
株式会社アイ・ビー・シー

Miradore Management Suite
as a Service

クラウド型PC資産管理ソリューション



本社 ：フィンランド Laserkatu 8, FI-53850 Lappeenranta, Finland

設立 ：2006年

拠点 ：北米、中南米、EMEA、北欧、アジア、オーストラリア/ニュージーランド

実績 ：お客様数・・・140以上、 管理デバイス数・・・５０万台以上

Miradore会社概要

1



製品に関して

Miradore Management Suite as a Service

Windows,Mac,Linux向け型クラウド資産管理ソリューション

Miradore Online

iOS, Android, Windows Phone向けクラウドEMM

・Miradore Online Free

・Miradore Online Business

・Miradore Online Enterprise  
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Miradore Management Suite as a Service機能概要
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ハードウェア資産管理
- ハードウェア構成状況の把握

ソフトウェア資産管理
- インストール状況の把握

- ライセンス管理

パッチ管理
- パッチ適用状況の把握

- パッチ配布（自動配布、手動配布）

ソフトウェア配布
- 自動配布/手動配布

- OS, ソフトウェア

バックアップ
- 自動/手動バックアップ

- ユーザーによるバックアップ

遠隔操作
- 画面共有

- 描画ツール



ハードウェア資産管理

・ハードウェア構成情報
メーカー/モデル/種別（デスクトップ/ノート）

HDD,ドライブ情報

CPU情報

メモリー情報

モニター情報

ネットワークアダプター情報 など

・管理対象外になったデバイス一覧

・プリンター一覧

・ネットワーク機器一覧
（SMTPサポート機器であれば、機器によらず管理可能）

PCだけでなく、iOSやAndroidなどモバイルデバイスの管理も可能
など



ソフトウェア資産管理

・インストール済ソフトウェア情報

・ライセンス使用状況
(購入数、インストール数、過不足状況 など）

・セキュリティ状況
アンチウイルスソフトインストール状況

ファイアウォールインストール状況

Microsoft Update状況

モバイルデバイス用アプリの管理も可能



ソフトウェア配布

エンドユーザー自身による配布も可能
（セルフサービス・ポータル）

・パッケージング
・手動配布
・スケジュール配布
・配布状況把握

配布ポイントへの配布
配布ポイントから各PCへ配布
（ネットワーク負荷軽減）

個別配布

OSおよびソフトウェアをリモートから配布



パッチ管理

OSおよび主要ソフトウェアのパッチを管理

・手動配布
・自動適用



イベントモニタリング

各クライアントで発生したイベントを収拾し、表示

・ディスク容量不足
・ライセンス期限終了
・ソフトウェア配布失敗
・SIMカード変更 など

イベントの種類によって自動的に
取るべきアクションを設定可能。
（メールを送る、ソフトを再配布など）



インシデント管理

ユーザーからの問い合わせ（インシデント）を管理

・ユーザーからの問い合わせ内容を保存（いつ、誰が、どんな内容で）
・調査の進捗状況を表示
・未解決一覧、問い合わせから一定期間すぎても未解決なインシデントの一覧 など

管理者ユーザー

問い合わせ



Active Directory 連携

Active Ditectory

ユーザー情報、グループ情報、デバイス情報

Miradoreサーバー

Active Ditectoryから
ユーザー情報などを自動的に
取り込むことが可能
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Miradore Management Suite as a Service機能比較

Windows Mac Linux

バックアップ

遠隔操作 ✔

✔ ✔ ✔

ソフトウェア配布 ✔ ✔ ✔

✔パッチ管理

ハードウェア資産管理 ✔ ✔ ✔

ソフトウェア資産管理 ✔



価格表

※ ・消費税は含まれておりません。

・上記金額は、1台あたり月あたりの金額です。

・個別選択機能は、ハードウェア資産管理が必須になります。

・オンプレミス版もございます。別途お問合せください。 12

（一般企業向け）

ライセンス数 フル機能 ハードウェア資産管理 ソフトウェア資産管理 ソフトウェア配布 パッチ管理 バックアップ 遠隔操作

-999 ¥700 ¥400 ¥250 ¥250 ¥250 ¥250 ¥250

1,000-2,499 ¥665 ¥380 ¥240 ¥240 ¥240 ¥240 ¥240

2,500-4,999 ¥630 ¥360 ¥225 ¥225 ¥225 ¥225 ¥225

5,000-9,999 ¥595 ¥340 ¥215 ¥215 ¥215 ¥215 ¥215

10,000- ¥560 ¥320 ¥200 ¥200 ¥200 ¥200 ¥200

（教育機関向け）

ライセンス数 フル機能 ハードウェア資産管理 ソフトウェア資産管理 ソフトウェア配布 パッチ管理 バックアップ 遠隔操作

-999 ¥465 ¥265 ¥165 ¥165 ¥165 ¥165 ¥165

1,000-2,499 ¥440 ¥250 ¥155 ¥155 ¥155 ¥155 ¥155

2,500-4,999 ¥420 ¥240 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150

5,000-9,999 ¥395 ¥225 ¥140 ¥140 ¥140 ¥140 ¥140

10,000- ¥370 ¥210 ¥130 ¥130 ¥130 ¥130 ¥130

初期費用はありません。
最低購入数：１

個別選択機能



Miradore Management Suite as a Serviceの特長

圧倒的なコストパフォーマンス

クラウド型のため導入が簡単

分かりやすいUI

お客様の管理レベルに応じて、オプション選択可能

Miradore Onlineとの組み合わせで、

iOS/Android/Windows Phoneも含めた一元管理可能
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お客様事例
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富士通フィンランド

C社

B社

A社

お客様のIT資産をアウトソーシングで運用
パッチの管理に多大な労力と時間がかかっていた

Miradore Management Suiteを採用

・ パッチ管理機能により、オンサイトサポートの時間が

75％削減できた。

・ 99.8％のパッチが適用に成功している。

・ 結果的に、お客様から高い信頼を得ている。

（効果）

（課題）
アウトソーシング


