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『スマートデバイス活用のポイント』
～スマートデバイスの安全かつ効率的な運用～
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会社概要

会社名 ペネトレイト・オブ・リミット株式会社（P.O.L）日本総代理店

所在地 〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-4-29 SSTビル6F
TEL03-6272-6871（代表）

事業内容 １．システムインテグレート事業
・モバイル機器向けに特化した受託開発
・SES（開発、コンサルティング、インフラ、運用）

２．システム・ソリューション事業
・MobiControl
・innovative POS(iPOS)
・在庫リアライザー（HTでの在庫管理）

代表者 佐武 伸雄

設立 ２０１１年１月１１日

関連会社 株式会社ワールド情報：代表 佐武伸雄（２００５年１２月設立）
アヴァンティ株式会社：代表 宮下 伸也（２００３年２月設立）
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会社概要（開発元）

会社名 SOTI Inc.

所在地 5770 Hurontaio Street,
Suite1100, Mississauga, Ontario L5R 3G5 Canada
TEL+1-905-624-9282

支店 Soti Inc. Europe
Soti Inc. Australia
Soti India Private Limited

代表者 Carl J Rodrigues

設立 １９９５年

MobiControl
の経緯

２００１年 MobiControlの前バージョンとなるWindows端末
向けPocket Controller-Proのリリース

２００４年 管理機能を拡充し、MobiControl V1のリリース
２００７年 日本語化対応をきっかけとし、マルチ言語対応

日本で販売開始
２０１１年 iOS, Androidに対応
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MobiControlについて

業務の運用に特化した業務の運用に特化した
次次世代型世代型MDMMDM（（MDM2.0MDM2.0）です。）です。
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セキュリティや

機能制限 運用・保守

のコンセプト

情報漏えい対策、不正利用防止
など、会社情報を守るための機能

モバイル端末を業務で利用する時の
運用を効率化する機能

セキュリティ対策はあって当たり前！
モバイル端末の運用・保守を効率化することにより

業務全体のコストダウンを実現します。
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の特徴

３. 長年の実績による細かな設定、管理が可能
−アプリケーションインストール、ファイル同期時にWiFi,3Gの選択が可能

− 独自スクリプトを用意してある為、ポリシー違反などの際、ユーザー様の用途に合わせた制御が可能

５. 端末管理ユーザー毎のアクセス制限機能
− 端末管理ユーザー毎に権限管理機能を実装、MobiControl単独、または Active Directory連携での

アクセス権管理が可能

− 管理者単位でのユーザー、パスワードの登録及び、対象ユーザーのアクセス権設定が可能

１. マルチOS対応
− スマートフォン、PC端末も含めたトータルサポートが可能

Windows Mobile/CE, Windows XP/Vista/7, Windows8 Tablet，Windows Server 2003/2008/2012

iOS4+(iPhone, iPad), Android 2.2+

２. オールインワンパッケージ
− オプションではなく、標準でのウイルス対策(アンドロイド向け）、コンテンツ管理、リモート操作が可能

４. 動的なセキュリティポリシー設定
−セキュリティポリシー違反、また使用場所の変更、運転中など、端末のアクションによりセキュリティポリ

シーを自動的に変更、管理者が常に意識しなくても、端末をセキュアに管理可能

６. メーカー様との共同開発
− WindowsCE、Androidでの共同開発（PF署名、独自API対応）することにより、OSバージョン変更でも、

確実なセキュリティ対策が可能
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動的管理、MDM２．０とは

端末のイベント、ステータスに合わせて、ポリシーを自動で
変更

社内に持ち込み

その他

社内に持ち込み

社外に持ち出し

端末のルート奪取

メモリ残量10%以下

ブラックリストアプリの起
動

端末のSIMカード抜き取り

運転速度が5KM/h以上

月間パケット量が7GB以
上

その他

ランチャーの強制起動

無線LAN接続禁止

Bluetooth禁止

VPN利用禁止

通話先を限定

MS Exchange禁止

携帯電話回線での伝送禁止

YouTubeの利用禁止

ワイプ・ロック

その他

管理者に通知

端末イベント ポリシー適用

管理者は、ポリシー適用の通知を受けて、後から確認
するだけ！！状況に合わせて対応できるものそれが、
次世代型MDM2.0となります。
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Android Plusの端末

メーカー 端末

Samsung Android2.3以上の全てのモデル

LG 2013年以降発売の端末

Casio V-T500

Huawei Springboard, My Touch Q

Lenovo ThinkPad

Motorola ET-1

Haneywell 7800

 上記以外にも順次対応を進めております。

 ご希望の端末が対応されているかはお問合せ頂けると幸いで
す。
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海外実績

