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簡単操作で強固なセキュリティを実現！
「割符ランチャーセット」を販売開始
〜セキュア・データ・ソリューション、モバイル割符2.0シリーズの拡充〜

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、このたびセキュア・データ・ソリューションソフトウェア モバイル割符2.0製品シリーズに、
「割符ランチャーセット」（「モバイル割符2.0 TypeU1」、および、｢割符ランチャー｣）を追加し、販売を開始しまし
た。
情報漏洩対策が企業の重要な課題となっている中、当社ではデータを分割して割符化し、別々の媒体に保
管、全てが揃わないと元のデータに復元できないといった、暗号化とは異なる電子割符（*）という手法を用いたセ
キュリティ製品「モバイル割符2.0」シリーズを販売してまいりました。
このたび販売を開始した「割符ランチャーセット」は、さらに手軽にご利用いただけるよう、あらかじめ対象となる
フォルダを指定するだけで、自動的にデータの割符化・復元を行うことができる製品です。これにより、お客様は
割符化・復元を全く意識することなく、業務を遂行することができます。
*電子割符エンジンにはGFI電子割符®Neoライブラリ Ver-2を使用しています。

１．「割符ランチャーセット」の特長
（１）自動割符化／復元
あらかじめ設定したフォルダ内のファイルをWindowsのシャットダウン時に自動で割符化し、USBフラッシュ
メモリをパソコンに挿入すると自動的に復元を行います。ユーザが複雑な操作をすることなく強固なセキュリ
ティを保つことができます。
（２）Windows シャットダウン機能
割符ランチャーメイン画面のボタンからWindowsをシャットダウンすることができます。
（３）プログラムランチャー機能
割符ランチャーメイン画面のボタンからあらかじめ設定したプログラムを起動することができます。
２．「割符ランチャーセット」の利用イメージ
「割符ランチャーセット」を日常の業務と連携させると、重要な業務データを簡単に情報漏洩から守ることがで
きます。
・業務開始時、USBフラッシュメモリをパソコンに挿入すると、自動的に業務データが復元されます。
・業務終了時、Windowsをシャットダウンすると自動的に業務データがUSBフラッシュメモリとパソコンに割符
化されます。
・割符化されたデータは、意味を持たないデータとなっていますので、万が一パソコンが盗難にあっても情報
漏洩を防止することができます。

３．モバイル割符 2.0 シリーズの機能比較
このたび発売した網掛けの製品は、インストール不要、USB フラッシュメモリ必須の製品です。
また、「割符ランチャー」は「モバイル割符 2.0 TypeU1」とセットでお使いいただく製品です。
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* 3 分割の場合は３つ目の出力先のみ選択可

４．動作環境
前提 OS
前提ソフトウェア

前提ハードウェア

Windows XP SP2 以上または Windows Vista Business
割符ランチャーセット：モバイル割符 2.0 TypeU1
モバイル割符 2.0 TypeU1:なし
CPU：Pentium4 1.5GHz 以上を推奨
メモリ：Windows XP OS の場合 512MB 以上を推奨
Windows Vista OS の場合 1GB 以上を推奨
USB フラッシュメモリ：株式会社アイ･オー･データ機器 Secure EasyDisk ED-S2 シリーズ

５．販売開始日
販売中
６．提供価格
「割符ランチャーセット」、および、｢モバイル割符 2.0 TypeU1｣には USB フラッシュメモリは含まれていません。
別途購入していただく必要がありますので当社にて購入を代行します。なお、ご購入いただいた USB フラッシ
ュメモリは、「標準キッティング」サービスによりプログラムとお客様情報を設定していただく必要があります。
（１）割符ランチャーセット
製 品 名
割符ランチャーセット(5 ライセンス)

価

格

105,000 円（税込）

構

成

割符ランチャー5 ライセンス
モバイル割符 2.0 TypeU1 5 ライセンス
標準キッティング 5 本
メディア CD 1 枚
USB フラッシュメモリは含まれていません。

（導入支援費用・カスタマイズ費用は別途個別見積）
（２）モバイル割符 2.0 TypeU1 をご利用の場合、USB フラッシュメモリのほかに、以下を購入していただく必要が
あります。
製 品 名

価

格

備

考

モバイル割符 2.0 TypeU1(5 ライセンス)

51,450 円（税込）

USB フラッシュメモリは含まれていません。

標準キッティング（5 本）

18,375 円（税込）

USB フラッシュメモリへプログラムを格納し、
お客様情報を設定します。

メディア CD(1 枚)

6,300 円（税込）

プログラムとマニュアルが格納されています。

（導入支援費用・カスタマイズ費用は別途個別見積）
７．販売目標
「モバイル割符 2.0」シリーズ全体として、今後 1 年間で１5,000 ライセンス 約１億円
８．お問い合わせ先
日立ビジネスソリューション株式会社 パッケージ第 1 営業部 担当 三友（みとも）
TEL:045-224-6756 FAX:045-224-6719
E-mail: warifu@www.b-sol.jp 製品紹介 Web ページ:http://www.b-sol.jp/warifu/
本お問い合わせ先に送られる個人情報は、お問い合わせに回答した時点で消去し、
当社が個人情報を保有することはありません。
９．登録商標について
・ モバイル割符は，日立ビジネスソリューション株式会社の登録商標です。
・ GFI 電子割符®はグローバルフレンドシップ株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 保倉 豊）の
登録商標です。
・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
・ 記載の会社名、製品名は、それぞれの会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一丁目 1 番地 8
電 話 （045）224-6111（代表） ＦＡＸ （045）224-6119
オフィシャルサイト http://hitachi-business.com/
製品紹介サイト
http://www.b-sol.jp/

