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4,000 社

無　料
導入支援

今なら
サテライトオフィス・
Google Workspace導入支援

https://www.sateraito.jp/GSuite/

作成した各種ポータルやナリッジデータベースを、弊社が責任を持っ
てバックアップを行います。（ローカルのファイルサーバーにデータを
全てダウンロードします。また週に 1 度定期的にバックアップを行い
ます。）

Google Workspace の Google ドキュメント（スプレッドシート、
文書）利用した雛型集を公開していきます。各企業で利用するドキュ
メントの参考テンプレートとして、活用して頂ければと思います。

企業ポータル（社内ポータル）、部門ポータル、プロジェクトポータル、
ドキュメントポータル、ワークフローポータルなど、様々なナリッジ
データベースの構築をご支援いたします。Google サイトを利用し
企業ポータルの構築支援を行うサービスです。弊社ビジネステンプ
レートから選択していただき、弊社エキスパートが短時間に御社環
境にセットアップいたします。

企業ポータル構築支援 データバックアップサービス

テンプレート集 for Google Workspace● 企業ポータル /部門ポータル
● メンバースケジュールポータル
● 会議室空き状況ポータル

● 災害時連絡用ポータル
● プロジェクト管理ポータル
● ドキュメント管理ポータル
● ワークフローポータル

Google Workspace / Google App Engine を導入する為に、
弊社カスタマーセンターが無料で、サポートを行うサービスです。

4,000社まで無償導入支援実施中
（アドオンアプリケーション、サポートが無償！）

Google が企業向けに提供するクラウドコンピューティングのソリューションです。
中小企業～大企業＆全業種に対して、Google Workspace の導入が進んでいます。

[Google Workspace Marketplace アドオン一サービス一覧 ]

https://www.sateraito.jp/Google_Apps_Marketplace.html

Google
パートナーアワードを

連続受賞
6万社以上導入済み

サテライトオフィス・
組織カレンダー
for Google Workspace

サテライトオフィス・
組織アドレス帳
for Google Workspace

サテライトオフィス・
ワークフロー
for Google Workspace

サテライトオフィス・
セキュリティーブラウザ
for Google Workspace

サテライトオフィス・
業務データベース
for Google Workspace

サテライトオフィス・
掲示板 /回覧板
for Google Workspace

サテライトオフィス・
ドキュメント管理
for Google Workspace

サテライトオフィス・
Myポータルガジェット
for Google Workspace

サテライトオフィス・
クラウドCRM 
for Google Workspace

サテライトオフィス・
行先予定 /在席確認 /伝言メモ /
共有 TODO 
for Google Workspace

サテライトオフィス・
勤怠管理 ⁄ タイムカード
for Google Workspace

サテライトオフィス・
安否確認
for Google Workspace

サテライトオフィス・
拡張フォーム /アンケート
for Google Workspace

サテライトオフィス・
Eラーニング 
for Google Workspace

サテライトオフィス・
多店舗管理機能
for Google Workspace

サテライトオフィス・
大容量ファイル転送
for Google Workspace

サテライトオフィス・
メール誤送信防止 /標的型攻撃
メール対策機能
for Google Workspace

サテライトオフィス・
メールアーカイブ

古いパソコンを
最新のChrome OSデバイスに!
Chrome OS Flex

サテライトオフィス・
クラウドサポート

サテライトオフィス・
地図データベース
for Google Workspace

サテライトオフィス・
ブラウザ作業監視 for Chrome

サテライトオフィス・
Google for Education

サテライトオフィス・
管理者便利ツール
for Google Workspace

サテライトオフィス・
ファイルサーバー
for Google Workspace

サテライトオフィス・
ブラウザ切替機能
for Google Workspace

Chromebook / Chromebox
Chromebox for Meetings

サテライトオフィス・
クラウド電話 /クラウド FAX 
for Google Workspace

サテライトオフィス・
クライアント証明書
for Google Workspace

サテライトオフィス・
シングルサインオン
for Google Workspace

サテライトオフィス・
ポータルサイト

Google
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Gmai
（ビジネス利用メール）

独自ドメインで使えるビジネス用の Gmail。
強力な迷惑メール / ウィルス対策 フィルタを
備え、各種携帯端末でも利用できます。

チームメンバーと予定を共有できるカレンダー
機能。スケジュール調整にかかる時間と手間
を省きます。また、会議室や社用車などの施
設の予約も同時に予約できます。共有カレン
ダーの作成も可能です。

ファイル管理機能

1 ユーザー 30GB ～ 無制限容量のクラウド
オンラインストレージ。チームでファイルを共
有したり、大容量ファイルを送るのも簡単です。
エクスプローラー上で操作する可能です。

スプレッドシート

ブラウザで利用可能なクラウド版 Excel 的な
アプリケーションです。マクロやピポットテー
ブル、条件付き書式なども可能です！また、
Excel の 式（sum,vlookup,match,if,range
関数など全て可能）

Google サイト
（社内ポータル）

社内ポータル サイトやプロジェクト毎の社内
サイトを簡単に作成できます。部署ごとに編
集できるページを指定するなど、柔軟な権限
設定が可能です。

Google 会議室ソリューションは、 圧倒的な
HD 解像度と、優れた音声のスマートなビデ
オ会議ソリューションです。Googleカレンダー
と連携が可能ですので、利用予約も簡単です！
Google 利用していない相手の方も利用可能
です！

カレンダー
 スケヂュール管理 /
 会議室などの施設予約( ）

Google 
Web 会議システム
ソリューション
Google Workspace 
Meeting Solutions( ）

ビジネス利用メール /テンプレート
翻訳機能 /迷惑メールフィルタ /
強力な検索機能

主な機能

主な機能

主な機能

主な機能

個人スケジュール /共有スケジュール
施設予約管理 /リマインダー

ファイルサーバー
ファイルのプレビュー機能
ファイルの共有

社内ポータルサイトの作成 サテライトオフィス・
再送信メール作成機能
for Google Workspace

サテライトオフィス・
Q&Aチャットボット
for Google Workspace

サテライトオフィス・
メールボット機能 for Gmail

サテライトオフィス・
Google Workspace 
Enterprise Essentials

Google AppSheet
導入支援スタート！



各ソリューション無償トライアル実施中！
無　料
導入支援

どこからでも社内と同じ環境で仕事ができる
いままで利用していた マイクロソフト オフィスソフト を中
心に、ビジネスで利用するメール、ファイル共有、Web会議、
必要なグループウェア機能をオールイン ワンで提供するクラ
ウドサービスです。

管理の手間を軽減
サーバー側のメンテナンスが不要になります。定期的に自動
バックアップが行われるクラウドサービスの為、データバッ
クアップなどにかかる時間も大幅に節約可能です。IT 活用の
本来の目的に沿った業務に時間を投じられるようになります。

どこからでも共同作業が行える
サーバー上にあるドキュメントフォルダに置いてある 
Microsoft 365 ファイルを複数のユーザーが同時に編集可能
です。 Microsoft 365 にサインインをすれば場所を問わず、
常に最新版をみんなが確認することができ、手戻りが大幅に
少なくなります。

低コストで利用
組織規模に応じたお得なオールインワンパッケージを用意し
ています。また、今までのデバイス毎のライセンス提供では
なく、ユーザー毎のライセンスになりましたので、複数のデ
バイスを持つ場合により安い価格で オフィス をご利用いただ
けます。

Microsoft 365 無料導入支援とは、Microsoft 365 を導入する為に、弊社カスタマーセンターが無料で、

製品提供や技術支援、運用支援を行うサービスです。導入検討段階の支援も可能です。未体験&導入後

拡張希望の方もお気軽にご連絡下さい。

Microsoft 365とは？

使い慣れた マイクロソフト の Office を中心に、ビジネスで必要なメール、ファイル共有、Web 会議、必要なグループウェア機能を
オールイン ワンで提供するクラウドサービスです。

[Microsoft 365 のアドオンサービス一覧 ]

https://www.nextset.co.jp

マイクロソフト
パートナー オブ ザ イヤー受賞

ネクストセット・
組織カレンダー
for Microsoft 365

ネクストセット・
組織アドレス帳
for Microsoft 365

ネクストセット・
ワークフロー
for Microsoft 365

ネクストセット・
シングルサインオン
for Microsoft 365

ネクストセット・
セキュリティーブラウザ
for Microsoft 365

ネクストセット・
業務データベース
for Microsoft 365

ネクストセット・
掲示板 /回覧板
for Microsoft 365

ネクストセット・
ドキュメント管理
for Microsoft 365

ネクストセット・
Myポータルガジェット
for Microsoft 365

ネクストセット・
クラウドCRM
for Microsoft 365

ネクストセット・
行先予定 /在席確認 /伝言メモ /
共有 TODO for Microsoft 365

ネクストセット・
勤怠管理 ⁄ タイムカード
for Microsoft 365

ネクストセット・
安否確認
for Microsoft 365

ネクストセット・
拡張フォーム /アンケート
for Microsoft 365

ネクストセット・
Eラーニング
for Microsoft 365

ネクストセット・
多店舗管理機能
for Microsoft 365

ネクストセット・
大容量ファイル転送
for Microsoft 365

ネクストセット・
メールアーカイブ
for Arcserve

ネクストセット・
メールアーカイブ
for Active Vault SS

ネクストセット・
地図データベース
for Microsoft 365

ネクストセット・
ブラウザ切替機能
for Microsoft 365

ネクストセット・
クラウド電話 /クラウド FAX 
for Microsoft 365

Microsoft Power Apps
導入支援スタート！

クラウドで動くWindows OS
Windows365

ネクストセット・
名刺管理機能 for クラウド
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サテライトオフィス・
クラウドサポート

