏れやミスをなくし、作業工数を大幅に削減できま
す。取得できる機器情報は、ハードウェアやソフトウェア情報、更新プログラム
適用状況など多岐に渡ります。

Eassy1上で簡単に機器設置図を作成できます。機器設置図に機器を配置す
ると、離れた拠点の状況も簡単に把握でき、ヘルプデスク業務もスムーズにお
こなえます。
座席のレイアウト図面がある場合は、背景画像として取り込むことで、より簡
単に機器設置図を作成できます。

PCやサーバーの情報を自動収集し、IT機器の状況を可視化。

管理対象PCにインストールされているソフトウェアに対し、使用禁止や警告、
強制アンインストールなどの制限をかけることができます。情報漏洩につなが
るソフトウェアを排除することでセキュリティを強化できます。

ソフトウェアの使用制限・削除で情報漏洩などのリスクを回避

ライセンスの購入数などの情報を登録し、ライセンス購入数と実際のインスト
ール台数からライセンスの過不足状況を一覧で確認できます。様々なライセ
ンスの不正使用を把握し、ライセンス違反を防止できます。

インストール台数を一覧で確認し、ソフトウェア使用状況を把握

機器の設置状況をビジュアルでわかりやすく

背景として使用

■収集可能なデータ（抜粋）

●ハードウェア情報 ●ネットワーク情報

●システム情報 ●ソフトウェア情報

メーカー、製品名、CPU構成、メモリ構成、
プリンタ情報／ドライブ情報　など

IPアドレス、MACアドレス、最終ログオンユーザー、
ネットワークアダプタ名　など

ソフトウェア名、バージョン、インストール日
マイクロソフトプロダクトID／キー（下5桁）　など

OS情報、IEバージョン、
ウィルス対策ソフト情報　など



契約管理 リース・レンタル・保守などの契約情報を、機器情報と紐付けて管理

ファイル配布 管理対象機器のセキュリティ対策やメンテナンス業務の効率化を実現

デバイス制限 PCやサーバーの情報を自動収集し、IT機器の状況を可視化

リース、レンタル、保守の契約情報をEassy1に登録して電子化するとともに、
機器情報と紐付けて管理できます。リースやレンタルに対応する機器情報が
すぐに確認できるため、契約更新時に対象機器を探す手間がかかりません。
また、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
知されます。

リース・レンタル・保守情報、買取物件を一括管理

管理対象PCへファイルを配布・実行することでリモートインストールがおこな
えます。ファイルを配布するほか、バッチの実行、特定の結果ファイルの取得
などを詳細に指定できます。遠隔地へ出向くことなく、ソフトウェアの展開など
の業務をおこなえます。

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

USBメモリやCD-ROMなどの記憶デバイスの使用を制限し、情報の持ち出
しを防ぎます。「使用禁止」「読取専用」などの制限ポリシーを、人やPCなど
様々な条件を組み合わせて作成し、無断使用を防止します。

また、ワイヤレスネットワーク接続についても監視・制限が可能です。

USBメモリなどの記憶デバイスを制限し、情報持ち出しを防止

Eassy1の画面上で
インストール作業の
録画を開始

１

管理者PCの
デスクトップで

インストールを録画

2

録画して作成した
ファイルを

管理対象PCに配布

3

録画した内容通りに
ソフトウェアを
自動インストール

4
●REC PLAY

管理者 管理者PC 管理対象者 管理対象PC

！契約満了まであと30日です

契約更新漏れを
防止可能

管理者Eassy1サーバー
契約満了前にメールで通知・
管理画面の日報に表示

オフラインPCに
対しても制限が

可能

ポリシー設定、
違反時の警告表示管理者 管理対象PC

ワイヤレスネットワーク接続制限ポリシー

SSID：Network01
SSID：Network02

Network03
Network04…

接続禁止接続許可

人単位 PC単位 設置場所
単位 部門単位 時間単位 シリアル番号

型番



PC操作ログ 管理対象PCの操作履歴を取得し、重要ファイルへのアクセスを監視

Web閲覧ログ Webページの閲覧状況を監視。特定ページの閲覧、アップロードも制限

ログレポート Eassy1で取得した各種ログを集計し、レポートやグラフで表示

Webブラウザで閲覧したWebページのログを取得し、一覧で確認できます。
URLなどの詳細情報も取得でき、閲覧した内容確認も簡単におこなえます。
また、OneDrive、Dropboxなどのオンラインストレージサービスへのファイ
ルアップロードを監視・制限できます。

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
します。また、顧客情報などの重要なデータが入ったフォルダに対し、アクセス
制限を設定することができ、違反時には管理者への通知と、ユーザーへの警
告メッセージが表示されます。

