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在宅勤務でも安全にPC作業を実施したい

•在宅勤務でも安全に利用できるPCを導入したいが、どれが良いかわからない。

•在宅勤務でも社内と同じ環境でPC業務を行いたい。

●お客様の課題

利用シーン

•在宅勤務に適したPCの導入が可能。

•社内のPCを自宅のPCから遠隔操作するので、社内と同じ環境でPC業務が行え
ます。

●導入のメリット

インターネット

遠隔操作

課題解決ソリューション

◆コニカミノルタ推奨PC
◆IT-Guardians マネージドPCサービス
◆IT-Guardians リモートビューサービス

• Office 365 Business/Office 365 Business Premium
• box（クラウドストレージ）

関連ソリューション

自宅
事務所
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在宅勤務でも安全にPC作業を実施したい

•運用保守サポート付きの『PCレンタルサービス』です。

•PC機種は多数のラインナップを揃えております。お客様の働き方に合わせて
ご選択可能です。

•Office 365やアンチウイルスソフトの設定、キッティングを実施したPCをお
届けいたします。

●概要

●利用シーン

•お申込書とヒアリングシート受領から約10営業日で設定済みPCをお客様ご指
定先に配送いたします。

•お申込み時にキッティング時に必要な設定情報を記載したヒアリングシート
をご記入ください。

•Office365のインストールをご依頼いただく場合は、ライセンス情報をご用意
ください。

●導入までの流れ

●参考価格 (税別)

IT-Guardians
マネージド
PCサービス

調達

運用
保守

導入更新

レンタルPCの選定

PCの初期設定・発送・設置

ヘルプデスク・障害切り分け

PC追加・交換時の初期設定

PC返却・データ消去

ご利用人数 初期費用 月額費用 注意事項

10名 50,000円 48,000円
A4ノートPC10台をご利用の場合。
・IT-GマネージドPCサービスA408

30名 150,000円 162,000円
モバイルノートPC5台、A4ノートPC25台をご利用の場合。
・モバイルノートPC：IT-GマネージドPCサービスB506
・A4ノートPC：IT-GマネージドPCサービスA406

商品紹介
Webページ

※PCの在庫は変動しますので、ご注文前には必ず弊社担当営業まで
在庫の確認依頼をいただきますよう、お願いいたします。

IT-Guardians マネージドPCサービス
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コニカミノルタ推奨PC

在宅勤務でも安全にPC作業を実施したい

•コニカミノルタがオススメするPCを安価・迅速にご提供いたします。

•コニカミノルタのECサイト「bizconcie」からWEBでカンタン注文！

※紙注文書でもご注文可能です。

●概要

利用シーン

•ご注文から最短1～2営業日でお客様ご指定先に配送いたします。

•ご注文にはコニカミノルタECサイト「bizconcie」へのご登録が必要です。

※登録無料

•PCの初期設定作業や操作サポートサービス、アンチウイルスソフトは別途必
要です。コニカミノルタにてご提供も可能ですので、必要な際はご相談くだ
さい。

〇操作サポートサービス→IT-Guardians ITサポートサービス

https://www.konicaminolta.jp/business/service/it-guardians/it_support/index.html

〇アンチウイルスソフト→IT-Guardians アンチウイルスサービス

https://www.konicaminolta.jp/business/service/it-guardians/service/antivirus/index.html

●導入までの流れ

●参考価格 (税別)

•デスクトップPC、A4ノートPC、モバイルノートPCをラインナップしており
ます。金額についてはコニカミノルタECサイト「bizconcie」または営業担
当にご確認ください。

商品紹介
Webページ
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IT-Guardians リモートビューサービス

在宅勤務でも安全にPC作業を実施したい

•自宅や外出先のPCやタブレットなどから会社にあるPCを遠隔操作することで、
テレワークを実現します。

利用シーン

•ご注文から２～３営業日でご利用いただけます。

•インターネット環境があれば利用することができます。

•遠隔操作される端末にはあらかじめエージェントのインストールが必要です。

•遠隔操作される端末は電源をONの状態にする必要があります。
※オプションのWOLが必要になる場合があります。

●導入までの流れ

ご利用人数 年額費用 注意事項

10名 160,000円
詳しくは担当営業・CEにお問い合わせください。

30名 480,000円

●参考価格 (税別)

遠隔接続

自宅のPCやスマホ、タブレット

遠隔地（会社など）

マウス/キーボード制御

画面転送

遠隔操作されるPC

自宅や外出先など

商品紹介
Webページ

2020年4月30日まで無償提供中！

お申し込みは、
担当営業・CEにお問い合わせください。

お申込み後、
約３営業日で
サービス開通！

この機会にぜひお試しください！ FREE
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課題解決ソリューション

