会社PCに
リモートアクセス
ワークスタイル変革
コスト削減
サーバーメンテナンス

スマートワーク
リモートメンテナンス

働き方改革
テレワーク

ワークライフバランス
在宅勤務

生産性向上

ダイバーシティ推進

出張先から

出張 先から社内業務

商談 先での営業ツールに
すきま時間を有効活用

外出先でも

強固なセキュリティ

万全なセキュリティ

セキュア・リモートデスクトップツール

Online ScreenViewはいつでもどこでも、
遠隔でPCを操作できるサービスです。
社外から社内システムの閲覧、操作を実現
するとともに高度なセキュリティ機能も合
わせてご提供。
不正アクセスを防ぎ、安心してご利用いた
だけます。

驚きのハイスピード&レスポンス
画面の差分情報を高圧縮し転送することで、高速動作を実現します。

インターネット環境さえあれば即利用可能
Win/Macとスマートフォンなど、シチュエーションに応じてさまざまなデバイスが利用可能です。
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外出先
100%

姉妹サービス ISL Light
アプリ 無償 にて利用可能

オフィス

自宅
WAKE
N
LAN

※前提条件が
必要となります。

中継サーバ

ネットワーク設定変更不要

AES256Bit
暗号化通信

同じセグメント内の電源の入ったサーバやPCにOnlineScreen Viewの
エージェントプログラムがインストールされていれば起動可能

PC(Win/Mac)

Wake On Lanに関する注意事項
①接続先PCがWake On Lanに対応し、有線LANで接続されている必要があります。
②同じネットワークセグメントに常時起動しているPC(サーバ)端末をご準備いただく必要があります。
起動用PC（サーバ）にもOnline ScreenViewライセンス購入が必要となります。
③お客様のPCの仕様や設定、ネットワーク環境により、Wake On Lanが機能しない場合があます。
Wake On Lan機能の導入については、社内システム管理者様、設置・設定事業者様またはご購入先へご相談ください。

※ ご注意：弊社は接続先PCのWake On Lan対応の有無の確認を行っておりません。この有無については、ご利用のPCメーカー様
またはご購入先へご確認ください。

安心して社内システムにアクセスできるその理由は？
情報漏えいにつながる要素をことごとく排除。着実なアクセス権管理で秘匿情
報を守ります。また、Viewロックや端末認証など、不正アクセス対策を確かなも
のとする高度なセキュリティ機能を提供します。

圧巻のコストパフォーマンス 1台あたり¥12,000/年
接続先PC台数で課金、アクセス元端末台数には課金されません。

※電話サポートは有償（別途お問い合わせください）
※Online ScreenView のリモート接続先のソフトウェアをご使用になる場合、ライセンスの追加等が必要な場合があります。
接続先の PC ソフトウェアの使用許諾条件等をご確認ください。

1 Licence!
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COST
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安全、便利！ 各企業にあった運用管理・機能を実現できます！
端末認証

２要素認証

（Mail/携帯ショートメッセージ/Google OneTimePassword)

指定端末以外からのアクセスを制限できます。

多様な２要素認証にてセキュリティ向上いたします。

Microsoft RDP使用可能 (代替接続)

ブラックスクリーン機能

Viewerでターミナルセッションを利用したい際に有効です。
※操作される側のPCのOSがWindows10 professional Edition以上になります。

サウンド共有機能

Online ScreenViewは、画面共有・ロック いずれも可能です。
※グラフィックカードの種類によっては、ブラックスクリーン機能に対応できない場合があります。

