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スマートフォンの業務利用をセキュアに実現

業務用途以外では、普段使っているアプリ、
サービスをそのまま利用できます。

「電話(UC)」
着信通知で、完全な公私分計（BYOD）を実現します。

「メール」
サクサクと快適なメールクライアント。

「アドレス帳」
いろいろつながる、セキュアなアドレス帳として。

※プレリリース版を2016年 9月 1日より提供開始、2016年秋正式リリース予定

「カレンダー」
外出先からの日程調整も迅速に。

「拡張アプリ」
標準機能では提供されていないシステムとの接続も。

「CRM」
場所を選ばずにいつでもCRMリソースへアクセスできます。

「ストレージ」
安全にストレージにアクセスするにはこれ。

「ドキュメントビューワー」
100％自社開発の高機能ドキュメントビューワー

認証
強固な認証サービスに標準機能で対応。

「セキュアブラウザ」
簡単設定、最も高機能なセキュアブラウザ。

BYOD でも CPD でも安心して使えます EMMにおけるセキュリティの特長

・データが残らず漏洩の心配がない
・リモートワイプ、MDMが不要

暗号化によりセキュアな通信を行います。独自アプリの形で、業務利用
に最適な機能を多数提供。端末にデータが残らないため、別途リモート
からのデータ削除（リモートワイプ）や、デバイスの個別管理（MDM）
に関わる対策は不要です。

ID/PW、デバイス ID の多要素認証、AD 認証、SAML 等の汎用的な認
証方式やタッチ ID 等生体認証をサポート。様々なシステムへの SSO
（Single Sign-On）を実現します。メジャーな OTP 製品にも対応して
います。

・様々な認証に対応し、SSOも実現

moconavi は、端末にデータを残すことなく、セキュアかつ快適に個人所有のスマートフォンの
業務利用を実現するソリューションです。

充実の標準機能
メール、アドレス帳、カレンダーはもちろん、ドキュメントビューワーや CRMクライアントなど、
ビジネスに必要な機能を揃えています。

moconavi のセキュアコンテナ内でビジネスチャットを利用することで、端末にデータを残さ
ない、高いセキュリティを実現します。

ビジネスを加速する、新機能が登場

デバイス所有者

CPD（企業資産）

moconavi が
セキュリティを担保

MDMなどを利用して
企業が管理

BYOD（個人資産）

用語解説  CPD（Company Provided Device）：会社支給のデバイス（スマートデバイス）
             BYOD（Bring Your Own Device）：個人所有デバイス（スマートデバイス）の業務利用
             MAM ：Mobile Application Management
            MDM：Mobile Device Management

※各評価基準は自社検証から判断しております。◎：優れている、○：対応、△：一部機能で対応 、×：未対応 

個人資産になるので
個人で管理

ビジネスデータと
アプリの保護

SSL VPNや VPNと 3大モバイルキャリアの閉域網サービスにも
対応しています。

デバイス（本体）管理
MDMMAM

モバイルマネージメント
における接続形態

MAM

ブラウザタイプ
セキュアブラウザー

MDM

シンクライアント
仮想デスクトップ

モバイルデバイス管理における一般的なセキュリティの懸念事項

アクセス認証 ファイルの
暗号化 データ保護 VPN ウイルス対策 本体紛失

履歴として
アクセス情報が残る

端末にデータが
残らない

端末にデータが
残らない

マルチ認証に対応

比べて分かる、EMMにおけるmoconaviのセキュリティ

テキストチャット画面 着信画面 チャット利用履歴

テキスト
チャット

グループ
チャット

既読
機能

無料
通話

無料
ビデオ
通話

スタンプ 写真 動画

moconavi ビジネスチャット

Apps

田中 弘子



オンプレミス型 お客様の設備内にオールインワン構築。
moconavi-GrW が稼働するソフトウェア一式をご提供します。

各種グループウェア、クラウドと連携
各種グループウェアと連携してアドレス帳やカレンダーにアクセスできるほか、
クラウドや CRMなど多彩なサービスと連携できます。

クラウドまたはオンプレミスを選択可能
moconavi の提供形態は、導入が容易なクラウド型、様々なカスタマイズが可能なオンプレミス型の
2 種類で、目的に応じて選択できます。

各種 OS を搭載したスマートフォンやタブレットで利用可能です。

マルチデバイス、マルチOSをサポート

電話・UC

VPN・閉域網

SalesforceDropboxOffice 365

Dynamics CRM

Box

Google ドライブ

desknet’s NEO

Salsforce

SharePoint

OneDrive
for Business

Google Apps 
for Work

kintone

CRMクラウドストレージ

Office
サイボウズ

Garoon
サイボウズ

Exchange

Lotus Notes

IP-PBX

SSL VPN VPN

050サービス モバイル
内線サービス

・Cisco UCM

・Cisco AnyConnect

・NEC UNIVERGE ・050 plus

・ドコモ オフィスリンク
・KDDI ビジネスコールダイレクト
・ソフトバンク ホワイトオフィス

グループウェア

MDM ワンタイムパスワード

Sansan

クラウド型 お客様の設備内にグループウェア等への接続用ソフトウェアをインストールするだけで、
簡単に接続できます。

SSLSSL Exchange
Notes/Domino
POP/IMAP443

クラウドセンター

キャリア網

Gateway

お客様LAN

Adapter/
VPN Clientソフト

Microsoft Office 365
Salesforce

VPN TCP/443

SSLSSL Exchange
Notes/Domino
POP/IMAP443

お客様LAN

SSL-VPN

Microsoft Office 365
Salesforce

キャリア網

Gateway Adapter ソフト

お客様 DMZ

必要システム ・CPU 　Intel Dual Core Xeon 2GHz 以上 ・メモリ  4GB 以上 ・HDD  OS 以外に 20GB 以上の空き容量 

必要システム

・CPU 　Intel Dual Core Xeon 2GHz 以上 

●Gateway サーバ <www> 

・メモリ  2GB

・HDD  OS 以外に 5GB 程度の空き容量 

・OS  Windows Server 2008(R2)/2012(R2) 
　　　RedHat Enterprise Linux ES 4(Update 7 以降 ) 

