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大塚商会と日立ビジネスが在宅勤務の支援ソリューションで協業
―USB 認証キーを挿し込むだけの簡単操作で、社外からセキュアに社内 PC へアクセス可能―
株式会社 大塚商会(東京都千代田区、代表取締役社長 大塚裕司、資本金 103 億 7 千万円 以下、大塚
商会)と、日立ビジネスソリューション株式会社（横浜市中区桜木町、取締役社長 木村 伊九夫、資本金 35
億 6 千万円 以下、日立ビジネス）は、USB 認証キーを利用し簡単かつセキュアに社外での業務を可能とし、
ビジネス効率向上を実現する在宅勤務支援ソリューションの提供で協業いたします。
本協業に基づき、大塚商会と日立ビジネスは、社外から直結通信回線を使っているかのように簡単かつセ
キュアに社内の自席 PC に接続・操作ができる「オフィストンネリングキット」を共同で企画・開発し、2010 年 3
月 15 日より大塚商会が販売を開始します。本キットは日立ビジネスの「DoMobileASP サービス」を活用し、専
用 USB 認証キー、vProTMＰＣ起動用サーバ、vProTM 搭載推奨 PC 、PC の遠隔起動に必要な設定、リモート
アクセス年間利用料金をセットにしたものです。
リモートアクセスの年間利用料金は、社外から接続する PC1 台あたり年額 18,000 円（税別）となり、初期費用
含め 740,000 円（税別）から在宅勤務やモバイルワークを、手軽に始めることが可能です。また、インフルエン
ザ・パンデミックなどに対応する事業継続対策としてもご利用いただけます。
お客様は、専用 USB 認証キーをインターネットに接続された PC に挿し込むだけでセキュリティを確保した状
態で自席 PC の電源 ON からリモートコントロールまで行うことができ、簡単に会社の自席 PC を社外から利用
することができるようになります。また、外出先での作業はすべて自席 PC のアプリケーションとデータを利用す
るため、社内データは持ち歩かないで済み、操作の簡易化、自動接続による素早いアクセスで外出先などで
の業務効率の改善を図ることができます。
さらに、インテル® 社がビジネス向け PC に搭載した vProTM テクノロジーを活用することで、省電力かつ遠隔
からの電源 ON/OFF に加え、フリーズ時の再起動までの電源制御も可能となります。大塚商会では、お客様
の要望に応じてインテル® vProTM テクノロジー搭載推奨 PC も提供いたします。
外出先から社内 PC にアクセスする場合、既存のネットワーク構成や不正アクセス防止などが重要となります。
本キットで利用する日立ビジネスの「DoMobileASP サービス」は、既存のネットワーク構成を変更せずに導入が
可能で、VPN などの管理が不要です。また、なりすましによる不正アクセスを防止するために、各種認証情報
に加えクライアントデジタル証明書の認証を行う必要がありますが、これらを専用 USB 認証キーに入れ操作を
簡易化しています。

【サービス概要図】

【オフィストンネリングキット構成一覧】
以下の製品が含まれます。
■ 本キット用 「DoMobileASP サービス」
■ 本キット用 専用 USB 認証キー
■ 自席 PC 設定作業（10 台まで）
■ vProTM 搭載推奨 PC
■ 本キット用 vProTMPC 起動用サーバ（NEC NS28P）、設置作業
インテル® vPro™ テクノロジーとは
新 2010 インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーを搭載した PC は、スマートなセキュリティー、コスト削減に貢
献する運用管理機能、インテリジェントなパフォーマンスであらゆるビジネスニーズに柔軟に対応します。新 2010 インテ
ル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーでは、電源が入っていない PC や OS が応答しなくなった PC を含めてリモ
ートから監視、診断、修復が行え、ダウンタイムとオンサイトサポートを最小限に抑えられます。対応ソリューションにより、
固定 IP 環境、DHCP 環境を問わず、ネットワークを介して電源の投入やリセット操作を行うことが出来ます。
・インテル® vPro™ テクノロジーに関する詳細は、下記Webサイトをご参照ください。
http://www.intel.co.jp/jp/gopro/

【提供価格（税別）】
<<年間利用料>>
ASP サービス年額利用料 PC1 台あたり年額 18,000 円
<<初期費用>>
DoMobileASP サービス登録費用
10,000 円
USB 認証キー
15,000 円/ユーザ
自席PC設定作業（10台まで）
150,000円（11台目以降は5,000円/台で追加。）
vProTM起動用サーバ （NEC NS28P）
198,000円/台
起動用サーバ設置作業
50,000円/台
vProTM搭載推奨PC
299,000円/台
※インターネット回線の費用は含んでおりません。
※自席PCのネットワーク設定、ハード機器の保守費用などは別途有償となります。

【動作環境】
社外 PC の前提条件
・Web ブラウザとして Microsoft Internet Explorer6.0 SP2 以降を搭載していること。
・インターネット上の Web サーバへ HTTPS アクセスができるネットワーク環境が必要。
【提供開始予定日】

2010 年 3 月 15 日

【問い合わせ先】
<<販売に関するお問い合わせ先>>
株式会社 大塚商会 ゲートウェイプロモーション課
TEL:03-3514-7568 E-mail: osm-g@otsuka-shokai.co.jp
<<本リリースに関するお問い合わせ>>
株式会社 大塚商会 企画広報課
TEL:03-3514-7102 FAX：03-3514-7104

E-mail: koho@otsuka-shokai.co.jp

日立ビジネスソリューション株式会社 営業企画本部
TEL:045-224-6754 FAX:045-224-6719 E-mail: event@hitachi-business.com
今回の発表に際し、インテル株式会社殿より、以下のエンドースメントをいただいています。
■インテル株式会社 マーケティング本部長 江田 麻季子 氏
インテルは、「オフィストンネリングキット」の発表を歓迎します。インテル® vPro™ テクノロジーの優れた運用
管理機能を活用した本ソリューションにより、セキュリティーの強化と先進のモバイル・コンピューティング環境
の構築ができると期待しております。インテルは、今後もインテル® vPro™ テクノロジーの機能強化を進め、
業界各社と協力し、先進の IT 活用によるビジネスの効率化を推進してまいります。

■個人情報の取り扱いについて
本お問い合わせ先に送られる個人情報は、ご本人さま、またはお客さまの承諾なく、以下に定める
目的以外での利用や第三者への開示等はいたしません。
お問い合わせへの回答や、ご本人さま、またはお客さまに有益と思われるサービス、製品の情報を
DM・電話等でご案内させていただく場合がございます。
配信停止・情報の訂正・削除等をご希望の方は 、お問い合わせいただいた会社の下記窓口まで
ご連絡ください。
・株式会社 大塚商会
koho@otsuka-shokai.co.jp
・日立ビジネスソリューション株式会社 event@hitachi-business.com
■登録商標について
・ DoMobile は、日立ビジネスソリューション株式会社の登録商標です。
・ Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ インテル®Pentium TM、インテル®vPro TM 、インテル®Core TM、インテル®Centrino TM、Intel ロゴは、米国
およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
・ 本文中に記載されている製品名などの固有名詞は、各社の登録商標または商標です。

日立ビジネスソリューション株式会社
〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目 1 番地 8
電 話 （045）224-6111（代表） ＦＡＸ （045）224-6119
ホームページ http://hitachi-business.com/