スマートフォンが流行する前から利用され、120カ国 80,000社以上の実績があるMDMの
専属メーカーです。長年の開発、導入経験からのノウハウが違います。

メーカー、石油業
界

食品

リテール、流通運輸流通

官公庁

医療・保険

訪問修理
 実績



10

 簡易システム構成

ご利用イメージ

管理サーバ

・ヘルプ・端末コントロール
・アプリケーション配布、更
新
・ファイル同期
・ポリシー管理
・位置情報などを一元管理

Internet

MobiControl管理マネージャー
Webブラウザでの操作

社内WiFi

Android 2.3以降
iOS以降

Windows Mobile

Windows PC,Embedded
XP等

Windows CE

APNS C2DM
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の必要性

自社アプリなど、スマートフォン、タブレット端末を業務
で活用されているユーザー様
＊通話、メール、Web閲覧だけだと、あまりハマりません

一番ハマる機能
・Android向け、アプリ自動インストール
・リモート操作
・操作性（グループでのポリシー管理など）

既にスマートフォン、タブレットを導入し、 MDMに不満
を感じられているユーザー様
＊モバイルの管理・運用を経験し、やりたい事が増えることが多々あります。
＊リプレイス案件が増えてます



12

ご提供価格（オンプレミス）

初期費用（定価）

１．ライセンス
9,800円（税別）
※10ライセンスからの販売となります。
※11ライセンス目以降は5ライセンス以上の販売となります。

２．初期導入コンサル費用
200,000円（税別）
※サーバー設定、初期MobiControlポリシー設定、ネットワーク状況確認など

備考

年間保守料金／端末
1,920円（税別）
※保守内容は、MobiControlメジャーバージョンアップ、Windows新OS対応、

メールor電話でのお問い合わせ対応となります。

価格表（１）
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ご提供価格（ＳａａＳ）

初期費用

50,000(プライペードクラウドサービス)
※サーバー構築・設定費用
※各社様に専用サーバーでのご提供

１．iOS／Android／Windows
500円（税別）1台1ヶ月
※ＯＳにより利用できない機能もあります

※MobiControl導入後、1ヶ月間無料サポート

(平日10:00～18:00メールor電話対応、
2ヶ月目以降はメール対応)

サポートオプション(有償サービス)
・ サポートオプション2種(2ヶ月目以降 別途料金）：①平日の10時～18時に電話対応 ②24h365日のサポート対応

・ MobiControl 初期導入コンサルタント
※訪問による初期設定時運用に関する設定支援
※訪問による運用保守に関する注意点などのご案内

サービス利用料（月額）

・端末情報
・ログ情報
・ローミング設定
・インストールアプリケーション
・アプリカタログ
・コンフィグ(セキュリティー)
・パスワード基準設定
・位置情報トレース機能
・リモートコントロール
・時限装置

・アプリケーション起動制限
・端末機能コントロール
・ネットワーク設定制御
・アラート機能
・アラートルール
・レポート機能
・位置情報
・アプリ追加・削除(プッシュ型)

価格表（２）
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MobiControlの対応言語

 海外拠点での現地人マネージャーは、コンソールで、
部下の地理的位置の把握が可能

 多国籍企業に対応したMDM

 世界120の国または地域で使われています

 エージェントソフトとコンソールのWebページは12ヶ国語に対応

日本語 ロシア語 ポルトガル語

中国語(繁体) トルコ語 フランス語

中国語(簡体) イタリア語 ドイツ語

韓国語 スペイン語 英語
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の優れた操作性

地域単位(東日本・西日本)や、

組織単位で管理が可能

初期設定時の登録IDの識別により初期設定時の設定適用も容易

端末グループ管理
− MobiControlは端末単位の設定はもちろんのこと、グループ管理が可能な為グループ単位で設定も可能

グループ単位端末ポリシー設定が可能
−端末単位で設定を行う必要がなく、グループにポリシーを設定することにより、端末に即時

に反映(端末初期設定工数の大幅削減)
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を利用したスマホ管理の運用例

ウィルス対策
※ウィルス対策はAndroid端末に対応

情報流出させたくな
い・・・ウィルス対策

をしなければ

アプリ/ファイルに対して、ウィル
ス対策が施せます。ホワイトリ
スト対応やパターンファイルの
更新タイミングも管理。
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を利用したスマホ管理の運用例

ウェブの利用制限
※Android端末向けに実装

危険な
サイトは遮
断しなけ
れば・・・

様々なフィルタやホワイト
リストで、ウェブに潜む危
険から端末を守ります。

端末設定から「Webフィルタ」を選
択することで、ウェブの利用制限
が可能になります。
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ジオフェンス

 ジオフェンス(GeoFence)は、地図上の仮想的な境域

 例えば、事業所の周りに設定

 社内への持ち込み

 社外への持ち出し

に対応
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専用端末化(ラウンチャー機能)

MobiControlはロックダウンポリシー(ラウンチャー)により全てのAndroid端末を業務
専用端末化に設定が可能

・指定(設定済み)アプリケーションのみ起動可能となり、操作性の向上

・専用端末化により、使用者による設定変更不可

※トラブルの防止により、サポートデスクの負担軽減

※ラウンチャー画面は、お好みのスタイルへ変更が可能

通常のホーム画面 ロックダウンポリシー適用後ホーム画面
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を利用したスマホ管理の運用例

コンテンツ管理
業務で利用する
データ(コンテン
ツ)を効率良く管
理したい・・・

業務利用するデータ(コンテンツ)を
グループごと、または端末単位で管
理でき、不要になれば簡単に削除
可能なので、BYOD的な利用も可能
です。

端末ユーザーは必要に応じてコ
ンテンツをダウンロードして利用
します。


