
まずは、 　　　　　　 　の機能を
実感してください。

お客様環境 スペック

管理する端末
●OS
iOS 6.0～、Android 2.3.3～、Windows 8.1
※OSにより利用できる機能・仕様が異なります。

管理者PC
●OS
Windows XP/Vista/7/8/8.1
Windows Server 2003/2008/2008 R2 /2012/2012 R2

●CPU
Pentium4 1.6GHz 相当以上

●メモリ
512MB

●対応ブラウザ（Silverlight 5のプラグインが動作するブラウザ）
Internet Explorer/Mozilla Firefox /Google Chrome
※管理者PCには、Silverlight 5のインストールが必要です。

●本カタログは、2015年5月現在の内容となります。最新の情報は弊社Webサイトをご確認ください。
●本カタログは予告なく変更することがあります。
　画面・パッケージ等は実際の物とは異なることがありますので、予めご了承ください。
●エムオーテックス /MOTEX、LanScope An、LanScope Cat は、エムオーテックス株式会社の登録商標です。
●その他、カタログに記載の会社名、ブランド、製品、ロゴなどは、各社の商標または登録商標です。

●お問い合わせは当社へ
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Anマネージャー

Microsoft Azure

管理コンソール

クラウド
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Android iPhoneAndroid iPhone Android
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管理エージェント 管理エージェント 管理エージェント
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Windows

管理エージェント管理エージェント

無料体験版 お申込み受付中

今なら無料体験版でAnの最新機能をお試しいただけます。
LanScope An　体験版 http://www.lanscope.jp/an/検 索

エムオーテックス株式会社
●開発・販売

本 社

TEL：0120-968995　受付時間9:00-18:00（月～金曜日）

E-mail: cloud_support@motex.co.jp
URL: www.motex.co.jp

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-12-12 エムオーテックス新大阪ビル　TEL：06-6308-8980

東京本部 〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー5F　TEL：03-5460-0775

名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ3F　TEL：052-253-7346

九州営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 NOF博多駅前ビル2F　TEL：092-419-2390

※携帯電話・PHSからのご利用は06-6308-8979をご利用ください。

レポート 資産管理 アプリ配信

操作ログ管理 位置情報管理 紛失・盗難対策

iOS・Android・Windows対応

クラウドサービス（Microsoft Azure）

スマートデバイス管理ツール
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費用対効果を見える化 管理の工数を削減 紛失・盗難対策