利用者権限設定

近日追加予定

社内ないし遠隔地PCのサウンドを手元の端末にて共有
することが可能です。

ユーザごとにアクセス権限や使用できる機能をしっかりと管
理できます。

リモート切断後自動 Windowsロック

マルチモニタ対応

切断後

会社

リモート切断後、自動でWindowsロック画面になり、
接続先PCを他人により操作できません。

自宅

接続先PCがマルチモニタの場合、操作元PCでもマルチモニタ
での操作可能。テレワークでも生産性を。

※グラフィックカードへのモニター接続により、画面切り替え操作が一部機能しない場合があります。

■ その他の機能
デスクトップ共有

ショートカットキーの実行

キーボード＆マウス操作

ドラッグ＆ドロップによるファイル転送

Ctrl+Alt+Delの送信

スクリーンショットの取得

ホワイトボード

描画

マーカー

セッション再接続

レコーディング

画面拡大・縮小

画面カラー数

アクセスパスワードの設定

電源管理
（WOL）

再起動モード

自動ポート設定

アクセス履歴

ワンタイムパスワード

アクセス通知

機能 / 要件
Online ScreenViewなら、いつでも、
どこでも、簡単に遠隔PCへ接続できます。
スマートワークで時短を実現

社内データアクセスで商談充実化

外出時も隙間時間で業務を行い、直帰を可能にします。
残業時間削減とワークライフバランスの実現に貢献します。

社内にあるデータや資料を参照しながら、効果的な商談を実現。
売り上げアップ、顧客満足度向上につなげます。
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お見積書

santec

お見積書

在庫システム

承認しますか？

お客様名

はい
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お客様コード
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機密データの紛失防止

テレワーク環境導入を簡易化

コストをかけずにテレワーク環境を構築。小規模な試験導入
から、本格導入へスケールアップすることも可能です。
利用時間制限による在宅者の勤務管理も効果的です。

タブレットパソコン等により、外出先からオフィス内の自分の
パソコンを遠隔操作し、
データ閲覧やアプリ操作ができます。
機密データを持ち歩きません。

外出先から、iPad、iPhone、Android、
win/macを使って、
快適に遠隔PCを操作。業務革命が起きます。
初期費用

製品価格

年間ライセンス（1PC）/ 年
< 新規・更新 >

ご契約期間中途中
追加ライセンス（1PC）/ 月

¥0

電話サポート付き

￥18,000/ 年 ( 税別 )

電話サポートなし

￥12,000/ 年 ( 税別 )

電話サポート付き

￥1,500/ 月 ( 税別 )

電話サポートなし

￥1,000/ 月 ( 税別 )

電話サポート付き・なしのご契約の混在はできません。
追加の際は既存契約満了までのライセンスを購入する必要があります。 1PCとは接続先PC端末の台数です。

設置サービス希望のお客様：技術スタッフがお客様先にお伺いしインストール作業を実施いたします。

設置サービス価格

訪問基本料金

23,000円/1拠点（税別） ※6setまで

設置作業料金

18,000円/1 set（税別）

※1setとは、接続先（事務所）のPC（1台）へのエージェントソフトウェアインストール、操作元（自宅等）のPC・タブレット（1台）へのアプリケーションソフトウェアのインストール及び接続確認。
価格例、提供地域、設置サービス規約はWebサイトをご参照ください。

■ システム要件

*バージョンアップに伴い、
サービス仕様・動作環境が変更される場合がございます。

PC(Windows / Mac)
OS
ネットワーク

モバイルデバイス (Android / iOS)*2

Windows 7 SP1以降 / Windows Server 2008 R2 SP1以降
Mac OS 10.12 以降 *1
通信速度：256kbps(DSL)以上
OutBound80/443/7615 port のいずれかが開いていること

OS
ネットワーク

Android 4.2以降/iOS 9.0以降
3G以上のキャリア回線またはWiﬁ環境
OutBound80/443/7615 port のいずれかが開いていること

*1. 詳細は、Online ScreenViewサポート動作環境をご参照ください。

*2. 専用アプリ(無償)をAppStore, Google Playにてダウンロードしていただく必要がございます。

WEBサイトURL

www.santec.com/osv/

※会社名製品名などは、各社又は各団体の商標もしくは登録商標です。※このカタログの内容は、予告無く変更することがあります。※このカタログの記載内容は2022年3月時点のものです。2022 © SANTEC CORPORATION All Right Reserved.

神保町オフィス
〒101-0051東京都千代田区神田神保町3-2 高橋ビル4F
Tel: 03-6256-9066 Fax: 03-6256-9076 E-mail: solution@santec-net.co.jp
本社
〒485-0802 愛知県小牧市大草年上坂5823
Tel: 0568-68-7122 Fax: 0568-79-1718
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