在宅勤務中の社員とコミュニケーションを取りたい

（電話以外の手段）

•会社に行かないと会議ができないため、準備や移動時間の確保が必要。

•外出制限など出社できない時は打ち合わせもできず、業務を継続できない。

利用シーン

•自宅や外出先などの離れた場所と会議ができ、移動時間も短縮できる。

•外出先や在宅時もリアルタイムでの会話や情報共有が可能となることで、
チーム内連携が必要な作業が効率化できる。

•外出制限がある場合でも会議開催が可能（BCP対策）。

●導入のメリット

◆【中小企業向け】Office 365 Business Premium
◆【大企業向け】Office 365 E3 
◆ WebEx Meeting Center （WEB会議サービス）

• ECサイト：bizconcie（Webカメラ・USBスピーカーフォン）
• box（クラウドストレージ）

関連ソリューション

テレワークや外出先で
会議ができる

自宅 外出先自宅

リアルタイムで
情報共有ができる

外出先

自宅
自宅

●お客様の課題
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【中小企業向け】

Office 365 Business Premium

在宅勤務中の社員とコミュニケーションを
取りたい（電話以外の手段）

•Office アプリケーションとクラウド グループウェアをセットにしたクラウド
サービスです。

•自宅や外出先など、会社から離れた場所でもメールやオンライン会議などを
行えます。

•利用人数が300名以下の中小企業向けプランです。

•従来通り、Office アプリケーションをPCにインストールすることもできます。

●概要

•お申込書とヒアリングシート受領から約５営業日で開通します。

•お申込み時に設定情報を記載したヒアリングシートをご記入ください。

•Office365のインストールを行う場合は、ライセンス情報をご用意ください。

●導入の流れ

●参考価格 (税別)

Teams

ご利用人数 月額費用 年額費用 注意事項

10名 13,600円 163,200円
月額プランはCSP契約のお客様のみ対応可能です。
対応可能の有無は担当営業・CEにご相談ください。

30名 40,800円 489,600円

商品紹介
Webページ
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【大企業向け】

Office 365 E3 

在宅勤務中の社員とコミュニケーションを
取りたい（電話以外の手段）

•Office アプリケーションとクラウド グループウェアをセットにしたクラウド
サービスです。

•自宅や外出先など、会社から離れた場所でもメールやオンライン会議などを
行えます。

•利用人数が無制限の大企業向けプランです。

•中小企業向け「Office 365 Business Premium」の機能に加え、ビジネスイ
ンテリジェンスおよび分析ツールもご利用いただけます。

•「Office 365 Business Premium」と比べ、コンプライアンス・セキュリ
ティー管理のレベルが向上しています。

●概要

•お申込書とヒアリングシート受領から約５営業日で開通します。

•お申込み時に設定情報を記載したヒアリングシートをご記入ください。

•Office365のインストールを行う場合は、ライセンス情報をご用意ください。

●導入の流れ

●参考価格 (税別)

ご利用人数 月額費用 年額費用 注意事項

10名 21,700円 260,400円
月額プランはCSP契約のお客様のみ対応可能です。
大企業向けプランの料金は担当営業にご確認ください。

30名 65,100円 781,200円

Teams

商品紹介
Webページ
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WebEx Meeting Center 

（WEB会議サービス）

在宅勤務中の社員とコミュニケーションを
取りたい（電話以外の手段）

•自宅や外出先など、いつでも・どこでも・誰とでも、効率的でスピーディな
コミュニケーションを実現！

●概要

●参考価格 (税別)

様々なシーンで活用可能

●拠点間や遠隔地との会議

●在宅勤務（テレワーク）で活用

●取引先、お客様との打合せ

●商談支援、現場サポート

ご利用人数 初期費用 ライセンス費用 合計価格 注意事項

10名
10,000円

13,000円/
主催者ライセンス

要ご相談 年間契約(1年ごとの契約更新)
30名

商品紹介
Webページ

●導入の流れ

お試し版
お申込み・開通フロー

bizconceサイト
からWEB申込み 申込みから

約3営業日で
サービス開通

簡単な
初期設定

利用
開始

※お申し込みには、bizconcie IDの取得が必要です。
※正規版のお申し込み方法、サービス開通目安などは、担当営業・CEにお問合せください。

お客様作業

●各種研修、セミナー開催

●BCP対策（パンデミック・災害時）

高品質、信頼の
セキュリティー！

資料を共有しながら、
音声・ビデオ会議！

自宅や外出先でも、
簡単に会議を開催可能！

お申し込みは、
担当営業・CEにお問い合わせください。

お申込み後、
約4営業日で
サービス開通！

この機会にぜひお試しください！

お試し版30日間無料！

FREE

bizconcieサイト

https://bizconcie.konica
minolta.jp/shop/c/c01/
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在宅勤務中でも事務所に届くFAXを確認したい