もっとかしこい会社スマホ管理
スマートデバイスの導入効果を最大限にひきだすMDM

満足度83％の使いやすいインターフェース

機能一覧

Apple社提供 プログラム対応一覧

圧倒的な使いやすさで管理者様を徹底サポート

３つの力

資産管理

端末情報取得 電話番号やOSバージョンなど最大56項目を自動取得、任意項目を含む最大83項目を管理。 ○ ○ ○

端末情報の台帳化・編集 取得した端末情報を一覧で表示、管理画面上で項目ごとのグルーピングやフィルタリングなど編集もできます。 ○ ○ ○

稼働管理 各端末の電源ON/OFFの状態を把握。未稼働の日数ごとに自動分類しレポートで表示できます。 ○ ○ ○

インストールアプリ情報取得 社内で利用されているアプリの情報を自動取得し、アプリごと端末ごとに表示できます。 ○ ○ ○※1

アプリインストール禁止 Google PlayやApp Storeの利用を禁止し、新規アプリのインストールを制限できます。 ○ ○ ×

アプリ利用禁止 特定のアプリの利用を禁止できます。 － ○ ×

不許可アプリ設定 特定のアプリがインストールされていた場合に検知できます。 ○ ○ ○

アプリ配信 無償アプリ・自社開発のアプリを各端末に配信できます。 ○ × ×

メッセージ配信 任意で設定したメッセージを各端末に配信し、情報を通知できます。 ○ ○ ○

アンケート配信 任意で設定したアンケートを各端末に配信し、回答結果を資産情報一覧に反映できます。 ○ ○ ○

リース期限管理 リースの有効期限を設定し、期限が切れる前に検知できます。 ○ ○ ○

OSバージョン管理 OSバージョンが指定した範囲外の場合に検知できます。 ○ ○ ×

位置情報管理
最新位置情報取得 端末の位置情報を自動で取得し、複数端末の位置情報を地図上でまとめて表示できます。 ○ ○ ○※1

移動履歴管理 端末の位置情報を定期的に自動取得し、移動の履歴を地図上で表示できます。 ○ ○ ○※1

セキュリティ
対策

リモートロック 遠隔で端末の画面をロックすることができます。 ○ ○ ○

リモートワイプ 遠隔で端末のデータを初期化することができます。 ○ ○ ○※1

ローカルワイプ パスワードの入力を指定した回数間違えた場合に端末のデータが初期化されます。 ○ ○ ×

パスワードポリシー パスワードの桁数や、英字、数字、複合文字使用など、 パスワードの設定ルールを一括で設定・配布できます。 ○ ○ ×

Jailbreak検知 Jailbreakされた端末を検知できます。 ○ － －

Root化検知 Root化された端末を検知できます。 － ○ －

SDカード抜き差し検知 SDカードの抜き差しを検知することができます。 － ○ ×

SIMカード挿入状態検知 SIM カードの挿入状態の変化を検知することができます。 ○ ○ ×

資産アラート設定 未稼働日数やリース期限、必須アプリの未インストール（または未稼働）など、資産管理に関するアラートを設定できます。 ○ ○ ○

警告端末一覧表示 設定したルールに抵触した端末を自動で分類し、一覧で表示できます。 ○ ○ ○

アラートメール通知 設定したルールに抵触した端末の情報を管理者にメールで通知できます。 ○ ○ ○

操作ログ
管理

アプリ利用ログ取得 アプリの利用情報（日時、アプリ名、パッケージ名、稼働時間）を取得できます。 × ○ ×

Webサイト閲覧ログ取得 Webサイトの閲覧情報（日時、URL、ページタイトル）を取得できます。 × ○ ×

電話発信ログ取得 電話の発信情報（日時、発信先、通話時間）を取得できます。 × ○ ×

電話着信ログ取得 電話の着信・不在着信情報（日時、発信元、通話時間）を取得できます。 × ○ ×

端末別活用レポート 端末毎にアプリの起動回数と利用時間を自動集計し、アプリのカテゴリごとに活用状況をレポート表示できます。 × ○ ×

グループ別活用レポート グループ毎にアプリの起動回数と利用時間を自動集計し、アプリのカテゴリごとに活用状況をレポート表示できます。 × ○ ×

電話利用状況レポート 通話日時、種類（着信・発信・不在着信）、相手電話番号、通話時間情報を自動でレポート表示できます。 × ○ ×

目的を選択

作業対象のグループや端末を
ツリー表示で検索。
直感的に見つけられます。

データの確認や、必要な対策を
実施。やりたいことをひとつの
画面で行えます。

作業の目的を、わかりやすいアイコン表示で選択。
最初の一歩で迷いません。

対象を選択

確認・対策

iOS Android Windows

○…対応　×…未対応　－…OS仕様による非対応

管理者様の悩みを全て解決する

構成
プロファイル
管理

構成プロファイル配信・削除 構成プロファイルを各端末に遠隔で配信、削除ができます。 ○ － －

デバイス制御・アプリ利用禁止 カメラや Safariなどのアプリの利用を制限できます。 ○ － －

Wi-Fi 設定一括配信 Wi-Fiの設定を一括で配信できます。 ○ － －

VPN 設定一括配信 VPNの設定を一括で配信できます。 ○ － －

電子証明書の配信 電子証明書を一括で配信できます。 ○ － －

Webクリップ配布 Webクリップ（ブックマーク）を一括で配信できます。 ○ － －

構成プロファイル情報取得 端末にインストールされている構成プロファイルの情報を自動で取得できます。 ○ － －

環境対応
VPP（Volume Purchase Program） App Store で提供されている有償アプリのライセンス配布と、回収・再配布ができます。 ○ － －