ネクストセット・
Q&Aチャットボット
for Microsoft 365（Teams）

ネクストセット・
クライアント証明書
for Microsoft 365



1000社
無償

導入支援

31

チャット機能
（メッセンジャー＆チャット＋メール・カレンダー・アドレス帳）

●メッセンジャー＆チャットはもちろん、無料通話・ビデオ通話も可能！
●メール、カレンダー、アドレス帳の管理を一箇所で利用！
●パソコンでも、メッセンジャー＆チャット・無料通話が可能！
●ライト版の場合は、LINE WORKSアプリの利用は可能ですが、メール、Drive 機能が無効となります。
●LINE WORKSと一般ユーザー向け LINE との N対 Nチャットが可能！

ホーム（社内掲示板機能）

●社内掲示板機能（LINE スタンプも利用可能）
●複数の掲示板が可能

メール
●強力なセキュリティ上の安定したメールアプリケーション
●大容量ファイルの添付と迷惑メールブロック機能
●アドレス帳連動・メーリングリスト機能

カレンダー
●メンバー間の業務を効率化できるカレンダー共有機能
●グローバルな業務の予定も簡単に登録
　（タイムゾーン対応）
●メールアプリケーションから予定や TODOを簡単登録

アドレス帳
●組織管理可能なアドレス帳
●各アプリケーションで利用可能はサジェスト機能
●スマートフォンで社内アドレス帳を確認可能

Drive（クラウドファイルサーバー）
●大容量のクラウドファイルサーバー
●ドキュメントの共有機能
●モバイル端末でも使用可能

アンケート
●モバイルアプリでも簡単にアンケート作成・共有
●回答結果はグラフで自動集計
●様々なシーンに対応した豊富なテンプレート

©LINE Corporation

https://www.sateraito.jp/worksmobile/ https://sateraito-apps.appspot.com/enq/entry?mid=lineworksfree

フリープラン
（永久無償版）
募集開始！

フリープラン
はこちら

ビジネス版 LINE(LINE WORKS)の
フリープラン（永久無償版）申し込みを開始しました！

■ 社内チャット、企業間チャットが可能です！
■ チャットの個人別未読 /既読の確認が可能！
■ 一般 LINE ユーザーとのチャットが可能です！
■ LINEスタンプが利用可能です！
■ LINE も認めるシャドー IT 対策ツール
■ アクセスログ＋チャットログ＋遠隔削除
■ ホーム機能（＝掲示板）
■ アドレス帳機能（組織階層は9階層）
■ LINE と同じ無料通話機能、ビデオ通話
■ LINE と同じ写真送信、位置送信、アドレス帳送信、
 　動画ファイル送信、各種ファイル送信

ビジネス版 LINE（LINE WORKS: ラインワークス）は、
LINEの使いやすさはそのままで、企業利用向けに
セキュリティが確保された、社内チャットシステムです！
（チャットログや遠隔削除・・） 

特典（1000社先着）

・誰でもできる！LINE WORKS導入ガイド日経BP社発刊の書籍プレゼント！
・導入支援サポート窓口あり！
※書籍プレゼントは10名様以上のお申し込みで、LINE WORKSをしっかり使っていただく企業様に
　配布いたします。　　　　　　　

[LINE WORKS のアドオンサービス一覧 ]

サテライトオフィス・
タスク管理機能 for LINE WORKS

有償版
はこちら

サテライトオフィス・
ワークフロー for LINE WORKS

サテライトオフィス・
シングルサインオン for LINE WORKS

サテライトオフィス・
セキュリティーブラウザ for LINE WORKS

サテライトオフィス・
業務データベース for LINE WORKS

サテライトオフィス・
掲示板 /回覧板 for LINE WORKS

サテライトオフィス・
ドキュメント管理 for LINE WORKS

サテライトオフィス・
クラウドCRM for LINE WORKS

サテライトオフィス・
行先予定 /在席確認 /伝言メモ /共有 TODO
for LINE WORKS

サテライトオフィス・
勤怠管理 ⁄ タイムカード for LINE WORKS

サテライトオフィス・
安否確認 for LINE WORKS

サテライトオフィス・
拡張フォーム /アンケート for LINE WORKS

サテライトオフィス・
Eラーニング for LINE WORKS

サテライトオフィス・
多店舗管理機能 for LINE WORKS

サテライトオフィス・
名刺管理機能 for クラウド

サテライトオフィス・
地図データベース for LINE WORKS

サテライトオフィス・
管理者便利ツール for LINE WORKS

サテライトオフィス・
ブラウザ切替機能 for LINE WORKS

サテライトオフィス・
クラウド電話 /クラウド FAX  for LINE WORKS

サテライトオフィス・
サンクスカード&ポイント  for LINE WORKS
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サテライトオフィス・
クライアント証明書 for LINE WORKS

サテライトオフィス・
Q&Aチャットボット for LINE WORKS



全世界で20億人もの利用ユーザーのいる Facebook のビジネス版 /企業版です！

使いやすさはそのままに、企業利用可能なセキュリティ、管理機能搭載！

企業内SNSとして利用できます！

Workplace from Meta では、外部公開不可の
企業向け SNS になります！サテライトオフィ
スではセキュリティ強化の為、シングルサイ
ンオンやセキュリティーブラウザもご用意し
ております。管理者設定により、パートナー
企業との SNS連携は可能です！

部署内情報共有をリアルタイムに！

全社公開、部内メンバー限定、プロジェクトメ
ンバー限定などのグループを作成し、情報公開、
各種依頼や確認依頼をリアルタイムで共有可能
です！ 投稿に対するコメント、他メンバーの
タグ付けなど、一般 Facebook と同じイメー
ジで操作でき、通知メールも届きます！

1000社
無　料
導入支援

https://www.sateraito.jp/Workplace/

[Workplace from Meta のアドオンサービス一覧 ]

プラス100円/月でSSOとワークフローが利用可能です！

アドオン
特　別

キャンペーン！！

Workplace from Meta をお申し込み、または既にご利用のユーザー様を対象に、
企業様導入必須の「サテライトオフィス・シングルサインオン」と「サテライトオフィス・組織ワークフロー」の
セットを1ユーザ月/100円で特別提供いたします！！

キャンペーン期間についてはお問い合わせください。

キャンペーン概要

サテライトオフィス・
タスク管理機能 for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
ワークフロー for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
シングルサインオン for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
セキュリティーブラウザ for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
業務データベース for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
掲示板 /回覧板 for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
ドキュメント管理  for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
クラウドCRM  for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
行先予定 /在席確認 /伝言メモ /共有 TODO
 for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
勤怠管理 ⁄ タイムカード for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
安否確認 for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
拡張フォーム /アンケート
for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
Eラーニング for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
多店舗管理機能 for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
名刺管理機能 for クラウド

サテライトオフィス・
地図データベース for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
ビジネスボット for クラウド

サテライトオフィス・
管理者便利ツール for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
ブラウザ切替機能 for Workplace from Meta

サテライトオフィス・
クラウド電話 /クラウド FAX  for Workplace from Meta
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いいね！マーク

一般 Facebook と同じいいね！が可能です！
社内情報で有益な投稿に対していいね！マー
クを押すことで、メンバー間の情報共有が一
層進みます！

店舗管理、社員名簿にも活用可能！

投稿に対しての未読 / 既読を確認できます！そ
のため、本社か支店、店舗などへの通達へ情報
伝達としても利用も可能です！また、プロ
フィール機能もあるので、社員名簿として利用
も可能です！

画像 /動画 /ドキュメントを無制限容量OK！

画像や動画、ファイルといった添付ファイル
を簡単に投稿可能（例：コピー＆ペースト）
しかも容量に制限がありません！写真一覧、
ファイルの一覧表示も可能ですので、簡易的
なファイルサーバー、画像管理サーバーとし
てもご利用頂けます！

チャット+ビデオ通話で会議も！

チャットの機能（テキスト、画像、位置、動画、
スタンプ）はもちろん、ビデオ通話もご利用頂
けます！ビデオ通話中は画面の共有も可能です
ので、簡単な会議をオンライン上でできます！

ライブ動画配信

1 回数時間のライブ動画配信が可能です！ま
た、その動画はアーカイブされ保存されます！
（容量無制限）例えば、各種 e ラーニング、営
業メンバー動画報告、社長メッセージ、現場
状況報告などでご利用可能です。

ログインログ、チャットログの取得が可能

シングルサインオン機能を利用する事で、ログ
イン制御、パスワード制御、ログインログの取
得が可能です！また、チャットログもサテライ
トオフィス管理ツールで取得可能です。

90日間無料トライアル



Dropbox Business は、全世界で5億人で利用されているDropbox の企業版 /ビジネス版です！

①容量無制限のファイルサーバー機能　②外部との大容量ファイル転送機能　④シャドウ IT 防止

③Windows/MacPC/スマートフォン /タブレットで快適に利用　⑤データの遠隔削除 が可能！

Dropbox Business（企業向け）は、無制限容量の社内ファイルサーバーです。
大容量ファイル転送機能付き100 社

無　料
導入支援

https://www.sateraito.jp/dropbox/ https://www.sateraito.jp/GoogleMaps/

機能トピック ● 容量無制限のファイルサーバー
　 ※初期設定では、1TBでブロックされますので、連絡いただければ、解除します。

● フォルダーの階層管理＋アクセス権限管理が可能（Windows エクスプローラーで閲覧も可能）

● ファイルの高速同期（クラウド側サーバーと各ユーザーの同期が早いです）
　 ※同期スピードが他社よりも圧倒的に早いです！

● ファイルのバージョン管理＋復元機能（無限のバージョン管理）

● マイクロソフトOffice や Office365 との連携
　 ※Dropbox 連携データは、MSOffice 上にDropbox ボタンが表示されます

● 遠隔削除（退職者や端末紛失時に、遠隔でファイル削除が可能）

● URLによる外部メンバーへのファイル共有（共有期限設定、パスワード設定なども可能）
　 →大容量ファイル転送機能の代替えとして利用可能

● ファイル・プレビュー機能
　 ※大容量ファイルをブラウザでプレビュー表示が可能 /スマートフォンやタブレット可
　 ※どの端末でも、フォントの問題はありません。きれいに表示されます。