•出社しないと事務所に届いたFAXを確認できない。

•在宅勤務でも社内と同じ環境でPC業務を行いたい。

利用シーン

•事務所に届いたFAXを自宅や外出先から確認できます。

•テレワークなど場所に縛られない多様な働き方ができます。

⚫導入のメリット

◆Dispatcher Phoenix
◆Info-Palette Cloud Essentials
◆bizhub i シリーズ

課題解決ソリューション

• Office 365 Business/Office 365 Business Premium
• box（クラウドストレージ）

関連ソリューション

アクセス 転送

bizhub

FAX
受信

自宅

事務所

FAX
送信

取引先

FAX
-----
-----
--

FAX
-----
-----
--

FAX
-----
-----
--

オンラインストレージ

●お客様の課題
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Dispatcher Phoenix（DPP）

在宅勤務中でも
事務所に届くFAXを確認したい

•事務所に届いたFAXを自動でリネーム&仕分けできます。
•事務所に戻ってFAXを確認する必要がなくなります。
•FAXデータのバックアップやメールでのFAX受信通知も設定でき、書類紛失や
処理漏れを防止します。

⚫概要

利用シーン

•ご注文から約20営業日（目安）でご利用いただけます。
•送信元FAXのID一覧表をご準備ください。
•導入前に導入環境の調査やヒアリングを実施いたします。
•別途コニカミノルタ複合機、DPPインストールPC、システム構築費用、boxアカウ
ントが必要となります。

⚫導入までの流れ

⚫参考価格 (税別)

ソリューション名 費用 備考

Dispatcher Phoenix Professional 234,000円 ソフトウェア本体費用

Dispatcher Phoenix Distribution Connector Bundle 62,400円 ソフトウェアオプション費用

Dispatcher Phoenix Professional ML1Yr 25,000円
本体メンテナンスライセンス
年額費用

Dispatcher Phoenix Distribution CB ML1Yr 12,500円
オプションメンテナンスライセンス
年額費用

バックアップフォルダ

BOXストレージ

メール
通知

取引先

複合
機FAX受信 リネーム・仕分け BOXへ保存

バックアップ

メール通知

※別途システム構築費用が発生します。

自宅

外出先
社外で
確認OK

書類紛失の
心配もなし

お申し込みは、
担当営業・CEにお問い合わせください。

この機会にぜひお試しください！

お試し版30日間無料！

FREE
商品紹介
Webページ
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bizhub essentials （複合機連携サービス）

在宅勤務中でも
事務所に届くFAXを確認したい

•オフィス（複合機活用業務）を社外に持ち出せる！複合機に受信したFAXを
自宅や外出先でも確認できます。

⚫概要

⚫参考価格 (税別)

ライセンスタイプ 初期費用 月額費用 費用例 注意事項

デバイスライセンス
(bizhub iシリーズ用)

15,000円

3,000円
※20ユーザー付

10人利用 3,000円/月
30人利用 6,000円/月

最低利用期間
1年以上ユーザーライセンス

(bizhub iシリーズ以外
の対象機種用)

1,000円/
ライセンス

必要ユーザー数
x1,000円/月

⚫導入の流れ

●拠点間や遠隔地との会議

●在宅勤務（テレワーク）

で活用

●取引先、お客様との打合せ

●商談支援、現場サポート

●各種研修、セミナー開催

●BCP対策

（パンデミック・災害時）

Fax受信連携機能

受信FAXを
クラウドストレージへ転送！

利用シーン

＜Remote Faxのご利用について＞
bizhub i シリーズでご利用の場合は「bizhub essentialsデバイスライセンス
＋ remote faxパック」をご購入ください。
bizhub i シリーズ以外の動作対応機種でご利用の場合は「bizhub remote 
faxユーザーライセンス」をご購入ください。

自宅や外出先やでもスピーディー
に確認！
迅速な業務対応が可能に。

お試し版
お申込み・開通フロー

bizconceサイト
からWEB申込み

お客様の
ネットワーク
環境等の確認

設定・
アプリ登録

利用
開始

※お申し込みには、bizconcie IDの取得が必要です。
※正規版のお申し込み方法やサービス開通目安などは、担当営業・CEにお問合せください。

弊社作業

bizconcieサイト

https://bizconcie.konica
minolta.jp/shop/c/c01/

弊社作業

商品紹介
Webページ

自宅や外出先やでもスピーディー
に確認！
迅速な業務対応が可能に。
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box（クラウドストレージ）