DEP（Device Enrollment Program） iOS デバイスを自動的にMDMサービス管理下に配置することができます。 ○ － －

その他
管理アカウントの権限分散 管理アカウントを複数作成し、アカウント毎に個別に権限を設定できます。 ○ ○ ○

24/365紛失サポート（オプション） 24時間365日、専門スタッフがリモートロック・ワイプを管理者の方に代わり実行します。 ○ ○ ○

「あれもダメ、これもダメ」とルールを厳しくしてばかりでは、スマートデバイスならではのメリットを活かせません。

デバイス導入を成功に導くには、活用状況をしっかりと把握し、投資対効果を最大に引き出すことが大切です。

LanScope An は、スマートデバイスが目的通りに活用されているかを「見える化」することで、

利便性を落とさずにセキュリティリスクを軽減し、安全で快適なスマートデバイス活用を実現します。

「利便性」と「セキュリティ」の両立を

※1エディションによって機能差があります。
●リモートワイプは、OSにより仕様が異なります。● Windows 端末の管理機能は、Active Directoryとの併用をサポートしておりません。● Android 5.0より搭載
されたバッテリーセーバーモードには対応しておりません。● VPP（Volume Purchase Program）/DEP（Device Enrollment Program）は実装予定機能です。

メール（03.00.15）

電話（01.15.29）

Web（00.29.45）
画面ロック

ワイプ

使いやすさ
満足度

83%

Step
1

Step
2

Step
3

※当社のお客様アンケート調べ

1 2 3
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資産管理

電話番号や名前などで管理端末を検索することが可能です。

端末の資産情報（自動取得項目・任意設定項目）を一覧で管理できます。また、端末ごとに詳細情報を確認することもできます。

端末にインストールされているアプリを「端末別」・「アプリ別」
に一覧表示し、禁止 / 不許可 / 許可などを設定できます。ま
た、業務上インストールが必要な無償アプリを一括で配信可
能です。※アプリ配信機能は、iOS のみ

台帳を管理画面上で簡単に編集。部署やOSバージョンなど、項目ごとの
グルーピングやフィルタリングで管理に必要な情報を素早く確認できます。

稼働管理画面

メッセージ・アンケート画面

インストールアプリ一覧画面

端末詳細情報画面

※37項目を自動取得・任意項目を含む全 65項目の管理が可能 ※56項目を自動取得・任意項目を含む全 83項目の管理が可能 ※38項目を自動取得・任意項目を含む全 65項目の管理が可能

管理端末の稼働状況をグラフで確認できます。電源が入って
いない期間ごとに未稼働端末を一覧で表示し、長期間使われ
ていない端末もすぐにわかります。

iOS 端末の自動取得・管理項目（抜粋）
端末名 Wi-Fi MAC アドレス OSバージョン
部署 最大容量 Bluetooth MACアドレス
名前 IMEI Jailbreak

電話番号 モデル
ファームウェア モデル名

OSタイプ 通信方式 シリアル番号
加入キャリア データローミング UDID
端末タイプ パスコードロック 最新稼働確認日時

識別キー 最新資産情報
取得日時 資産任意項目（1 ～ 20）

Android 端末の自動取得・管理項目（抜粋）
端末名 端末タイプ SIM のシリアル番号
部署 識別キー SIM の状態

名前 最新稼働確認日時 位置情報取得
設定タイプ

メールアドレス Wi-Fi IP アドレス Wi-Fi 状態
電話番号 Wi-Fi MAC アドレス Root化

加入キャリア 内部・外部ストレージ
容量・空き容量

最新資産情報
取得日時

OSタイプ SSID メモリ
OSバージョン IMEI 資産任意項目（1 ～ 20）

Windows 端末の自動取得・管理項目（抜粋）
端末名 Bluetooth 状態 ファイアウォール

部署 リモートワイプ有効 Windowsアップデート

名前 製品名 アンチウイルス
更新ステータスOSタイプ メモリ

OS バージョン 内部ストレージ
容量・空き容量 最新稼働確認日時

端末タイプ ワークグループ名 最新資産情報
取得日時識別キー ログインユーザー名

Wi-Fi 状態 ログインユーザーSID 資産任意項目（1 ～ 20）

iOS Android Windows

ハードウェア・インストールアプリの情報を自動取得
端末の状態を手間なく把握・管理します。
端末の資産情報を自動で取得し、iOS・Android・Windows の混在環境や、複雑な OS バージョン管理の手間を削減。

アプリの利用ルールなどに抵触した端末は管理者にメールで通知し、迅速に対応できます。

必要な情報をわかりやすく表示

端末のハードウェア情報・設定情報を自動取得

アプリ情報の管理・配信

情報の仕分けも簡単

端末の稼働状況をレポート

資産管理

インストールアプリ管理・アプリ配信

グルーピングとフィルタリング

稼働管理

スマートフォンの導入で管理しなければならない情報が増え、これまでの手入力での Excel 管理は限界があると感じていました。Anは、最新の資産
情報を自動収集してくれるので、わざわざ端末を1台1台確認する必要がなく、全国の拠点にある端末を一元管理できています。

