
堅牢なセキュリティと高パフォーマンスを実現

Enterprise
Cloud
クラウド版オールインワンリモートツール

Enterprise Cloud は、企業の従業員のためのリモートアクセスツールとしてだけでなく、遠隔地からWindows、Mac コンピュータの
サポートやメンテナンスを行える IT 管理者のためのサポートソリューションとして利用可能です。Enterprise Cloud とインターネッ
ト環境があれば、IT 管理者は遠隔地から従業員の PCにリモートアクセスしてシステムの監視、管理、保守などのサポートを効率的に
行うことが可能になります。

お問合せはこちら

株式会社デジタル ・ メディア ・ ラボ Splashtop 担当

03 - 5931 - 0148 splashtop@dml.co.jp

無料トライアルやお見積りをご希望の方は以下よりお問合せ下さい。

Splashtop では、会社側の PC画面をそのまま外出先のデバイスに転送する仕
組み（画像転送方式）を使用しています。

Splashtop のリモート接続の仕組み

画像転送ノート PC
デスクトップ PC
（社内）

モバイル iPad
ノートＰＣ
（外出先）

アクセス元にデータが残らない  
ユーザートレーニング不要  

紛失時にも情報漏洩の心配無用  

画像転送方式のメリット

● ●
●

Enterprise Cloud の特長

IT スタッフによる校内ワークステーションの
稼働スケジュール管理が可能です。

Mac、Windows 又は Linux の PC へ、Mac、
Windows、iOS、Android 又は Chromebook
デバイスからリモート可能です。

HDや 4K ストリーミングと Intel、NVIDIA そして
AMDの最新ハードウェアに対応するエンコーディ
ングが可能です。

幅広いデバイス対応 スケジュール管理機能

ハイパフォーマンス マルチ ・ モニタ対応 

ID・パスワード管理によるログイン、デバイス認
証や 2 段階認証に対応しています。また強固なセ
キュリティである SSL/TLS、AES-256 ビットで保
護されているため安全です。

安全なセキュリティー SSO （シングル ・ サイン ・ オン） 対応

接続先 PC、接続元 PC の両方がマルチモ
ニタを搭載している場合、そのままのマ
ルチモニタ環境で快適にリモート作業が
可能です。

シングル・サイン・オン（1組の ID・パスワー
ドによる認証を 1度行うだけで、複数の
アプリケーションにログインできるよう
になる仕組み）により、パスワード漏洩
のリスク低下を実現しています。



無料トライアルやお見積りをご希望の方は以下よりお問合せ下さい。

Enterprise Cloud の価格

Enterprise Cloud のリモートサポート機能

無人の状態でも、Windows 、 Mac 、 および 
Linux コンピューターへいつでもリモートアク
セス が可能です。

無人リモートサポート

お問合せはこちら

株式会社デジタル ・ メディア ・ ラボ Splashtop 担当

03 - 5931 - 0148 splashtop@dml.co.jp

※ リモートサポート機能は技術者ライセンスでのみ利用可能です。 エンドユーザーライセンスではご用意がございません。

コンピューターまたはモバイルデバイスから無
人の Android デバイスへのリモートアクセスと
リモートサポートを提供します 。
 Android デバイスには 、 スマートフォン 、 タブ
レット 、 POS デバイス 、 キオスク 、セットトッ
プボックスなどが含まれます 。

9 桁のアクセスコードを使用して 、 Windows、
Mac、 iOS および Android デバイスにすばやく
オンデマンドでアクセスできます。

無人のリモートコンピューターのコマンドプロ
ンプトにバックグラウンドでコマンドの送信が
可能です。Windows イベントログ 、 システム 
ハードウェア／ソフトウェアインベントリ 、 エ
ンドポイントセキュリティを表示し、
WindowsUpdate を管理します 。

有人リモートサポート

リモートコンピュータ管理 無人 Android サポート

Enteprise Cloud のシステム要件 

外出先デバイス（クライアント） ストリーマー PC

iPad / iPhone
Android タブレット / 
Android スマホ
Windows / Mac

Windows / Mac / iOS
Android

Splashtop SOS アプリ

対応OS
Windows 10 / 8 / 7 / XP
Windows server 2019 / 
2016 / 2012 / 2008 / 2003
Mac OS 10.7 以降
Android 5.0 以降
LINUX Ubuntu / CentOS / 
RHEL / Fedora

対応 OS
iOS 11 以降
Android 4.0 以降
Windows 10 / 8 / 7 / XP
Mac OS 10.7 以降

Windows / Mac / LINUX
Android タブレット / スマホ

Enterprise Cloud には 2種類のライセンスタイプがあります。

両方のライセンスタイプを組み合わせることができ、年間および複数年のサブスクリプションが利用可能です。

●

●

Enterprise Cloud の使用シーン

オフィスの図面を現場で

モバイル端末からオフィスの PC内に保存
された建築図面を現場で iPad を使ってス
ムーズに確認できるようになります。

3D CAD を海外から

3D CADデータは本社にある状態のままで、
海外工場の PCから 3D CAD の画面を見る
ことができるようになります。

建築関係 製造関係

対応OS
Windows 10 / 8 / 7 / XP
Mac OS 10.7 以降
iOS 11.0 以降
iPhone 5s 以降
iPad Mini 2 以降
iPad Pro / iPad Air / iPod Touch
Android 5.0 以降

技術者ライセンス

エンドユーザーライセンス

1ライセンスにつき 200 台までのデバイス登録可能+リモートサポート機能

1ライセンスにつき 10 台までのデバイス登録可能