在宅勤務中でも
事務所に届くFAXを確認したい

•いつでも、どこでも、セキュアな情報共有を実現。PCやスマートフォンから
スピーディーにデータにアクセス！

⚫概要

⚫参考価格 (税別)

⚫導入の流れ

利用シーン

ご利用人数 月額費用 注意事項

10名 18,000円
・左記価格は「box Business版」の場合です。「Business Plus版」
「Enterprise版」の価格は担当営業・CEにお問い合わせください。
・年間契約(1年ごとの契約更新)です。
・最低5ライセンスから (従業員数が単体で501名以上の場合は最低20
ライセンスから)のご契約となります。

・外部コラボレーターはユーザー数に応じて課金されます。
30名 54,000円

安全なファイル共有

容量無制限！

モバイル端末の
有効活用

ファイルの履歴管理

パソコン

社内はもちろん自宅や外出先でも、PCやスマートフォンから簡単にファイルへアク
セス！
容量は無制限、ファイルのダウンロード用URL発行も可能！
企業向けの高度なセキュリティーレベルで、重要ファイルの保存も安心。
無料ストレージには無い、充実した管理者向けの機能を備えたクラウドストレージ
です。

コラボレータ―

モバイル

ファイル
(データ)

ファイル共有
外出先

事務所
自宅

取引先

自宅や外出先やでもスピーディー
に確認！
迅速な業務対応が可能に。

お試し版
お申込み・開通フロー

bizconceサイト
からWEB申込み 利用

開始

※お申し込みには、bizconcie IDの取得が必要です。
※お試し期間中に正規版をお申込みいただくと、正規版への登録データ移行が可能です。
※正規版の開通目安につきましては、お申込みのタイミングによって異なります。

お客様作業

bizconcieサイト

https://bizconcie.konica
minolta.jp/shop/c/c01/

申込みから
約5営業日で
サービス開通

ユーザー登録

商品紹介
Webページ

お申し込みは、
担当営業・CEにお問い合わせください。

お申込み後、
約5営業日で
サービス開通！

この機会にぜひお試しください！

お試し版30日間無料！

FREE
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bizhub i シリーズ

在宅勤務中でも
事務所に届くFAXを確認したい

•事務所に届いたFAXを自動でメールへ転送します。
•事務所に戻ってFAXを確認する必要がなくなります。
•メール環境があれば、複合機本体機能で実現できます。
•Microsoft Teamsをお使いのお客様はチームのチャネルにも直接転送可能。

⚫概要

利用シーン

•複合機からTeamsのチャネルに直接FAX転送することで、受信したFAXをすぐに確
認できます。
•チームに参加しているメンバーも確認でき、見逃しを防ぎます。

⚫Microsoft Teamsのチャネルへ直接転送について

自宅

社外で確認OK

書類紛失の
心配もなし

商品紹介
Webページ
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転送

bizhub

FAX
受信

事務所

FAX
送信

取引先
FAX
-----
-----
-- FAX

-----
-----
--
FAX
-----
-----
--

＜Microsoft Teamsのチャネルへのメール送信について＞
お客様のTeamsの管理者様が機能を有効にしている必要があります。
FAX受信のファイルサイズが10 MB 以上になる場合は送信できません。

受信した
FAX

Teams チャネル画面
＜受信例＞



在宅勤務でも稟議書や各種申請書を処理したい

•稟議書などの各種申請を紙ベースで処理しているため、承認者が社外にいる
と承認できない。

•申請者・承認者共に在宅ワークを行うと、申請も承認も進まない。

•各種申請を電子化・ワークフロー化したいが、システムの導入に時間とコス
トがかかる。

利用シーン

•出社しなくても、稟議書などの各種申請ができ、承認までの時間・工数も短
縮できる。

•システム構築の手間がなく、すぐに導入・利用を開始できる。

•テレワークやモバイルワークの導入を加速できる。

●導入のメリット

申請

承認

自宅 外出先

自宅や外出先で
申請・承認できる

社外で稟議書の進捗状況や
内容確認ができる

確認

自宅 自宅 外出先

課題解決ソリューション

◆ desknet’sクラウド
◆ X-Pointクラウド

●お客様の課題
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desknet’sクラウド

（グループウェア：ワークフロー機能）

在宅勤務でも稟議書や各種申請書を
処理したい

25種類の標準機能の1つ、ワークフローで実現！紙申請の稟議・決裁フローを
システム化し、業務をスピードアップ！

●概要

●参考価格 (税別)

ご利用人数 ライセンス費用 月額費用 注意事項

10名

400円/ライセンス

4,000円 ・最低5ライセンスからお申込みください。
・最低利用期間1か月以上です。
・他オプションサービスは
担当営業・CEにお問い合わせください。30名 12,000円