全国30拠点にあるスマートデバイス800台をまとめて管理。手入力によるミスもなくなり助かっています。
User's
Voice

iOS Android Windows

＜アプリの分類＞

禁止アプリ（Android のみ設定可）

不許可アプリ

許可アプリ

必須アプリ

保留アプリ

管理者からユーザーに対して、アンケートを送信できます。
Apple IDや所属部署など自動収集できない情報を、自由記
述やプルダウン形式で回答できます。回答結果は、確認した
上で資産台帳に反映できます。

必要な情報を簡単に収集
メッセージ・アンケート機能

インストールアプリ一覧画面

稼働管理画面

メッセージ・アンケート画面

電話番号や名前などで管理端末を検索することが可能です。

端末詳細情報画面

項目名をウィンドウ上部に
ドラッグ＆ドロップすると
情報の仕分けができます。
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位置情報管理 セキュリティ対策

選択した管理対象の端末をまとめて地図上に表示。画面左の
一覧から端末をクリックすると現在位置へズームアップ。

警告端末一覧画面

リモート実行画面

パスワードポリシー設定画面

利用ルールに違反している端末を、「危険」「注意」に自動で分類して
一覧表示。違反状況を管理者にメールで通知することもできます。

iOS iOSAndroid AndroidWindows Windows

位置情報を自動取得し、端末がどこにあるか一目でわかります。 違反端末の検知や紛失・盗難時の情報漏えいを防ぎます。
最新の位置情報を地図上に表示し、複数端末の所在を一目で把握できます。また、移動履歴を記録し、行動管理や紛失・盗難

時の発見の手掛かりとしても役立ちます。取得する曜日や時間帯を任意で設定できるので、プライバシーも安心です。

万が一の際にリモートで端末の画面ロックやワイプ（初期化）を実行できます。また、パスワード設定の一括適用も可能。

さらに、利用ルールの違反状況を管理者にメールで通知し、リスクを把握してトラブルを未然に防ぎます。

複数端末の最新位置情報をまとめて表示

端末の1日の移動履歴を表示

違反端末を一覧で確認

移動履歴管理

アラート設定・警告設定・警告端末一覧

社内で利用ルールなども特に決めないままスマートフォンを導入したため利用者がどのように使っているのか見当がつかず、ずっとセキュリティ面で不安に
感じていました。Anを導入してから、利用者の設定変更や利用ルール違反もアラートですぐに確認できるので、セキュリティ状況の把握に役立っています。

営業担当者から紛失の連絡があり、探そうとキャリアに連絡しても既に電源がOFFに…Anの導入後は電源OFFになる前の位置情報を把握でき、付
近の交番に届けられている端末を無事に発見。これまでに2台の紛失端末の発見につながっています。

端末の利用ルール違反をアラートですぐに発見！セキュリティ状況が把握でき安心です。万が一の紛失、電源が OFFになっていると対策が打てない！でも、LanScope An なら…
User's
Voice

User's
Voice

移動履歴画面

端末の違反内容や、位置情報、移動履歴を確認した上で、リモートロッ
クやワイプを実行できます。また、実行の履歴も確認できます。

パスワードの桁数や、英字、数字、複合文字使用など、会社共通の
設定ルールをパスワードポリシーとして一括で配布・適用できます。

もしもの時はリモートでロック・ワイプ

パスワード設定のルールを一括配布

リモート実行

パスワードポリシー（iOS、Androidのみ）

万が一端末を紛失しても、
所在がすぐに確認できます。

複数端末の位置を同時に確認。
スムーズな営業支援ができます。

外出時の社員の動きを把握して
業務管理ができます。

3  紛失対策

2  営業支援

1  業務管理 設定期間以上未稼働になっている
空き容量が設定値以下になっている
不許可アプリのインストール
Anクライアントのバージョンが最新ではない

管理外端末
必須アプリの未インストール

SIMカード挿入状態の変化（48時間以内）
OSバージョンの指定範囲外

必須アプリの未稼働（48時間以内）
パスワードポリシーの非準拠
Root 化されている
リモート操作不可
不許可アプリの起動（1週間以内）
新規アプリのインストール（1週間以内）
不正Webサイトの閲覧（1週間以内）
タイムゾーンの変更
SDカードの抜き差し（1週間以内）