ファイルアクセスなどの操作履歴を詳細に把握、フォルダへのアクセス制限も可能

Webの閲覧状況を監視し、危険なWebページの閲覧を禁止

Eassy1で管理しているIT資産の保有状況や、PC稼働状況など、社内IT資
産の運用状況を集計し、グラフや一覧で表示します。
PC稼働状況とタイムカードの打刻時間を突合させることで、勤怠違反がない
か確認するなど、労務管理にも有効活用できます。

PC稼働状況を集計し、勤務実態を把握

ログオンユーザー、コンピュータ名などの条件を指定して検索し、複数機能の
ログを時系列で確認できます。不審なファイル操作は追跡することも可能で、
記憶デバイスへのコピーやメールへの添付など、ファイル持ち出しの原因特
定に役立ちます。

時系列でログを確認し、不審な操作は追跡可能

経理が会計ソフトでアクセス 営業がExcelでアクセス

マルウェアなど
悪意のある

アプリケーション

他部門の社員

秘

ジが表示されます。

会計上の機密データ

ファイル
サーバー

取引先顧客名簿

アップロードログを取得、
注意喚起

アップロード
制限不審な

アップロードを
発見！

オンライン
ストレージ



■ Eassy1 機能一覧

■ Eassy1 スペック

■ Eassy1 価格表（税抜）

●販売元 ●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：03-6327-7178
E-Mail: sales_support-ml@systena.co.jp

株式会社ディー・オー・エス
販売パートナー営業推進部　TEL：03-5209-5120

●ソフトウェア開発元

・機器情報管理（ハードウェア、インストールソフトウェア、ネットワーク情報、システム、変更履歴）
・機器設置管理（機器設置図での機器管理、機器移動情報確認）　・機器検索
・除却機器設定　・ウィルス対策ソフト情報管理　・MobiConnect連携

・ネットワーク構成（WAN、LAN）管理　・ハブ接続ポート情報管理　・ネットワーク接続状況監視
・SNMP情報取得

・ライセンス管理　・ソフトウェア管理　・ソフトウェア台帳出力　・独自ソフトウェア辞書搭載
・モリサワフォントライセンス対応　・Windows ストアアプリ対応　・Office2016対応
・MS製品プロダクトキーの取得　・ソフトウェア情報調査

・リース / レンタル / 保守契約情報管理　・買取物件管理　・予算管理
・機器別 / 部門別契約情報管理　・契約帳票出力　・契約情報検索

・ファイル配布　・ファイル配布録画　・配布対象PCでのダウンロードファイル選択　・ファイル収集
・アンケート / PC使用者情報入力 / メッセージ送信　・WSUS連携　・MSアップデート管理
・ECO管理　・PC設定変更　・vPro管理（KVMリモートコントロール対応）

・デバイス使用制限設定　・デバイス使用ログ保存 / 検索　・シリアル番号、製品コード登録 / 制限
・WPD対応　・デバイス棚卸機能　・ワイヤレスネットワーク接続制限　・通信デバイス制限
・オフライン端末でのデバイス使用制限 / ログ収集　・Mac OS対応　・SDカード使用制限

・Webページアクセスログの収集 / 検索　・Webページへのアクセス制限　・Mac OS対応
・Webページへの書き込み制限　・オンラインストレージへのファイルアップロード制限 / ログ収集

・ファイルアクセスログの収集 / 検索　・アプリケーション操作ログ収集　・Mac OS対応　・フォルダ監視

・各種レポート出力（PC稼働状況、ライセンス状況、IT資産保有状況、PC一覧表）
・ログ収集レポート（Web）　・各種ログの横断検索　・ログ追跡　・リスク診断
・ポリシー遵守状況レポート（ソフトウェア監査、ファイル収集、デバイス制限、Web）

・SS1管理情報のインポート / エクスポート　・SS1管理者権限設定　・データバックアップ / リストア
・SS1操作履歴　・監視ポリシー除外設定、ポリシー設定の優先配信　・IPアドレス検索　・日報表示

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

SS1運用機能

デバイス制限管理

Web閲覧ログ・閲覧禁止設定

PC操作ログ

ログレポート

単年保守パック

初期費用（初年度保守込） 2年目以降保守費用

ライセンス数
（管理対象機器台数）

30ライセンス

50ライセンス

100ライセンス

追加ライセンス（1ライセンスあたり）

625,000円

675,000円

800,000円

2,750円

97,500円

112,500円

150,000円

750円

1,015,000円

1,125,000円

1,400,000円

5,750円

5年保守パック

ハードウェア HPE ProLiant Thin Micro TM200 Server 

Windows Server 2016 Standard 8GB（DDR4）

1TB RAID1Intel® Xeon® Processor（4コア）

OS メモリ

CPU HDD

※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。