サテライトオフィス・
シングルサインオン 
for Dropbox Business

サテライトオフィス・
セキュリティーブラウザ
for Dropbox Business
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Google Maps 導入支援ソリューション

サテライトオフィスでは、「Google Maps Platform 」の販売（日本円での請求書払い可能）＋カスタマイズソリューションが可能です！ 
Google Maps Platform は、基本的にGoogle マップ自体のレンタルです！
 API が多く公開されており、色々な アプリケーション開発が可能です。 
＜例：スマフォ向け地図システム、ジオコーディング （住所から緯度経度）、地図を使った ルート検索、アセットトラッキング
（モバイルなどの場所を検知、移動体管理する機能」）を利用する事が可能＞

利用金額：毎月200ドル分の無償枠あり！それ以上は、従量課金となり、請求書による請求が可能！

お問合せ 

Googel マップ自体の提供 + 地図内にピン等を立てる事が可能！

・Googleマップを企業で利用が可能です（社内向けサイト、社外向けサイト、スマフォサイト） 
・地図内に、ピン・線・図形・各種スタイル図形を配置可能です！

ルート検索機能 （自動車ルート、徒歩ルート）

・Googleの高機能なルート検索エンジンをアプリケーションに搭載可能です！
（最大 23ヵ所へのルートを生成）※残念ながら電車ルートは、現在は未対応です！

リアルタイムの渋滞情報表示

・全国道路の現時点での渋滞情報の表示も可能です！

ジオコーディング（住所情報→緯度経度情報に変換し、地図上にプロット可能）

・地図に、プロットする為には、緯度経度情報が必要ですが、APIを利用すれば、
　住所情報から緯度経度情報に変換し、表示する事が可能です！

地図のスタイルが変更可能！

・通常の地図、航空写真、その他スタイルなど、地図スタイルを変更が可能です！スタイルを変更
　することで、利用アプリケーションごとに見やすい地図が可能になります！

ストリートビュー

・Googleマップのストリートビューをアプリケーションで利用が可能です！

場所の検索

・Googleマップの地図検索機能をアプリケーションに利用が可能です！Googleマップの高度な
　検索機能により、適切に地図の表示が可能です！

描画ツール

・地図内に写真やオブジェクト図形の表示が可能です。描画ツールは、地域の選択、マーカーの
　ドロップなど編集が可能です！



先生と生徒の画面を共有して先生側で簡単に管理ができるサービスです。
Classroomと連携しておりますので学校以外にも、Google Workspaceを導入している企業様の社員研修などにも利用可能です。
Chrome拡張機能として提供しておりますのでChrome Enterprise Upgradeで自動インストールや管理が可能です。

https://www.sateraito.jp/G_Suite_Education/
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サテライトオフィス・
Google Workspace for Education

https://www.sateraito.jp/Class_Support/

100校
導入無償
キャンペーン
スタート！

無償提供
キャンペーン

全てのエディションで利用可能なサービス
下記サービスはすべてのエディションで利用可能です！

Google Workspace for Educationは、
教育機関向けのGoogle Workspaceです！

全ての機能が無償で利用が可能です！

Google Workspace for Education や Chromebook に関する

技術サポート、導入支援サポートをいたします！

● Google Workspace の各種機能が無償で利用可能！
● データ容量無制限！
● Classroomが利用可能 （企業版にはございません！）

＜教育現場での ご活用メリット＞
1)「アクティブラーニング」
　　プレゼンテーション、オンライン英会話、共同編集など
2)「反転授業」
　　動画を使ったEラーニング
3)「校務の効率化」
　　資料は全てクラウドに！いつでも、どこでも同じ仕事環境

Chromebooks for Education
（Chromebook 活用）

● 10台でも10000台でもChromebookの管理が容易に！
● クラウド管理への登録（エンロール）は、たった2コマンドで完了！
● 面倒な設定は不要で、箱から出してすぐ使えます。
● クラウド管理コンソールから、
　 端末の資産管理や状態管理が可能！
　(遠隔からのデバイス停止や制御が可能)
● 数100に及ぶ、ポリシーを簡単に一括で設定可能。
● データ保護やデバイスセキュリティーまでの
　 エンタープライズレベルのセキュリティ
　(端末の遠隔制御、デバイスの制御が可能)
● Google の24時間サポート&OSの
 　自動アップデートの制御を管理側から可能！
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Gmail カレンダー Meet ドキュメント スプレッド
シート

スライド フォーム Classroom アサインメント サイト Google グループ ドライブ Admin

サテライトオフィス・
先生 /生徒画面共有機能 for Classroom

クラスルームと連携して全生徒の一覧表示が可能です。

企業向けGoogle Workspaceでも『Classroom』が利用可能ですので新入社員研修など利用可能です。

生徒の並び順の変更、参加中の生徒のみ表示が可能です。

Chrome拡張機能として提供しており、Windows、Mac、ChromeOSで利用可能です。

先生側でクラスルームに参加する全生徒の画面を閲覧することが可能です。

先生側から全生徒または特定の生徒にメッセージの送信が可能です。
(メッセージ送信は日時を指定可 /表示時間など設定が可 )

生徒の画面をライブ閲覧が可能です。音声の確認や画面キャプチャーを取得することも可能です。

先生の画面を生徒に共有することが可能です。「画面全体」「ウィンドウ」「Chrome タブ」で共有が可能

生徒が開いているブラウザのタブを一覧表示が可能です。先生側からタブを閉じることも可能

先生からURLを送信して生徒のブラウザ画面でURLを開かせることが可能です。全生徒 /特定の生徒に送信が可能

先生側から全生徒または特定の生徒のデスクトップ画面をロックすることが可能です。

先生側で登録したURLをブロックすることが可能です。

ウェブフィルター機能では「許可リスト」「ブラックリスト」でURL管理し、URLの閲覧をNGにする事が可能

先生用画面の背景や文字のカスタマイズが可能です。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

バンドル提供（無償）　※キャンペーン中
サテライトオフィスの提供する有償版『Google Workspace 版シングルサインオン』『Google Workspace for 
Education』『CEU（Chrome Education Upgrade）』ご契約中のお客様には『先生 / 生徒画面共有機能ライセ
ンス費用』を無償提供させていただきます。詳しくはサポートまでお問い合わせくださいませ。



お問合せ シングルサインオン機能、ログイン制限機能

サテライトオフィス・
シングルサインオン
サテライトオフィス・

シングルサインオン

各クラウドサービスを利用するユーザーに対して、ネットワークや端末の細かなアクセス制御や、パスワード強化、ログイン履歴などを、
簡単かつ柔軟に設定・管理する事ができる各クラウドのセキュリティ強化サービスです！

（例：自宅や社外からのアクセスを禁止し、管理者が許可したメンバーや許可したパソコンやスマートフォンでG Suite の利用を可能とする..）

ユーザーの認証や端末制御にご利用いただける、クライアント証明書の発行、管理、端末への配布の機能となります。
Windows、Mac、Android、iOS、Chromebook と主要なすべてのOSに対応しており、シングルサインオン機能をご利用のお客様は、
追加費用なしでご利用いただけます。『サテライトオフィス・シングルサインオン』の拡張機能となります。

『サテライトオフィス・シングルサインオン』とは 『サテライトオフィス・クライアント証明書』とは

機能ダイジェスト

● アカウント、組織 (OU)、グループ、メーリングリストの一括管理が可能

● ログイン制御（ネットワーク IPアドレス単位、ブラウザ単位、キャリア単位、端　

　 末種類単位：iPhone/Android、MACアドレス・・）が可能

● ログイン制御は、メンバー単位&組織単位にセキュリティーポリシー制御が可能

● パスワードポリシー強化対応（定期的な変更強制、パスワード複雑化・・）

● ログイン後ページ遷移強制機能

● ユーザーのログインログ（履歴）の取得可能、CSVでのダウンロードが可能　

● 社内の ActiveDirectory（AD）or 社内人事システムとのアカウント /組織の同期　

　 パスワードのリアルタイム同期 / ADログイン時、クラウド自動ログイン機能

● 管理者権限を、ドメイン単位、組織単位、プロジェクト単位に権限を委託可能

● 管理者の操作&オペレーションログ機能

● 多言語対応（英語、中国語、韓国語、東南アジア言語、ヨーロッパ言語・・）

● 他クラウドのシングルサインオン 　セールスフォース /ビジネス版 Facebook/

　 ビジネス版Dropbox/LINE WORKS/ サイボウズ /SurgarCRM/ActiveGateSS/Zoho/

　 Slack/AWS / 既存システム

● 中国からのアクセス対策（VPN利用）、POP/IMAPでシングルサインオン可、　

　 IPv6 環境でのログイン制限

● セキュアブラウザ無償提供（サテライトオフィス・セキュリティーブラウザ ）

● 2 要素認証（メール連絡認証 :開発済 , 電話着信認証&SMS連絡認証 :開発中）

● クライアント証明書でのログイン制御機能

● シングルサインオンの機能をAPIで外部操作&連携可能

機能ダイジェスト

● Windows、Mac、Android、iOS、ChromeOSに対応

● シングルサインオンのクライアント証明書を使用したスキップ認証、端末制御にご利用可能

● セキュリティブラウザ、ログインアプリからのユーザー自身による申請、インストールが可能

● 管理者による一括発行、配布が可能

● 社有端末のみへのインストール制御

● シングルサインオン管理画面上から1クリックで失効処理が可能

● 証明書の発行、失効、インストール状況の確認が可能

お問合せ ログイン認証用クライアント証明書

サテライトオフィス・
クライアント証明書
サテライトオフィス・

クライアント証明書
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クライアント証明書
サテライトオフィス・
シングルサインオン