商品紹介
Webページ

■申請書をWEBフォーム化し、
社外からでも簡単申請

■決裁までの時間も短縮。
業務がスピードUP！

■出社しなくても外出先や自宅
からPC・スマートフォンで
承認OK

管理者承認者

■低コストかつシステム構築も
不要

■決裁情報はデータ※で保管。
社外でも確認可能

※：HTML形式

●導入の流れ

お試し版
お申込み・開通フロー

bizconceサイト
からWEB申込み 申込みから

約4営業日で
サービス開通

ユーザー
登録
初期設定

利用
開始

※お申し込みには、bizconcie IDの取得が必要です。
※正規版のお申し込み方法、サービス開通目安などは、担当営業・CEにお問合せください。

お客様作業

bizconcieサイト

https://bizconcie.konica
minolta.jp/shop/c/c01/

お申し込みは、
担当営業・CEにお問い合わせください。

お申込み後、
約4営業日で
サービス開通！

この機会にぜひお試しください！

お試し版30日間無料！

FREE

申請者
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X-point Cloud

在宅勤務でも稟議書や各種申請書を
処理したい

•「まるで紙に書くような」直感的な入力フォームで、ITに不慣れな方でも安
心して利用できるクラウド型ワークフローシステム。

•稟議書のほか、経費精算、日報などの様々な書類の申請・承認業務を効率化。

•PC以外にスマホやタブレットにも対応。外出先や移動中でも申請・承認がで
きます。

●概要

•お申込書とヒアリングシート受領から約５営業日で開通します。

•電子化を検討されている帳票の内容や承認ルートなど、詳細なヒアリングを
実施する場合があります。

●導入までの流れ

ご利用人数 初期費用 ライセンス費用 合計価格 注意事項

10名

140,000円

57,000円/年 197,000円/年 ・別途構築・設定・教育費用
が発生します。
・年額一括契約の場合。30名 171,000円/年 311,000円/年

●参考価格 (税別)

利用シーン

申請

承認

自宅 外出先

自宅や外出先で
申請・承認できる

社外で稟議書の進捗状況や
内容確認ができる

確認

自宅 自宅 外出先

【検索画面】

【集計画面】

商品紹介
Webページ
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在宅勤務でもサクサク仕事ができるよう

リテラシーを上げたい

•テレワークを活用した働き方が浸透しない。

•テレワークの実施に必要なOffice365などのICTツールを導入したけれど、

うまく活用できていない。

利用シーン

•日ごろからテレワークを活用しているコニカミノルタジャパンのSEが、各ICT
ツールの使い方を利用シーンごとにわかりやすく説明します。

•実例をもとに説明するのでイメージがわきやすく、利用スキルの早期向上が
見込めます。

⚫導入のメリット

◆ テレワーク展開支援

課題解決ソリューション

• Office 365 Business/Office 365 Business Premium
• box（クラウドストレージ）
• Dispatcher Phoenix

関連ソリューション

テレワークで働くイメージがわかない…
集合研修で

活用方法をレクチャー

O P

N I

A LX PW

Office

Office365

●お客様の課題

21



テレワーク展開支援

在宅勤務でもサクサク仕事ができるよう
リテラシーを上げたい

•テレワークの活用方法やICTツールの使い方を集合研修形式でご説明します。

•日ごろからテレワークを活用しているコニカミノルタジャパンのSEが、各ICTツー
ルの使い方を利用シーンごとにわかりやすく説明します。

•実例をもとに説明するのでイメージがわきやすく、ICTツールの利用スキルの早期
向上やテレワークの浸透が見込めます。

⚫概要

利用シーン

•研修会開催の希望日時、場所をヒアリングし、研修講師を派遣いたします。

⚫実施までの流れ

費用 注意事項

60,000円/回
・1回につき最大3時間の研修
・交通費など出張が必要な場合は別途調整いたします。
・詳しくは担当営業・CEにご相談ください。

⚫参考価格 (税別)
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在宅勤務で利用されているPCやスマートフォンを

効率良く管理したい

•在宅勤務で使っている会社のPCやスマートフォンの一元管理したい。

•情報漏洩の対策を行いたい。

利用シーン1

社内外を問わず、PCやスマートフォンを一元管理

社内 社外
国内
拠点

海外
拠点

•自宅や外出先など利用環境を問わ
ずデバイスを一元管理できます。

•Windows、Mac OS、iOS、
Androidと様々なデバイスの管理
ができます。

⚫ 導入のメリット

USB等の利用制限や、操作ログを取得し情報漏洩対策

ファイル
操作

WEB
アクセス

WEB
メール

USB
書き出し

印刷ログ

外部デバイスの
読み/書き制御

利用シーン2

•USB等の利用制御や操作ログ取得
で、機密情報、顧客情報の外部流
出などの不正行為を防ぎます。

•違反操作があった場合は、結果を
レポートで簡単に確認できます。

⚫ 導入のメリット

◆ IT-Guardians IT資産管理サービス「ISM CloudOne」

課題解決ソリューション

• コニカミノルタ推奨PC
• IT-Guardians マネージドPCサービス

関連ソリューション

●お客様の課題
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IT-Guardians IT資産管理サービス