パスコードロックがオフ
新規プロファイルのインストール（48時間以内）
Jailbreak されている

位置情報設定の無効

Anクライアントの未稼働
リモートワイプの無効

24/365 紛失サポートOption

専用スタッフが代行してリモートロック・ワイプを
実行。24時間 365日いつでも迅速に対処する
ことができます。

iOS iOS

iOS

iOS

Android

Android

Android

Windows Windows

Windows

Windows

警告設定の内容

Android

選択した管理対象の端末をまとめて地図上に表示 画面左の

パスワードポリシー設定画面

リモート実行画面

警告端末一覧画面

移動履歴画面
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操作ログ管理 活用分析

一日の操作内容を一覧で表示。マップアイコンをクリックすると、操作した
場所を地図で確認できます。取得した操作ログは、2年間保存できます。 アプリを７つのカテゴリに自動分類し、グラフで表示。

ログの種類 取得内容

電話利用ログ 日時、種類（着信・発信・不在着信）

アプリ利用ログ 日時、稼働時間、アプリ名、パッケージ名

Webサイト閲覧ログ 日時、URL、タイトル

新規アプリインストールログ 日時、アプリ名、パッケージ名

アプリアンインストールログ 日時、パッケージ名

外部メディア取り外しログ 日時、メディア名

外部メディア認識ログ 日時、メディア名

タイムゾーン変更ログ 日時、変更後のタイムゾーン

デバイス管理者設定 日時、デバイス管理者設定成功情報

An アンインストール 日時、パスワード認証成功情報

取得可能な操作ログ

Android Android

 電話　  メール　 Web　  ゲーム・娯楽　  ビジネス　  音楽　  その他

端末の操作内容を自動取得し、利用状況を「見える化」します。 アプリの活用状況を分析し、自動でレポートを作成します。
「誰が」「いつ」「どこで」「どんな操作をしたのか」操作内容をログとして自動取得し、本来の目的に沿った活用ができている

か把握できます。また、見られていることによる抑止効果で、業務効率を下げることなく、セキュリティモラルを向上できます。

「どのグループの」「どの端末で」「どのアプリが」「どのくらいの時間利用されているか」がひと目でわかるので、デバイスや

アプリの投資対効果の把握に役立ちます。

Web閲覧、アプリ利用、通話、設定変更の操作を記録 アプリの活用状況を「グループ別」「端末別」にレポート

操作ログ管理の効果
操作ログ管理

PCと同様の操作ログ管理を、会社支給のAndroid 端末で実施するために導入。Anは、アプリ活用・Web閲覧・電話利用など詳細な操作内容を取得し、
万が一何かあった時の証跡として活用できるので安心です。また、取引先からもセキュリティ対策が万全であるとご評価いただけています。

スマートフォンを導入する際に、一番の課題だったのが投資対効果の把握です。アプリの活用レポートは、デバイスや業務アプリが有効活用できている
かが視覚的にわかり、報告時にも役立っています。私的利用が多い社員には注意を促すことで、改善を図っています。

万が一の証跡管理に操作ログを活用！取引先からの信頼を得ることができています。 導入端末・業務アプリの投資対効果の把握に成功！報告に役立つ数値がレポートで一目瞭然。
User's
Voice

User's
Voice

万が一の際に、端末の利用状況を確認できるので、監
査などにも役立ちます。

ログを自動取得する＝行動を見られている、という意

識をもたらし、不正操作を未然に防ぐことができます。

導入した目的に沿ってスマートデバイスが活用されて
いるか、判断や分析のための情報として活用できます。

3  証跡としての利用

2  不正操作を抑止

1  現状の把握

電話 メ W b ゲ ム 娯楽 ビジネ 音楽 そ 他

News

電話 ビジネス メール その他 電話 ゲーム Web 音楽

営業部A さんの3 月のアプリ活用レポート

さらに詳しくみると…

ビジネスアプリを業務に有効活用できているね！ ゲームアプリの利用頻度が高い…注意しよう！

乗換
案内

活用回数 38 回
活用時間 0：46：26

活用回数 25 回
活用時間 0：30：26

営業部B さんの3 月のアプリ活用レポート

さらに詳しくみると…

麻雀
ゲーム

パズル
ゲーム

活用回数 57 回
活用時間 3：25：22

活用回数 32 回
活用時間 1：14：26
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構成プロファイル管理