サテライトオフィス・
シングルサインオン

発行

サテライトオフィス・
シングルサインオン発行

配布
配布

申請

システム管理者

システム管理者

システム管理者による発行 /配布

ユーザーからの申請 /発行 / 配布

システム管理者はサテライトオフィス・シングルサ
インオン管理者画面から、証明書の発行、配布、
失効まで一括管理が可能です。

ユーザーが専用アプリから申請。システム管理者が
申請無いようを確認し、証明書を発行 /配布が可
能です。



クラウド版ワークフロー機能

サテライトオフィス・
ワークフロー

サテライトオフィス・
ワークフロー

各クラウドとシームレスに動く、クラウド環境のワークフローになります。PC・スマートフォンで利用でき、多種多様な高度なワークフロー
が可能（条件分岐、代理承認、他システム連携、捺印、ディスカッション機能など）です！専用チャットボット経由で、ワークフローの各
種通知をチャットで連絡可能。
仮想化機能を内蔵しており、複数のワークフロー運用が可能（日本用、海外用）

Google サイトがバージョンアップ（以前のサイトは終了）する為、今まで同様の使い方をしたいお客様や、弊社アドオン用サイトとして、
サテライトオフィスが独自で開発した社内ポータルサイト機能です。 Google サイトの機能「お知らせ」「ファイルキャビネット」「リスト」
ページも実現しております。

『サテライトオフィス・ワークフロー』とは

機能ダイジェスト

● ワークフロー画面設計 /承認フロー設計機能 ※入力画面 /承認フロー作成ビルダー

● 入力フィールド数も無制限（テキストフィールド、リッチテキストフィールド、 

　 リンク機能、日付フィールド、ラジオボタン、オプションボタン、入力マスター 

　 管理機能、添付ファイル・・）※フィールド毎の閲覧制御 /更新機能 /自動計算機能

● 申請→承認→承認→決裁→閲覧→アーカイブ機能 / 承認 , 決裁 , 否認 , 差戻 , 再申請

● 承認プロセスの条件分岐 / 承認時のコメント追加

● 印鑑捺印（申請、承認、決裁すると自動的に印鑑が捺印されます）

● 全文検索機能　 ● 添付ファイル可能　 ● 重複申請禁止機能

● ワークフローお知らせメール+チャット通知機能

● ディスカッション機能（承認前に電子会議室）

● 一括承認 /代理承認 /代理申請機能 /グループ承認機能 /自動承認機能 /飛越承認機能

● 兼務機能　 ● 催促メール通知機能　● 開封通知機能

● 申請番号 /決済番号 /その他番号の自動採番機能

● 複数ワークフロー間のデータ引継ぎ機能（例：仮払い申請→経費清算）

● 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能） 

● アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）

● 基幹系システム連携機能　・データバックアップ /ダウンロード機能

● ワークフローひな形テンプレート（50個以上）

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

● ワークフローAPI 公開　※Excel やスプレッドシートから呼出可

お問合せ 
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サテライトオフィス・
ポータルサイト

サテライトオフィス アドオン用
社内ポータルサイト機能

https://www.sateraito.jp/Sateraito_Portal/

サテライトオフィス・ポータルサイトとは？

● ポータルトップページ（トップページに多くのダイジェスト情報を表示）

● お知らせページ（掲示板）の作成が可能（ラベル機能付き）

● お知らせページ（掲示板）の新規投稿した場合のメルマガ機能（ブログ的な使い方が可能）

● ファイルキャビネットページの作成が可能

● リストページの作成が可能

● サイトページ内に iFrame 表示が可能（例：社内WEBシステムを表示）

● お知らせ一覧表示ガジェット（複数のお知らせページ /複数サイトにあるお知らせページを一緒に一覧で表示可能）

● キャビネット一覧ガジェット（複数のキャビネットページを一緒に表示可能、リスト一覧）

● 日付 / 時間ガジェット、天気予報 /地震速報 /大雨洪水情報ガジェット

● Google スプレッドシート連携・流れる文字＠ティッカーガジェット

● 汎用HTMLガジェット、地図ガジェット、Youtube 等の動画表示ガジェット、RSSフィードガジェット

● Google スプレッドシート連携・汎用HTMLガジェット（スプレッドシート内文字データをHTML形式で差し込み表示）

● ページ単位で権限設定が可能

● スマートフォンで利用可能（レスポンシブ対応）

● アイコンなどの追加が可能（ポータル利用アイコンを無償提供中）

● ガジェット毎に IP制限が可能

● サテライトオフィス・シングルサインオン連携（Google Workspace /Microsoft365）

● サテライトオフィスのアドオンは全て動きます！

サテライトオフィス・ポータルサイト スマートフォン対応 サテライトオフィス・アドオンも追加可能



サテライトオフィス・
組織&グループカレンダー

組織・グループカレンダー機能 組織アドレス帳・社員検索・社員アドレス帳機能

サテライトオフィス・
組織&グループカレンダー

サテライトオフィス・
組織アドレス帳
サテライトオフィス・
組織アドレス帳

各クラウドサービスとリアルタイムに連動する組織別、グループ別にメンバースケジュールを表示可能なサービスです！
会議室なども同時に表示 /確保が可能です。パソコン＋スマートフォンでご利用可能です！

『サテライトオフィス・組織&グループカレンダー』とは

各クラウドサービスで利用可能な、社員名簿/社員検索や社外メンバー名簿などを管理できる全社共有アドレス帳になります。組織別、
グループ別にメンバー一覧を表示可能でパソコン＋スマートフォンでご利用可能です！組織アドレス帳は、各サイトのアクセス権限設
定時やカレンダー招待時、既存システムからなど、他のクラウドサービスでもご利用が可能です！

『サテライトオフィス・組織アドレス帳』とは

機能ダイジェスト

● 組織階層を反映した組織&グループがツリー階層でのスケジュール一覧表示可能

　※カレンダー参照 /更新権限は、各クラウドに準拠していますので安心

● 週ビュー /日ビュー /月ビュー /時間ビューで見る事が可能

● 非表示組織 ,グループも設定する事が可能

● 組織 / ユーザーの一覧内の表順序変更可能（例：役職順に表示）

● 会議室やリソースを表示させる事も可能

● 複数メンバー /複数会議室のスケジュール空き状況確認が可能

● 複数メンバー＋会議室の予定確保を同時可能　※重複予約をNGにが可能

● カレンダー登録画面にて、企業独自予定作成入力フォームが可能

● 各個人が作成できる共有カレンダーも一覧表示させる事が可能

● 企業外のメンバーのスケジュールも表示させる事が可能

● 個人連絡帳のグループとメンバーの一覧表示が可能

● お気に入りメンバー機能

● お気に入りグループ機能

● 予定に色のついたラベルを付ける事が可能（例：会議→赤 /外出→青 など）

● 重複会議室予約の完全ブロック

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● 来客受付スタッフ向け専用フォーム&ビュー機能

● カレンダー情報のダウンロード機能（表示内容をCSVでダウンロード可能）

● 会議室情報の説明ページを表示（例：会議室の写真などを表示

● 管理者によるビュー設定（24時間表示 /就業時間のみ表示 /FromTo 指定表示） 

● 各クラウドのマルチドメイン /マルチテナント対応可

機能ダイジェスト

● 階層型（ツリー型）の組織&グループのユーザー一覧が表示可能

● メンバー検索が可能です。（会社名、部署名、メールアドレス・・・）

● メンバー一覧&明細の表示項目を管理者が制御が可能

● 組織アドレス帳から複数メンバーのメール (To,CC,Bcc) の作成が可能

● カレンダー作成や各種アクセス権限設定で、組織アドレス帳を利用可能

● 非表示グループを設定する事が可能 

● 組織 &グループ一覧内の表順序を変更可能

● 会議室やリソースを表示させる事も可能

● 企業外のメンバーも表示させる事が可能

● 個人連絡帳のグループとメンバーの一覧表示が可能

● お気に入りメンバーを登録可能（例：いつも見るメンバーをお気に入り登録可能）

● CSVアップロード機能 /CSVダウンロード機能 

● 外部情報の共有アドレス帳機能（店舗一覧、取引先一覧などのアドレス帳管理）

● メンバーの写真管理機能（ユーザー写真の一覧表示が可能）

● ユーザー側で情報の登録が可能 （内線や電話番号、FAX番号は各自で登録・・）

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● 基幹系システム連携EDI ツール

● 組織アドレス帳自体を、社内システムや他のWEBシステムで利用可能

 　( 簡単な JavaSctipt を埋込む）

● スマートフォン＆タブレット専用ビュー

● 各クラウドのマルチドメイン /マルチテナント対応可

お問合せ お問合せ 
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サテライトオフィス・
Myポータルガジェット