「ISM CloudOne」

在宅勤務で利用されているPCや
スマートフォンを効率良く管理したい

•PCやスマートフォンを、社内外を問わず一元管理することで、テレワーク環
境下でも効率よく管理できます。

●概要

•毎月20日までに申込完了いただくと、翌月1日からご利用いただけます。

•申込前に、管理対象端末がISM Cloud Oneの動作環境を満たしているか、
ご確認をお願いいたします。

•インストール、設定作業はお客様にてご対応をお願いしております。

●導入までの流れ

ご利用人数 年額費用 注意事項

10名 66,000円
オプションとして、USB等の利用制限（2,200円／年・台）、
操作ログの取得（5,600円／年・台）が利用可能です。

30名 198,000円

●参考価格 (税別)

利用シーン

社外

社内

PCやスマホ、タブレット

IT資産管理者が
効率よく一元管理

商品紹介
Webページ

お申し込みは、
担当営業・CEにお問い合わせください。

この機会にぜひお試しください！

お試し版30日間無料！

FREE
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在宅勤務で利用されているPCや
スマートフォンを効率良く管理したい

•運用保守サポート付きの『PCレンタルサービス』です。

•PC機種は多数のラインナップを揃えております。お客様の働き方に合わせて
ご選択可能です。

•Office 365やアンチウイルスソフトの設定、キッティングを実施したPCをお
届けいたします。

●概要

●利用シーン

•お申込書とヒアリングシート受領から約10営業日で設定済みPCをお客様ご指
定先に配送いたします。

•お申込み時にキッティング時に必要な設定情報を記載したヒアリングシート
をご記入ください。

•Office365のインストールをご依頼いただく場合は、ライセンス情報をご用意
ください。

●導入までの流れ

●参考価格 (税別)

ご利用人数 初期費用 月額費用 注意事項

10名 50,000円 48,000円
A4ノートPC10台をご利用の場合。
・IT-GマネージドPCサービスA408

30名 150,000円 162,000円
モバイルノートPC5台、A4ノートPC25台をご利用の場合。
・モバイルノートPC：IT-GマネージドPCサービスB506
・A4ノートPC：IT-GマネージドPCサービスA406

商品紹介
Webページ

※PCの在庫は変動しますので、ご注文前には必ず弊社担当営業まで
在庫の確認依頼をいただきますよう、お願いいたします。

IT-Guardians マネージドPCサービス

IT-Guardians
マネージド
PCサービス

調達

運用
保守

導入更新

レンタルPCの選定

PCの初期設定・発送・設置

ヘルプデスク・障害切り分け

PC追加・交換時の初期設定

PC返却・データ消去
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コニカミノルタ推奨PC

在宅勤務で利用されているPCや
スマートフォンを効率良く管理したい

•コニカミノルタがオススメするPCを安価・迅速にご提供いたします。

•コニカミノルタのECサイト「bizconcie」からWEBでカンタン注文！

※紙注文書でもご注文可能です。

●概要

利用シーン

•ご注文から最短1～2営業日でお客様ご指定先に配送いたします。

•ご注文にはコニカミノルタECサイト「bizconcie」へのご登録が必要です。

※登録無料

•PCの初期設定作業や操作サポートサービス、アンチウイルスソフトは別途必
要です。コニカミノルタにてご提供も可能ですので、必要な際はご相談くだ
さい。

〇操作サポートサービス→IT-Guardians ITサポートサービス

https://www.konicaminolta.jp/business/service/it-guardians/it_support/index.html

〇アンチウイルスソフト→IT-Guardians アンチウイルスサービス

https://www.konicaminolta.jp/business/service/it-guardians/service/antivirus/index.html

●導入までの流れ

●参考価格 (税別)

•デスクトップPC、A4ノートPC、モバイルノートPCをラインナップしており
ます。金額についてはコニカミノルタECサイト「bizconcie」または営業担
当にご確認ください。