LanScope Anでは利用頻度の高い9つのプロファイルが
事前に登録されています。登録されたプロファイルは配信画
面から各端末に一括でインストールまたは削除ができます。

紛失に気付いたのが深夜だった時、会社と連絡が取れ
なかった時など対応が遅れる程、情報漏えいのリスク
は高まります。本サービスは専用窓口に電話をいただ
くと、スタッフが代行してリモートロック・ワイプを実
行します。

LanScope An に関する操作方法・不明点やトラブル・
運用などに関するご質問に専門スタッフがメールや電
話で無償対応します。IT 資産管理・セキュリティのトッ
プメーカーとして培われた様々なノウハウを活かし、お
客様によりご満足いただけるサービスをご提供します。

24 時間365 日対応
紛失サポートサービス

ヘルプデスクサービス

 IT資産／PC構成管理ソフトウェア部門
10年連続シェアNo.1※2

顧客満足度No.1※1

※2  出展：富士キメラ総研 2014年ネットワークセキュリティビジネス調査総覧上巻
　    <IT 資産 / PC 構成管理ソフトウェア・2013年度 >

※構成プロファイルは、「Apple Configurator」や「iPhone 構成ユーティリティ」で作成できます。

8,000社 748万クライアント

プロファイルの種類 設定内容

パスコードポリシー パスコードの桁数や英字・数字使用など、パスコードの設定ルールを
配信。※LanScope An の管理コンソールで作成可能。

デバイスの機能制限 内蔵カメラなど端末本体の機能やアプリの利用を制限。

Wi-Fi、VPNの設定 社内ネットワークの接続設定を配信。

電子メールサーバーの設定 受信・送信メールのアカウントや認証タイプの設定などを配信。

Microsoft Exchange の設定 Exchangeサーバーの設定やメッセージの移動を制御。

Webクリップの設定 Web ページのショートカットを配信。

主な構成プロファイルの内容

継続利用率90％以上！充実のサポート体制でお客様を支援iOS端末の設定情報をまとめて配信し、管理を効率化します。
構成プロファイルを利用してApp Store やカメラ・Safari などのアプリの利用制限、Wi-Fi や VPNなどの工数のかかる各

種設定を複数の端末に一括して配信・適用でき、設定作業を効率的に行えます。

作成したプロファイルの登録と配信をスピーディに

構成プロファイルを活用し、店舗用端末の機能を制限しています。端末にサイレントで適用されるので、利用者には負担をかけずに実施することができま
した。本部の担当者２人だけで、複数拠点にある1,000台のiPadの情報をまとめて管理できており、非常に助かっています。

全国約50拠点の保険代理店の備え付け iPad1,000台を兼任2人で一元管理。
User's
Voice

シリーズでPCとスマートデバイスの統合管理を実現

※1  2014年8月21日号「日経コンピュータ顧客満足度調査　2014－2015
　　 統合運用管理ソフト（サーバー/ネットワーク管理系）部門1位」

iOS

有 償

無 償

LanScope An は、IT 資産管理・セキュリティ対策ツールでトップシェアを誇るLanScope Catとの連携が可能です。

社内のPCからスマートデバイスまで、会社の IT 資産をトータルに管理することができます。

Apple社提供の「Device Enrollment Program（DEP）」に対応。
iOS端末を自動で管理下に配置し、端末登録に必要な作業の手間
を削減します。

Apple社提供の法人・教育機関向け 「Volume Purchase Program
（VPP）」に対応。App Store で配信しているアプリ ( 有償 / 無償を問
わない)の配信と管理が一括で可能になります。 

「Device Enrollment Program（DEP）」対応 「Volume Purchase Program（VPP）」対応

Pick Up（次期バージョン対応予定）

※ 2015年5月現在

LanScope Anでは利用頻度の高い9つのプロファイルが

資産情報 資産情報

資産情報

Windows Android iPadiPhoneMacWindows プリンタールーター

Microsoft Azure

Windows

19.6％

5.2％

8.2％

8.8％

9.8％
15.5％

A社 
B社 

C社 

D社 

E社 

その他 

MOTEX

33%

?

スマートフォンを紛失

サポート窓口へ連絡

沿革操作で端末をロック

App
App

App

一括で購入したアプリ スマートフォンへ一括配信