カスタマイズ・ガジェット機能 クラウド版ドキュメント管理機能 (ワークフロー付 )

サテライトオフィス・
Myポータルガジェット

サテライトオフィス・
ドキュメント管理
サテライトオフィス・
ドキュメント管理

各クラウドサービスのポータル作成時に利用可能な、各便利パーツ（ガジェット）になります！
ポータル構築メンバーの方が、好きな場所に好きなサイズでご利用可能です！

『サテライトオフィス・Myポータルガジェット』とは

各クラウドサービスとシームレスに動く、クラウド環境のワークフロー付きドキュメント管理 /文書管理機能になります。
高度な文書管理から簡単な文書管理が可能。ノーツから乗換なども可能です。

『サテライトオフィス・ドキュメント管理』とは

機能ダイジェスト

● Google サイト /SharePoint Online / LINE WORKS ホーム / Workplace  by Facebook 

 　タイムラインなどに追加可能

● 時計ガジェット /  天気予防ガジェット / 地震速報ガジェット

● 自分へのお知らせ掲示板の一覧表示ガジェット

● メール一覧ガジェット（受信トレイ、未読メール、スター付メール、各ラベル）

● 自分のカレンダー表示ガジェット

● 自分のカレンダーとGoogle マップ表示ガジェット

● ファイルキャビネット一覧ガジェット

● サイト一覧ガジェット

● ドライブ＆ファイル一覧ガジェット

● 社員一覧 /社員名簿ガジェット

● 流れる文字（ティッカー）ガジェット

● 組織カレンダー、組織アドレス帳を埋め込みガジェット

● iframe ガジェット（社内のWEBシステムなどを表示可能）

※各クラウドにより、利用できるパーツは違いますので、詳細はお問合わせください。

機能ダイジェスト

● 入力フォーム機能（テキスト、リッチテキスト、リンク、日付、ラジオボタン、 　オプションボタン、入力マスター管理、添付ファイル）

　 ※項目数無制限可  　※写真＆Excel などの添付ファイルをドラックで添付

　 ※採番機能あり 　※フィールド毎の閲覧 /編集権限機能　※入力チェック機能あり　

● 入力フォーム作成 /承認ルート作成ビルダー

● カテゴリ＆ラベル一覧ビュー表示 /フォルダー表示機能

● 文書ラベル機能（複数のラベルを貼れる）　● 文書間ショートカットリンク機能

● 未読 / 既読管理機能　● 入力候補マスター管理機能

● お気に入り&スター機能 / いいね！機能 / What‘sNewマーク機能

● 承認グループ情報の管理

● アクセス権限管理（フォルダー毎、ラベル毎にアクセス権限可能）

● アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）

● 全文検索機能　 ● 公開日 (FromTo) 管理機能

● ワークフロー機能 　● 文書バージョン管理機能 ● 捺印機能も可能　● 自動翻訳機能

● 添付ファイルのプレビュー機能

● 社内掲示板 /回覧板機能　● アンケート機能　● 作業指示機能

● IPアドレスによる利用制限 / 添付ファイルの拡張子制限

● 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能） 

● アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）

● 基幹系システム連携機能　● データバックアップ /ダウンロード機能

● 入力フォームひな形テンプレート（50個以上）

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

● API 公開　※Excel やスプレッドシートから呼出可

お問合せ お問合せ 
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サテライトオフィス・
掲示板 /回覧板

クラウド版掲示板 /回覧板機能 行先予定 /在席確認 /伝言メモ /共有 TODO機能

サテライトオフィス・
掲示板 /回覧板

サテライトオフィス・
行先予定 /在席確認 /伝言メモ /共有 TODO

サテライトオフィス・
行先予定 /在席確認 /伝言メモ /共有 TODO

各クラウドサービスとシームレスに動く、クラウド環境の掲示板 /回覧板になります。非常に簡単にスタート可能です。
未読 /既読管理機能や企業オリジナルな入力フォーム設計、コメント機能など可能です！

『サテライトオフィス・掲示板 /回覧板』とは

各クラウドサービスとシームレスに動く、クラウド環境の行先予定 /在席確認 /伝言メモ /共有 TODO機能になります。
簡単な操作で、行先予定の登録 /確認、在席状況の登録 /確認、伝言メモ送信 /確認、TODOを他のメンバーと共有が可能

『サテライトオフィス・行先予定 /在席確認 /伝言メモ /共有 TODO』とは

機能ダイジェスト

● 入力フォーム機能（テキスト、リッチテキスト、リンク、日付、ラジオボタン、 オプションボタン、入力マスター管理、添付ファイル）

　 ※項目数無制限可  　※写真＆Excel などの添付ファイルをドラックで添付

　 ※採番機能あり 　　 ※フィールド毎の閲覧 /編集権限機能　※入力チェック機能あり　

● 入力フォーム作成ビルダー機能

● 一覧表示機能（一覧項目のカスタマイズが可能

● 投稿文書毎に公開範囲&アクセス権限設定が可能（閲覧、編集、削除権限）

● ドラック＆ドロップによるファイル添付機能

● 文書間ショートカットリンク機能

● 投稿の下書き機能 /(New) 自動保存機能

● お気に入り機能（スター機能）/ What'sNewマーク機能 / いいね！機能

● 未読 / 既読管理機能 ※自分が見てない文書を確認 ※投稿者は未読ユーザーに催促

● 未読文書の一覧表示時の色分け機能

● 回覧板機能コメント機能　● 文書ツリー型コメント機能

● 公開日 /公開終了日管理機能（公開日と終了日を指定することが可能）

● 全文検索機能（全文の文字検索が可能）　● 文書リアルタイム翻訳機能

● 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）

● アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）

● 基幹系システム連携機能　● データバックアップ /ダウンロード機能

● 入力フォームひな形テンプレート（50個以上）

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

● API 公開　※Excel やスプレッドシートから呼出可

機能ダイジェスト

● 行先予定を登録し、他のメンバーが確認可能

● 在席確認を登録し、他のメンバーが確認可能

● 不在時に伝言メモを残す事が可能（伝言メモはテンプレート作成が可能）

● 複数メンバーでの共有 TODOが管理機能

● よく参照するメンバーをお気に入り登録し、一覧表示が可能

● 伝言メモを登録時に、メールやチャットでお伝えが可能

● 伝言メモのステータス管理が可能（全員でステータス確認可）

● TODOの進捗を登録でき、複数メンバーで共有が可能

● マルチ言語対応

● マルチドメイン /マルチテナント対応（複数のドメインでも利用可）

● 各クラウドカレンダー連携

お問合せ お問合せ 
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『サテライトオフィス・勤怠管理 /タイムカード 』とは、各クラウドサービスとシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。
①営業管理：SFA機能（企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理）②アウトバウンド（テレマーケティング）機能
③インバウンド（お問い合わせ）機能　④名刺管理機能、顧客名簿機能　⑤年賀状&お歳暮送付管理機能　⑥セミナー申込管理
他の難しいCRMシステムと違い、シンプルかつ高機能で柔軟性に飛んだ安価なCRM機能です。他で諦めたお客様ご連絡ください！

サテライトオフィス・
勤怠管理 ⁄ タイムカード

勤怠管理 ⁄ タイムカード機能 (フェリカ連携 /GPS連携 /シフト管理 ) クラウドCRM&SFA機能（顧客管理、営業管理）

サテライトオフィス・
勤怠管理 ⁄ タイムカード

サテライトオフィス・
クラウドCRM機能
サテライトオフィス・

クラウドCRM機能

各クラウドサービスとシームレスに動く、クラウド環境の勤怠管理 /タイムカード機能になります。
WEBでの打刻、Windows 画面での打刻、フェリカカードでの打刻、スマートフォン (GPS付）打刻などが可能です。
休暇申請のワークフロー機能、36協定対策、アルバイトのシフト管理なども可能です。

『サテライトオフィス・勤怠管理 ⁄ タイムカード』とは 『サテライトオフィス・クラウドCRM機能』とは

機能ダイジェスト

● 『出社・退社・外出・帰社』のボタンクリックで、時間の打刻が可能

 　①ブラウザ内のポータル画面ので出社 /退社ボタンで打刻

 　②Windows 画面打刻

 　③フェリカカード打刻

 　④スマートフォン (GPS取得 )での打刻

 　⑤Windows/Mac の起動時、シャットダウン時に自動打刻可能

● 自分 / 部下の勤怠データの参照＆編集が可能（閲覧、編集権限機能）

● 打刻時の IPアドレス、MACアドレス、GPS情報を保存

● 管理者は、全メンバーの勤怠データを参照可能！CSVによるエクスポートが可能

● 休暇申請＆残業申請などの上司の承認ワークフロー機能

● 申請時に添付ファイルを添付可能

● 勤務時間の承認（日付毎に承認、月まとめて承認）が可能

● 36協定対策機能

● 勤怠管理情報の印刷フォーム機能（カスタマイズ可能）

● シフト管理機能

● 基幹系システム連携機能

● データバックアップ /ダウンロード機能

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

● API 公開　※Excel やスプレッドシートから呼出可

機能ダイジェスト

● 利用局面：
 　①営業管理：SFA機能（企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理）
 　②アウトバウンド（テレマーケティング）機能  ③インバウンド（お問い合わせ）機能
 　④名刺管理機能、顧客名簿機能　⑤年賀状&お歳暮送付管理機能
 　⑥セミナー申込管理