商品紹介
Webページ
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社内ネットワーク環境の

セキュリティーレベルを上げたい

•在宅勤務時の社内ネットワークのセキュリティーをしっかり対策したい。

利用シーン1

•自宅や外出先からでも社内のネット
ワークに接続し、社内と同じ環境で
仕事をすることができます。

•外部からの不正アクセスや情報漏洩
をネットワークの境界で防ぎ、社内
ネットワークのセキュリティーを向
上します。

⚫導入のメリット

◆ Workplace Hub セキュリティーサービス
関連ソリューション
• 推奨モバイルPC IT-Guardians マネージドPCサービス

課題解決ソリューション

会社PCを持ち運び、外から社内ネットワークを利用

リモートデスクトップで外から安全に操作

•自宅のPCから会社のPCへリモートア
クセスできるので、PCを持ち歩く必
要がありません。

•外部からの不正アクセスや情報漏洩
をネットワークの境界で防ぎ、社内
ネットワークのセキュリティーを向
上します。

⚫導入のメリット

◆ IT-Guardians UTMサービス
◆ IT-Guardians リモートビューサービス
関連ソリューション
• 推奨モバイルPC IT-G マネージドPCサービス

課題解決ソリューション

自宅

事務所

VPN接続

利用シーン2

事務所 自宅

遠隔
操作

公衆
インターネット

●お客様の課題
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Workplace Hub セキュリティーサービス

社内ネットワーク環境の
セキュリティーレベルを上げたい

•セキュリティー機能（UTM）とVPN機能を兼ね備えたサービスです。

•社内セキュリティーを守りつつ、社外にある端末から社内のネットワークに
アクセスすることが可能です。

⚫概要

利用シーン

•ご注文から約20営業日（目安）でご利用いただけます。

•クライアントVPNを利用するためには、端末への設定が必要です。

⚫導入までの流れ

ご利用人数 初期費用 月額費用 注意事項

10名 195,300円 8,100円/月
10名1拠点でクライアントVPNを
利用する場合(XG106)

30名 304,300円 16,400円/月
30名1拠点でクライアントVPNを利
用する場合(XG135)

⚫参考価格 (税別)

UTM 外部からの
攻撃防止

感染

ブロック

クライアント
VPN

UTM

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
機
能
（U

T
M

）

V
P
N

機
能

内部からの
情報漏洩防止 事務所事務所

自宅

外出先

商品紹介
Webページ
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IT-Guardians UTM サービス

社内ネットワーク環境の
セキュリティーレベルを上げたい

•社内ネットワークの境界にUTMを設置することで統合的なセキュリティー対
策ができ、社内のセキュリティーレベルがアップします。

⚫概要

利用シーン

•ご注文から約20営業日（目安）でご利用いただけます。

⚫導入までの流れ

ご利用人数 初期費用 月額費用 注意事項

10名 136,000円 5,700円/月 10名1拠点で利用する場合(XG106)

30名 145,000円 9,200円/月 30名1拠点で利用する場合(XG135)

⚫参考価格 (税別)

ファイアウォール

社内ネットワーク
の出入口で
通信を監視・制限

アンチウイルス

Web等から侵入した
ウイルスを検知

Webフィルタリング

悪意のあるWebサイトへ
のアクセスを制限

アプリケーション
コントロール

アプリケーションの使用
状況を可視化し、制御。

IPS（不正侵入検知）

社内ネットワークへ
の不正な通信を検知

UTMネットワーク攻撃

不正アクセス

通常の通信

標的型攻撃 ブロック

ブロック

ブロック

UTM配下の機器は
守られた環境に
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IT-Guardians リモートビューサービス

社内ネットワーク環境の
セキュリティーレベルを上げたい

•自宅や外出先のPCやタブレットなどから会社にあるPCを遠隔操作することで、
テレワークを実現します。

概要

利用シーン

•ご注文から２～３営業日でご利用いただけます。

•インターネット環境があれば利用することができます。

•遠隔操作される端末にはあらかじめエージェントのインストールが必要です。

•遠隔操作される端末は電源をONの状態にする必要があります。
※オプションのWOLが必要になる場合があります。

●導入までの流れ

ご利用人数 年額費用 注意事項

10名 160,000円
詳しくは担当営業・CEにお問い合わせください。

30名 480,000円

●参考価格 (税別)

遠隔接続

自宅のPCやスマホ、タブレット

遠隔地（会社など）

マウス/キーボード制御

画面転送

遠隔操作されるPC

自宅や外出先など

商品紹介
Webページ

2020年4月30日まで無償提供中！

お申し込みは、
担当営業・CEにお問い合わせください。

お申込み後、
約３営業日で
サービス開通！

この機会にぜひお試しください！ FREE
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社内ネットワーク環境の
セキュリティーレベルを上げたい

