フルワイプに対応したエンドポイントセキュリティ

モ バイルパソコン の 情 報 漏 え い と 不 正 利 用 を 防 ぎ 、
安 心・安 全 な モ バイルワー ク を 推 進
監視ポリシーを配布

即時に違反を発見

リモートワイプ

端末情報を一括管理
▶PC001 XXXX → 通常
▶PC002 XXXX → 通常
▶PC003 XXXX → アップデート
▶PC004 XXXX → 通常
▶PC005 XXXX → 通常
▶PC006 XXXX → 通常

監視ポリシーを管理サーバーで作成し端
末に配布。
末に配布

ポリシーに違反した端末はロック！
違反したまま一定時間放置するとドライ
ブを完全消去
ブを完全消去。

紛失時には管理者がリモートロックや消 社内のすべての端末の利用状況をサー
で、 バーで一括管理。またウイルス対策
また
ス対策や
去命令を発動。スマートフォンアプリで、
またウイルス対策や
の初動対応も可能。
Window
ト状況が判る
ユーザーの初動対応も可能。
Windowsの
アップデート状況が判る。

主な特長
■ リモート命令・自律制御セキュリティ機能
モバイルパソコンの盗難・紛失時は、リモートロック・消去でデータ漏えいを防止します。オフラインでも自律制御セキュリティ機能が監視ポ
リシーの違反を検知すると大音量アラームやロック・消去でパソコンとデータを保護します。
自律制御セキュリティ機能は持ち出し禁止パソコンの不正利用の防止にも有効です。
パソコンの用途に適した監視ポリシーを設定することで、社内のすべてのパソコンの一括管理を実現します。
主な監視ポリシー

指定エリア外に出た !

自律制御のアクション

接続環境が変更された !

不正パスワード入力 !

大音量アラーム

デバイスロック

データ消去

■ 強化されたデータ消去
TRUST DELETE prime はフルワイプ方式を採用。フォルダやドライブ単位の消去ではなく、OSを含むドライブ上の全データを復元不可能な
状態で消去します。
※リモート命令、自律制御セキュリティ機能の双方で利用可能です。※UEFI で動作するパソコンでご利用頂けます。

■ スマートフォン連携
iOS/Android で動作するアプリ「TRUST DELETE prime」にて、ユーザー自身がリモートロック等
の初動対応が行えます。
・パソコンの位置情報確認（直近の位置情報を1件表示）
・パソコンへのリモートロック/ アンロック命令、リモート消去命令を発行
・指紋認証によるアプリ起動認証に対応
※ パソコンとスマートフォンアプリはペアで動作します。アプリから複数のパソコンを操作することは
できません。
※ 対応 OS バージョンは、iOS 10.0 以降、Android 5.1以降

■ 命令発行代行サービス対応
サービスセンターのオペレーターが貴社の管理者に代わってデータの消去命令やロック命令を発行
する、24 時間 365 日対応のサービスを提供いたします。

OneBeは、遠隔データ消去ソリューションを専門に提供する会社です

onebe.com/onebe.co.jp

より便利な機能
■ システム詳細情報の取得

■ グループ管理機能

管理画面でパソコンのシステム詳細情報を確認することができます。ネッ
トワーク情報、アンチウィルスソフトや OS のアップデートの状況等、シ
ステム管理者がパソコンの状態を把握するための情報を提供します。

グループ毎に監視ポリシーを一括管理が可能。管理者不在の緊急時にも
対応できるよう管理者を複数設定できます。

■ 安心自動消去
自動消去の実行プロセスを 2 重化しました。指定時間が経過するとまずロックを発動。ロック状態のままさらに指定した時間を超えて放置されると
フルワイプを実行します。またロック発動の直前に警告を表示することで利用者に注意を喚起します。

お客様のあらゆる環境に対応したセキュリティ
盗難・紛失の情報漏えい対策 SMS Push対応

データ漏えい対策のオールインワンソリューション

パナソニック版
モバイルパソコンの情報漏えいと不正利用を防ぎ、
安心・安全なモバイルワークを提供するオールイン
ワンソリューション

高機能版 TRUST DELETE Biz
SMS命令で電源OFFから消去実行

盗難・紛失の情報漏えい対策

盗難・紛失した VAIO を遠隔操
作でフルワイプ

ワンビクラウド

スタンダード版
プライベート
クラウド

例）お客様のネットワーク環境に合わせ
てサーバーの運用が可能で、 クライア
ントの盗難・紛失時には遠隔命令とタ
イマー設定の双方から消去、ロックを
実行してお客様のデータを守ります。

スタンドアロン

持ち出し監視

管理サーバー不要の自律型セキュリ
ティ。 不正な持ち出しや不正な利用
を検知するとロック、 アラームで守
ります。

安心モバイルパソコンの活用例
【持ち出しパソコンをなくしたらロック・消去】
ルール：PCを持ち出す際には必ずモバイルルーターとセット
電波が届けば
（接続しなくても）

OK

【持ち出し禁止パソコンの不正持ち出しは端末ロック】
ルール：PCの持ち運びは社内無線LANの電波エリアのみ

電波が届かなくなると

社内では

自動的にロック

OK

自動的に解除

自宅で PC を起動すると
ロック&警報
自動的に解除

大音量アラーム

事故発生時には

ロックされたままX時間以上経過すると
自動的にフルワイプ！

監視の手間をかけずに社員の不正を抑止する！
命令発行代行サービス対応

■ 動作環境
対応 OS

Windows 10 Home , Windows 10 Pro , Windows 10 Enterprise ,
Windows 8.1 , Windows 8.1 Pro , Windows 8.1 Enterprise

対応 CPU

1GHz 以上推奨

メモリ
（RAM）

32 ビット OS の場合 1GB 以上を推奨
64 ビット OS の場合 2GB 以上を推奨

ストレージ

100MB 以上の空き容量が必要

動作条件

ドライブのフルワイプは UEFI 起動のパソコンのみ利用可能、
.NET Framework 4 のインストール環境、 インターネットへの接続環境

お客様より事前に登録いただいた情報をもとに、利用者の本人確認を実
施した上で、サービスセンターのオペレーターが貴社の管理者に代わっ
てデータの消去命令やロック命令を発行する、24 時間 365 日対応の
サービスです。
万一の事故の際に、事故を起こした社員自身が、命令発行を直接依頼する
ことができるため、深夜や休日の管理者負担を軽減できるだけでなく、事
故時のオペレーションを円滑に行う事が可能です。

詳しい機能や運用例は、
www.onebe.co.jp/product/tdprime/ にてご確認頂けます。
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