● 企業管理マスター /顧客（担当者）管理マスター /案件 &商談管理マスター /

 　アクション管理 (電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、

 　キャンペーンご案内、アンケート回答、個人メモ管理が可能）

　※マスター項目数は無制限、カスタマイズ容易、作成ビルダーあり

● 一覧ビュー（複数ビュー作成可能、個人別に作成も可能）※Google マップ表示可

● 全文検索機能（全文の文字検索が可能）　

● サジェスト機能 / 選択項目マスター機能 / オート入力機能

● 閲覧権限、新規作成権限、編集権限、削除権限、印刷権限、ビュー表示権限

● 文書ショートカットリンク　● 文書下書き /自動保存機能

● ドラック＆ドロップでのファイル添付　● 添付ファイルのプレビュー機能

● お気に入り /フォロー機能 /What’sNew機能 / いいね機能 /変更通知メール機能

● 未読 / 既読管理（色分け機能）　● コメント機能　● ディスカッション機能　

● 外部から入力フォーム機能（例：セミナー申込み時など）

● 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）

● アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）

● 基幹系システム連携機能　● データバックアップ /ダウンロード機能

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

● API 公開　※Excel やスプレッドシートから呼出可

お問合せ お問合せ 
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各クラウドとシームレスに動く、クラウド環境の安否確認のシステムになります。安否確認システムは、社員メンバーの方、アルバイトや
家族の方のユーザー情報を事前登録して頂き、緊急災害時にメールやWEB から安否確認を登録する事で、会社全体の安否確認を簡単 &
スピーディーに把握する事が可能になります。GPS情報も取得可能です！

クラウド版・安否確認機能

サテライトオフィス・
安否確認

サテライトオフィス・
安否確認

『サテライトオフィス・安否確認』とは

● ユーザーによるメンバー登録／ 管理者の方によるメンバー一括登録

● クラウド未利用メンバ－も利用可です。

● ユーザ登録項目の設定機能 （企業別に、項目のカスタマイズが可能）

● 安否確認の登録フォームカスタマイズ機能／テンプレートもご用意

● 災害発生時、安否確認メールの自動送信／手動送信／CSV指定配信

● 安否確認機能登録機能（パソコン／スマートフォン／ガラ携帯から登録）

● グループ機能（店舗 /支店別、拠点別などにグループ化、複数グループに所属可）

● 写真管理機能（事前に個人の写真を登録し、災害時に役立てる事が可能）

● 予行練習機能（災害時の予行練習の為、予行練習用のメール配信＋安否登録可）

● インフルエンザ対策（災害時以外にもインフルエンザ対策機能）

● 安否状況の一覧表示（グループ別にユーザーの安否一覧が可能）

● 安否登録時のGPS情報の取得機能（Google マップで、居場所の確認が可能）

● 安否状況の履歴管理（複数回の安否確認を実施する場合、ユーザー別に履歴管理）

● 安否状況のCSV出力が可能／未回答ユーザーのCSVダウンロード

● 安否登録時、家族 /同僚 / 上司に同時連絡機能 

● 現地の写真アップロード機能

● 現場担当に管理権限の委任機能（各グループ管理者に権限を委任可能）

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

● チャットボット連携：各種通知がチャットで連絡がいきます！

お問合せ 

データベース型業務アプリケーションを簡単に作成でき、各クラウドと連携して動くサービスです！企業内で発生する多種多様なデータ
ベースの作成が可能（入力フォーム、アクセス権限、全文検索、承認ワークフロー機能、未読／既読管理等）です。各クラウドのポータ
ル内で動かす事もできます、また、全画面版で動作も可能

データベース型業務アプリケーション作成機能

サテライトオフィス・
業務データベース
サテライトオフィス・
業務データベース

機能ダイジェスト 機能ダイジェスト

● 簡単データベース作成機能（複数テーブル＝データベース、入力フォーム、一覧 ビュー、

 　ワークフロー、添付ファイル保存、各種アクセス権限、操作ログ）

● GUI による入力フォーム作成機能、GUI によるワークフロー作成機能

● 入力データチェック機能、入力フィールドの自動参照機能

● フィールド単位の権限（閲覧／編集／表示／自動計算／別DBフィールド参・・）

● フォーム内に関連データベース一覧表示機能（例：顧客DB内に、受注DB表示）

● コピー新規機能、お気に入り、フォロー機能、 What’sNew機能 / いいね機能 /

 　変更通知メール機能 /文書ショートカットリンク /文書下書き /自動保存機能

● 一覧ビュー（複数ビュー作成可能、個人別に作成も可能）※Google マップ表示可

● 全文検索機能 /検索サジェスト機能 / 選択項目マスター機能 / オート入力機能

● 未読 / 既読管理（色分け機能）　● コメント機能　● ディスカッション ,QA機能　

● ドラック＆ドロップでのファイル添付　● 添付ファイルのプレビュー機能

● 閲覧権限、新規作成権限、編集権限、削除権限、印刷権限、ビュー表示権限

● 入力候補マスター管理機能（選択項目管理）　● データ変更時前回データとの比較

● 承認ワークフロー機能（申請／承認／回覧／否決／決裁／捺印／条件分岐 ....)

● 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）

● 外部から入力フォーム機能（例：セミナー申込み時など）

● ユーザー作業ログ／管理者のオペレーションログ機能収集

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

● API 公開／ 名刺システム連携／Google マップ連携／ビックデータ連携 /チャットボット連携／

 　基幹系システム連携機能／ データバックアップ／ ダウンロード機能

● ロータスノーツからの移行可能／Excel からのデータベース自動作成

『サテライトオフィス・業務データベース』とは

お問合せ 
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多店舗管理機能 (本社→店舗への情報伝達ツール） クラウド版Eラーニング機能 (ワークフロー付 )

各クラウドサービスとシームレスに動く、本社 / 本部から各店舗への情報管理＆指示ツールになります。 多店舗経営のお客様から要望の
多い「店舗へのお知らせの作成 /承認と通知」「アンケートの作成 /回答の集計」「作業指示と進捗管理」が可能です。
（チャットボットにも対応！各種連絡がチャットで届き、スマフォでも処理可能です！）

機能ダイジェスト

各クラウドとシームレスに動く、クラウド環境のEラーニング機能（ワークフロー付）になります。
多様な学習コンテンツの作成＋ユーザーのコンテンツ既読 /未読 /学習完了 /未完了、確認テストの合格 /不合格の進捗管理が可能です！
学習コンテンツの作成時、ワークフローで社内承認を取ることも可能です！

機能ダイジェスト

お問合せ お問合せ 

サテライトオフィス・
多店舗管理機能
サテライトオフィス・
多店舗管理機能

サテライトオフィス・
Eラーニング

サテライトオフィス・
Eラーニング

『サテライトオフィス・多店舗管理機能』とは 『サテライトオフィス・Eラーニング』とは

● 『サテライトオフィス・ドキュメント管理』の拡張機能になる為、詳細の機能は、　

 　ドキュメント管理の機能一覧ごご覧ください！

● 本社→店舗へのお知らせ＆掲示板データの作成（投稿フォームの作成ビルダー可） 

● 承認ワークフロー機能：お知らせ掲示板データ公開時にワークフロー利用

● お知らせ掲示板データの、ラベル機能（＝カテゴリー機能）

● 投稿データの公開期間設定（From～ Toを指定：時間まで指定可能） 

● 本社→店舗へのアンケートの実施／回答の集計機能（添付ファイル付き回答可能）

● 本社→店舗への作業指示（TODO）と進捗の管理機能

● 店舗側：お知らせ一覧表示機能（未読 /既読管理、お気に入り管理）

● 店舗側：回答必要アンケート一覧

● 店舗側：本部からの作業指示一覧機能、店舗内の作業指示（TODO）管理も可能

● 店舗側：一覧のピン留め機能（一覧の一番上に表示する機能）

● 本部側：お知らせ＆掲示板の既読率 /既読店舗一覧

● 本部側：アンケート＆作業指示の進捗率一覧

● 店舗別の集計データダウンロード機能　● エリアマネージャー向け一覧表示機能

● 緊急お知らせポップアップ機能／画面を開いた時に未処理のお知らせ通知機能

● 回答期限の迫ったお知らせ一覧表示機能

● 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）

● ユーザー作業ログ／管理者のオペレーションログ機能収集

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

● API 公開／ 名刺システム連携／Google マップ連携／ビックデータ連携 /チャットボット連携／

 　基幹系システム連携機能／ データバックアップ／ ダウンロード機能

● 『サテライトオフィス・ドキュメント管理』の拡張機能になる為、　

 　詳細の機能は、ドキュメント管理の機能一覧ごご覧ください！

● 各クラウドサービスのポータルで利用が可能（Eラーニングガジェット提供）

● 多様な学習コンテツの作成が可能

 　（テキストフィールド、リッチテキストフィールド、リンク機能、日付フィールド、

 　ラジオボタン、オプションボタン、入力マスター管理機能、添付ファイル）

● 確認テストの実施が可能（テストコンテンツの作成 /自動採点）

● 学習コンテンツはリッチテキスト文書で作成または、クラウドドキュメントでも可

● コンテンツ既読 /未読、テスト合格 /不合格、コンテンツ学習完了 /

 　未完了を一覧表示可能！

 　（未読 /不合格 /未完了者のアドレス一覧を取得して通知連絡可）

● コンテンツのカテゴリー分けが可能（ツリー表示）

● コンテンツの詳細検索機能 /全文検索

● ユーザは自分の学習コンテンツを一覧で表示可能

 　（既読 /完了 / 合格）を表示可能

● コンテンツ作成し、公開する際の社内承認ワークフローが可能

● 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）

● ユーザー作業ログ／管理者のオペレーションログ機能収集

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）
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各クラウドサービスとシームレスに動く、クラウド環境のアンケート&フォーム機能になります。
①アンケート&フォーム作成機能②アンケート回答データは、収集機能（例：Googleスプレッドシート、Googleサイト、Googleカレンダー
に保存）③登録後のサンキューメールも送信する事が可能です！⑤添付ファイルも処理可能、⑥登録後の内容変更＋削除機能 なども実現可
能です！