・CPU 　Intel Dual Core Xeon 2GHz 以上 

●Adapter サーバ <AP/Gateway/Adapter-Client/ ファイル変換 /DB> 

・メモリ  4GB 以上 

・HDD  OS 以外に 20GB 以上の空き容量 

・OS   Windows Server 2008(R2)/2012(R2) 

・アプリ  Microsoft Office ※PDF 変換には、Microsoft Office2010 以降が必要となります。 

・au　BREW 3.1/4.0, Android 4.3 以降 , iOS 8 以降   各対応端末

・NTT ドコモ　Doja 4.1 以降 , BlackBerry, Android 4.3 以降 , iOS 8 以降　各対応端末

・ソフトバンク　MEXA/MIDP 2.0 以降 , Android 4.3 以降 , iOS 8 以降　各対応端末

※ガラホ対応端末につきましてはお問い合わせいただくか、弊社ウェブ

サイトをご確認ください。対応端末

Windows  10Android
Android 4.3 以降

iOS
iOS 8 以降

Android 
フィーチャーフォン



「電話(UC)」
着信通知で、完全な公私分計（BYOD）を実現します。

Cisco UCM 等の IP-PBX と連携し、着信番号のプッシュ通知のほか、発着信履歴や
アドレス帳のクラウド管理を行えます。また「モバチョ 050」を利用して、1つのデバイス
で会社と個人の 2つの電話番号を持つことで、通話のBYODも容易に実現可能です。

ネイティブアプリならではの操作感、機能をそのままに、複雑な設定をすることなく、各種
グループウェアやメールサーバと接続して、メールを送受信できます。添付ファイルも標準
搭載のドキュメントビューワーで参照でき、端末内にデータを残しません。

社内アドレス帳や共有アドレス帳の管理、利用ができます。データはクラウドまたは各
システム内にあるものを参照するだけなので、端末に個人情報を残さず、メールの作成や
電話の発信が可能です。さらにUC（Unifide Communication）や今後対応予定のチャット
機能との連携も行えます。

サイボウズ、Microsoft Exchange、Office 365 等の各種グループウェアのカレンダーに
アクセスし、個人の予定だけでなく、グループスケジュールの確認、更新が行えます。外出
先での急な日程調整にも素早く対応できます。

パブリッククラウドの SaaS、オンプレミスの社内Web システム等社内外で利用している
Webシステムをセキュアブラウザ機能で利用可能です。SAMLやKerberos、NTLM、
BASIC認証等様々な方式の SSO をサポートし、ログイン画面があるサイトでも、代理
入力機能でSSOが可能です。

ビジネスの様々な場面で役立つ標準機能
ビジネス用のワークスペースをワンタッチで表示。セキュアな環境で多彩な標準機能をご利用いただけます。

「メール」
サクサクと快適なメールクライアント。

「アドレス帳」
いろいろつながる、セキュアなアドレス帳として。

「セキュアブラウザ」
簡単設定、最も高機能なセキュアブラウザ。

「カレンダー」
外出先からの日程調整も迅速に。

社内の CIFS サポートのファイルサーバやMicrosoft SharePoint、Dropbox エンター
プライズ等のクラウドストレージサービスにセキュアに接続できます。アクセス権限等の

既存のポリシーをそのまま適用し、端末内にデータを残さず安全にファイルを閲覧可能です。

セキュアブラウザによるWeb 連携だけではなく CRMのAPIと連携してアプリ画面を生成
する機能を提供します。使い慣れたMicrosoft Dynamics CRMや Salesforce のメニュー
項目をスマートフォンに最適化し、顧客対応をスムーズにサポートします。

メールの添付ファイル、ファイルサーバ内のファイル、Webサイトのリンクファイルを端末
にデータを残さずに参照できます。パスワード付きのMicrosoft Officeファイル、ZIP
ファイルも開けるほか、一般的なドキュメントビューワーでは表示が崩れるようなファイル
でも、PDF形式で美しく参照可能です。

moconavi Apps とは、CRM連携機能でも採用している、moconavi アプリがダイナミック
に画面を生成するためのXMLベースのmoconavi 拡張プロトコルを利用した、スマートフォン
アプリを開発するためのモバイルアプリサービス開発フレームワークの総称です。

パスロジック、セキュアマトリクス等のトークンなしのメジャーなワンタイムパスワード
ソリューションとの連携や、ADや LDAPをダイレクトに接続する認証方式等、さまざまな
認証方式をサポートしています。iOS のタッチ ID や Android の指紋認証との連携も可能
です。

「ストレージ」
安全にストレージにアクセスするにはこれ。

「CRM」
場所を選ばずにいつでもCRMリソースへアクセスできます。

「ドキュメントビューワー」
100％自社開発の高機能ドキュメントビューワー

「拡張アプリ」
標準機能では提供されていないシステムとの接続も。

認証
強固な認証サービスに標準機能で対応。

Apps