•運用保守サポート付きの『PCレンタルサービス』です。

•PC機種は多数のラインナップを揃えております。お客様の働き方に合わせて
ご選択可能です。

•Office 365やアンチウイルスソフトの設定、キッティングを実施したPCをお
届けいたします。

●概要

●利用シーン

•お申込書とヒアリングシート受領から約10営業日で設定済みPCをお客様ご指
定先に配送いたします。

•お申込み時にキッティング時に必要な設定情報を記載したヒアリングシート
をご記入ください。

•Office365のインストールをご依頼いただく場合は、ライセンス情報をご用意
ください。

●導入までの流れ

●参考価格 (税別)

ご利用人数 初期費用 月額費用 注意事項

10名 50,000円 48,000円
A4ノートPC10台をご利用の場合。
・IT-GマネージドPCサービスA408

30名 150,000円 162,000円
モバイルノートPC5台、A4ノートPC25台をご利用の場合。
・モバイルノートPC：IT-GマネージドPCサービスB506
・A4ノートPC：IT-GマネージドPCサービスA406

商品紹介
Webページ

※PCの在庫は変動しますので、ご注文前には必ず弊社担当営業まで
在庫の確認依頼をいただきますよう、お願いいたします。

IT-Guardians マネージドPCサービス

IT-Guardians
マネージド
PCサービス

調達

運用
保守

導入更新

レンタルPCの選定

PCの初期設定・発送・設置

ヘルプデスク・障害切り分け

PC追加・交換時の初期設定

PC返却・データ消去
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コニカミノルタ推奨PC

社内ネットワーク環境の
セキュリティーレベルを上げたい

•コニカミノルタがオススメするPCを安価・迅速にご提供いたします。

•コニカミノルタのECサイト「bizconcie」からWEBでカンタン注文！

※紙注文書でもご注文可能です。

●概要

利用シーン

•ご注文から最短1～2営業日でお客様ご指定先に配送いたします。

•ご注文にはコニカミノルタECサイト「bizconcie」へのご登録が必要です。

※登録無料

•PCの初期設定作業や操作サポートサービス、アンチウイルスソフトは別途必
要です。コニカミノルタにてご提供も可能ですので、必要な際はご相談くだ
さい。

〇操作サポートサービス→IT-Guardians ITサポートサービス

https://www.konicaminolta.jp/business/service/it-guardians/it_support/index.html

〇アンチウイルスソフト→IT-Guardians アンチウイルスサービス

https://www.konicaminolta.jp/business/service/it-guardians/service/antivirus/index.html

●導入までの流れ

●参考価格 (税別)

•デスクトップPC、A4ノートPC、モバイルノートPCをラインナップしており
ます。金額についてはコニカミノルタECサイト「bizconcie」または営業担
当にご確認ください。

商品紹介
Webページ
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社内にある紙文書を在宅勤務向けに

簡単・きれいに電子化したい

•会社にいかないと資料が確認できない。

•テレワークはできるけどパソコン、資料など持ち帰る荷物が多くて大変。

•資料を紛失しそうで怖い。

利用シーン

•最新の複合機を使い紙資料を簡単、きれいに電子化。

（白紙除去、重送検知、自動傾き補正など最新機能で簡単電子化）

•電子化された資料はクラウドサービス等で共有可能。

（社員間で共有した情報を活用）

•紙資料を持ち出さないので情報漏えいリスクも軽減。

⚫導入のメリット

課題解決ソリューション

◆ bizhub i シリーズ

関連ソリューション

●お客様の課題
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紙から電子へ 電子から紙へ 情報の変換が得意な複合機！！

・box
・Dispatcher Phoenix
・bizhub essentials



bizhub i シリーズ

在宅勤務中でも
事務所に届くFAXを確認したい

•事務所に届いたFAXを自動でメールへ転送します。
•事務所に戻ってFAXを確認する必要がなくなります。
•メール環境があれば、複合機本体機能で実現できます。
•Microsoft Teamsをお使いのお客様はチームのチャネルにも直接転送可能。

⚫概要

利用シーン

•複合機からTeamsのチャネルに直接FAX転送することで、受信したFAXをすぐに確
認できます。
•チームに参加しているメンバーも確認でき、見逃しを防ぎます。

⚫Microsoft Teamsのチャネルへ直接転送について

自宅

社外で確認OK

書類紛失の
心配もなし

商品紹介
Webページ
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転送

bizhub

FAX
受信

事務所

FAX
送信

取引先
FAX
-----
-----
-- FAX

-----
-----
--
FAX
-----
-----
--

＜Microsoft Teamsのチャネルへのメール送信について＞
お客様のTeamsの管理者様が機能を有効にしている必要があります。
FAX受信のファイルサイズが10 MB 以上になる場合は送信できません。

受信した
FAX

Teams チャネル画面
＜受信例＞
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