フォーム機能 /アンケート機能の拡張版

サテライトオフィス・
拡張フォーム /アンケート

サテライトオフィス・
拡張フォーム /アンケート

『サテライトオフィス・拡張フォーム /アンケート』とは

機能ダイジェスト

お問合せ 

● 社内向け（社内クローズ）アンケート /社外公開（一般公開）アンケート可能

● 登録後のデータは、クラウド側に自動保存

 　（例：Googleスプレッドシート /Google サイトお知らせページ /Google サイトリストページ / 

 　Google カレンダーに自動保存） 

● 登録後にサンキューメールを送る事が可能（添付ファイル可、HTMLメール可）

● 入力フォーム機能（テキストフィールド、リッチテキストフィールド、リンク機能、 日付フィールド、

 　ラジオボタン、オプションボタン、添付ファイル）

● リッチテキストフィールド機能（画像、太い文字、文字サイズ、色など可能）

● フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能（GUIでレイアウト作成が可能）

● 自分登録データの一覧表示&全文検索機能

● 添付ファイル機能→1ファイル200MBまで、複数可

● 投稿の下書き機能 / 自動保存機能 /お気に入り機能 / What'sNew機能 / 

 　いいね！機能 /コメント機能

● 自分登録データの編集 /削除が可能

● 未読 / 既読管理機能

● アンケートの公開日 /公開終了日管理機能

● 投稿者権限管理機能機能

● 全文検索機能（全文の文字検索が可能） 

● 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）

● 外部から入力フォーム機能（例：セミナー申込み時など）

● 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、ヨーロッパ言語、東南アジア・・）

● アプリケーション仮想化機能（例：日本向け、海外向け、アルバイト向け・・）

機能ダイジェスト

● 各クラウドサービスのチャット上で利用可能なタスク管理機能

● 現在は、ブラウザ版のチャット機能で利用が可能です。

　 （LINE WORKS スマホアプリは、タスク機能専用画面で利用して頂くイメージ）

● チャットタイムライン上で、タスク登録が可能 / 登録後の進捗管理も表示可能

● タスクの進捗管理が可能！

● 添付ファイル / リッチテキストでの登録

● コメント / 追加情報登録機能

● メール通知機能

● チャットボットによる通知機能

　 （新規登録時、変更時、進捗率変更時、削除時、期限 XX日前）

● G Suite カレンダー /Office365カレンダーと連携が可能

 　（タスクの日付で、G Suite /Office365 カレンダーに表示）

● スマートフォン専用ビュー

● ( 開発中 )データのGoogle スプレッドシート リアルタイム同期機能

　 （利用例：外部公開、社内簡易公開、データ分析）

● ( 開発中 )複数会社間共有機能（複数の会社でデータ連携が可能です）

 　※企業間連携または外部連携とも呼びます！

● ( 開発中 )LINE WORKS にも、G Suite/Office365/ 通常WEB/

 　他のサービス からもタスク登録を可能

● ( 開発中 )プロジェクト管理機能

　 （プロジェクト毎、フェーズ毎のプロジェクト管理）

● ( 開発中 )ガントチャート機能

チャット内でタスク管理が可能

各クラウドサービスのチャット上でできるタスク管理、TODO 管理機能です！チャットのタイムラインでは、会話内に依頼事項も含まれ
ると思いますが、チャット内の文字を元に、タスク管理＆進捗管理が可能です。現在は、パソコンのブラウザ版チャット機能で利用が可
能です。管理されたタスク /TODOは、メールやチャットボットなどでも進捗通知が可能です。

お問合せ 

サテライトオフィス・
タスク管理機能
サテライトオフィス・
タスク管理機能

『サテライトオフィス・タスク管理機能』とは
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サテライトオフィス・
セキュリティーブラウザ

セキュアブラウザ機能

サテライトオフィス・
セキュリティーブラウザ

各クラウドサービス利用時の専用セキュアブラウザ機能になります。
『サテライトオフィス・シングルサインオン』と連携して動作しますので、事前にインストールお願いします。
※iOS,Android,Windows,Macで利用可能　

『サテライトオフィス・セキュリティーブラウザ』とは

機能ダイジェスト

お問合せ 

● Windows、Mac、Android、iOSで利用可能 

● セキュリティーポリシーを個人単位・組織単位に制御可能 

● 各クラウドサービスのアカウントでログインして利用が可能

● 各クラウドを、一般ブラウザで利用不可、このブラウザのみ利用可能にできます

● 利用端末 ID制限 (MACアドレスで制限 /携帯 IDで利用制限）

● IPアドレスでの利用制限（社内 /社外制限）

● ダウンロード禁止（添付ファイルの閲覧はOK）

● 文字のコピー&ペーストの禁止／クリップボードの自動破棄

● ブラウザ終了時にキャッシュクリアー& Cookie クリア

● URLフィルター（例：Yotube 禁止、社内システムは可）

● 印刷禁止（クラウドプリントの禁止）

● 自動ログイン許可 /禁止　　　 ● 自動ログアウト／ロックアウト機能 

● アドレスバー表示の ON/OFF　● 共有ブックマーク／個人ブックマーク

● アクセスログ取得（ユーザーがどのURLを利用したかのログ取得）

● アプリ利用時のロックコードでのログイン機能

● サテライトオフィス・シングルサインオン連携によるログイン制御

 　→パスワード強化、IP制限、端末毎制限、キャリア制限、ブラウザ制限

 　　組織単位、ユーザー単位に設定、他システムとのシングルサインオン

 　　ログイン後指定URLへのジャンプ

● 2要素認証

● 画面キャプチャーソフト起動禁止機能／ウィルス対策ソフト稼働確認機能

● 代行入力によるログイン機能

各クラウドサービスとシームレスに動く、クラウド環境の大容量ファイル送信システムになります。
メールで送れない大容量のファイルを送る機能を、本アドオンで実現が可能です！ファイルデータは、各クラウドサービス上に保存します。
最大5GBまでのファイルをアップロードし、ダウンロード用のURLをメールにて送信します。パスワードを別メールにて送る、ダウンロー
ド期限を設定する、開封・ダウンロード時に送信者に通知をおこなう等の細かな設定をおこなう事が可能です。またアップロード／送信
／開封／ダウンロード時に IPアドレス付きでログが記録されます。

クラウド版 大容量ファイル転送機能

サテライトオフィス・
大容量ファイル転送
サテライトオフィス・

大容量ファイル転送

『サテライトオフィス・大容量ファイル転送』とは

機能ダイジェスト

お問合せ 

● 大容量のファイル受け渡し機能

 　（各クラウドサービス上に保存：ダウンロード用URLをメールにて通知）

● ドラック&ドロップによるファイルアップロード機能

● 1ファイル5GBまで

● フォルダ管理 /フォルダ毎のファイル受け渡し機能

 　（閲覧、新規、削除、ダウンロード権限）

● ファイル数は無制限 （一定数量以上は別途有償オプション）

● 受け渡しのためのメール通知機能（複数の宛先、コメント追加も可）

● 通知メールの開封、ファイルのダウンロード時に送信者へ通知

● ダウンロード用URLにパスワードを自動設定、別メールにて通知

 　（別メールの送信タイミングも設定により変更可）

● 利用ログの取得機能（アップロード、送信、開封、ダウンロード）

 　※利用ユーザーの IPアドレス情報も取得

● 送信フィアル自体のバックアップ機能（別途有償オプション）

● 管理者による一般利用ユーザーの送信時設定を制限可

● 送信・ダウンロード可能 /禁止なドメインを設定可能

● 送信・ダウンロード可能 /禁止な IPアドレスを制限可能

● 送信可能 /送信禁止なファイルを拡張子で設定可能

● 送信後一定期間ダウンロードがない場合、自動的にリマインダーメールを送信
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サテライトオフィス・
地図データベース

地図データベース機能

サテライトオフィス・
地図データベース

各クラウドとシームレスに動く、クラウド環境の地図を利用したデータベース機能になります。地図データベースシステムは、CSVをアッ
プロードする事で簡単に実現できる地図連動データベースです！地図上にデータをプロットする事で、地図上で各種一覧管理＆データベー
ス（顧客一覧、取引一覧、店舗一覧・・・）が可能です。また、場所毎に、各種情報管理やドキュメント管理＆写真管理が可能です！

『サテライトオフィス・地図データベース』とは

機能ダイジェスト

● 地図データベース機能：住所付きのCSVをアップロードして頂く事で、

　 地図上に各種一覧のデーベースを構築可能

　 （※データアップロード件数は無制限、フィールド数も無制限

● データフォーマット（表示レイアウト）も、自由に設計が可能

● データ一覧、データ検索、ソート機能、データ明細表示

● 検索→地図上でデータ表示、または、地図から範囲選択して一覧表示

● 自分の居場所を地図上で表示

● Google ストリートビュー表示

● データプロット毎のプロット（マーク）色の変更が可能

● データプロット毎のコメント機能、添付ファイル保存機能、 写真保存、

　 Excel/Word/PPT 保存、PDF保存機能

● 添付ファイルのプレビュー機能

● お気に入り機能／いいね！機能

● Myルート機能

● ルート最適化リコメンド機能（最適化ルートをリコメンド可能）

● Google マップ表示方法の変更（通常地図、航空写真）

● Google 提供レイヤー（交通機関、渋滞情報、自転車、ストリートビュー）

● Google Place 情報表示機能（店舗、カフェ、ATM、ガソリンスタンド、病院 ..）

● 管理者機能：CSVデータインポート、住所から緯度経度自動変換機能

● ゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」交通費精算API 連携（別途有償）

お問合せ 
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機能ダイジェスト

＜管理者の設定により、メール誤送信防止＞

● To,Cc,Bccでドメイン外=社外（複数指定可：マルチドメインOK）の

 　アドレスが入っていると警告またはエラーを出す機能

　 →警告メッセージをカスタマイズ可能になりました！

　 →社外メールアドレスを表示警告してから送信可能です。（禁止にできます）

● To や Ccに 20件以上（←件数を指定可）の社内＋社外メールアドレスが

 　入っていると警告またはエラーさせる事が可能

　 →警告メッセージをカスタマイズ可能になりました！

● Bccに特定のメールアドレス（複数可）を必ず入れて送信させる機能

● メール本文に特定のキーワードが入っていたら警告またはエラーとさせる事が可能！

● メール送信時に、社外メンバーが含まれる場合は、大きく注意メッセージ表示可能！

● 多言語対応（英語 /中国語 /韓国語 /ドイツ語 /ポルトガル語 /ヒンドゥー語 /

 　タイ語 /アラビア語 / イタリア語 /フランス語 /ロシア語）

＜管理者の設定により、標的型攻撃メール対策が可能＞

● 管理者が、全メンバーの標的型攻撃メール対策に関するルールの設定が可能

● 社員ユーザーの方がメールを見る際に、警告を出すことが可能

● Google が迷惑メールと判断した場合に、明示的にメッセージを出すことが可能

● 本文中のURLをクリックした場合に警告を出す事が可能

● 添付ファイルをクリックした場合に警告を出す事が可能

Google Workspaceで①メールやSNS送信する際に、管理者ポリシーの上、メール内容やSNSの利用範囲をチェックし、送信前にチェッ
クする機能です。また、@gmail.com の利用を禁止できます。（例：社外メールの場合は、警告を出す！メール Toに数十件あった場合は、
警告を出す！メール本文の文字をチェックし、メール送信をさせない！ Google+ は利用させたくないがハングアウトは利用させたい！
Google＋も安全に利用させたい！@gmail.com でログインさせない！など）クライアント側のブラウザでチェックします。標的型攻撃メー
ル対策機能とは、管理者がルールを設定する事で、各ユーザーがメールを開いた際に警告を表示する事が可能です。また、不用意にリン
ククリックや添付ファイルを開く事を防ぐことが可能です！エンドユーザーからは、怪しいメール情報を管理者に報告し、管理者が対策を
打つことが可能です！

メール誤送信防止 /標的型攻撃メール対策機能

サテライトオフィス・
メール誤送信防止 /

標的型攻撃メール対策機能

サテライトオフィス・
メール誤送信防止 /

標的型攻撃メール対策機能

『サテライトオフィス・メール誤送信防止 /標的型攻撃メール対策機能』とは

お問合せ 



メールを専用サーバでアーカイブ (無制限、無期限 )

サテライトオフィス・
メールアーカイブ
サテライトオフィス・
メールアーカイブ

Arcserve 社のメールアーカイブ機能を、
Google Workspace / Microsoft 365 企業様向けに、
①企業様専用サーバーで、社外 /社内全てのメールを保存（アーカイブ）する機能です。
②容量無制限＋無期限に保存可能です。
③退職ユーザー様のデータも保存可能（費用かからず）
④保存メールの検索も非常に高速に処理、
⑤また、多言語による高速検索、監査のためのモニタリング機能や、
　訴訟ホールドなど、企業を守るためのソリューションがございます！
⑥複数ドメイン＆複数テナント /Google Workspace＆Microsoft 365 の
　混在環境 もご利用可能！

『サテライトオフィス・メールアーカイブ』

●サテライトオフィス・メールアーカイブ for Arcserve

クオリティア社のメールアーカイブサービスで、Google Workspace / Microsoft 365 のメールをアーカイブ管理するソリューション
になります。日本のデータセンターで管理され、日本語による全文検索&リアルタイム検索、メール配送情報の監視が可能です。

●サテライトオフィス・メールアーカイブ for Active Vault SS

●サテライトオフィス・メールフィルター for Active Gate SS

お問合せ 

Arcserve Active Vault SS

Google Workspace /Microsoft 365 連携 &日本語検索
Google Workspace for Business のメールを日本のデータセンターで
アーカイブ管理し、日本語検索が可能です。

リアルタイムアーカイブ&検索
メールデータをリアルタイムにアーカイブし、検索する事が可能です。

メール配送情報の監視
メールの配送情報の確認&監視（トレーサビリティ）が可能です。
ビジネス向け機能を備えたオンラインストレージサービス

添付ファイルの暗号化、メール送信時の上司承認、送信文字チェック機能など
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サテライト・クラウド
電話/FAXシステム

在宅
勤務

店舗
工場
支店

オフィス 出張先

固定電話
スマートフォン
パソコン

社　内
電話化
FAX化

▼

スマートフォン
パソコン

社　内
電話化
FAX化

▼

固定電話
スマートフォン
パソコン

社　内
電話化
FAX化

▼

スマートフォン
パソコン

社　内
電話化
FAX化

▼

各クラウドサービスのクラウド上の電話システム（仮想PBXシステム）＋クラウドFAXシステムです。
通常の電話内線 /外線機能や FAX送信 / 受信機能を、クラウドでご提供します！
① 既存の電話番号はそのまま利用可能！全国全てOK！ ( 新設もOK!）
② 1 内線単価200円程度！ 
③ 固定電話機の1台1.5万円～2.5万円程度(買取)。レンタルは月額1200円程度！固定電話機をLANにつなげるだけで社内電話として利用
④ スマートフォンに無償アプリをインストールし内線・外線として利用可能！音質はGOODです！
⑤ 固定電話機、スマートフォンは、社内&社外&店舗限らず、全国どこでも利用可能！＋海外でも・出張先でも利用可能！
⑥ 内線通話料は無料！外線電話は、ひかり電話の料金がかかります！（安い）
⑦ FAX 機能も追加費用なしでご利用頂けます !（送信はパソコンからドラックドロップ、受信はPDFでメール受信）

クラウド上の電話& FAXシステム

サテライトオフィス・
クラウド電話 /クラウド FAX

サテライトオフィス・
クラウド電話 /クラウド FAX

『サテライトオフィス・クラウド電話 /クラウドFAX』とは

クラウド上の電話（PBX）システムです！ スマートフォンも内線電話として利用！ FAXの送信・受信も可能！

電話機は社内 LAN につなぐだけ！！固定電話機も買
取 1 台 1.5 万円～程度！レンタルの場合は月額
1200 円！外出時、出張時、海外利用の電話代も
内線扱い！内線同士は無料・外線への電話も03な
ど通常の社内電話からの発信！

スマートフォン利用は、無償アプリをインストー
ルで利用開始！スマートフォンも内線電話として
利用可能！内線同士は無料・
外線への電話も 03 など通常の社内電話から
の発信となり通話料のコスト削減が可能！

FAX の送信は、パソコンからPDFな
どをドラック&ドロップ！受信はFAXデー
タが PDF に変換されメールで送られて
きます！

お問合せ 



● Google Workspace ⁄ Microsoft 365 ⁄ LINE WORKS（各カレンダー）
　 と連携可能　

● Google Workspace ⁄ Microsoft 365 ⁄ LINE WORKS（カレンダー）
　 連携なしでも利用可能です！

● 会議室利用状況ステータス管理（一覧表示、明細表示）

● 入室 ⁄ 退室管理機能（会議室利用予約、延長）

● スマートフォン、大型テレビで表示可能です！（表示デザインも変更可）

● 遠隔（受付スタッフ ⇔ 会議室）にメッセージ&音声連絡が可能　

● 会議が終わる10分前（時間変更可能） ⁄ 終了時 に音声通知が可能

● 会議室利用ログ（CSVで取得）

● チャットボット連携機能
　 （チャットで、入室 ⁄ 退室 ⁄ 予約 ⁄ 状況確認 ⁄ 状況変化時の通知機能）
　→Google Workspace(GoogleChat) ⁄ Microsoft 365(Teams) ⁄ 
　   LINE WORKS/Slack 上で動作可能

● ロボット連携（例：会議室でロボットがお話します！
　 例：お茶を運びますので、お待ちください！）→ロボットブラウザ連携

● デスクトップ通知
　 （Windows などの右下にリアルタイム通知ポップアップがでます）

● 人感センサー連携（別途有償オプション）

● 喫煙所、待合室などのエリアの混雑状況監視機能
　 （別途ラズパイ＋カメラのセットが必要です）

https://www.sateraito.jp/conferenceroom_management/

機能一覧

『サテライトオフィス・会議室管理 ⁄ 在席管理 ⁄ エリア監視 for クラウド』とは

サテライトオフィス・
会議室管理 ⁄ 在席管理 ⁄ 
エリア監視 
for クラウド

会議室利用状況ステータス管理
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社内の様々な問い合わせに対してチャットボットが自動的に回答してくれるサービスです。ナレッジを登録していくことで担当者の問い合
わせ対応のコストを減らし、社内業務全体の円滑化を実現します。30 日間お試しでご利用頂けますが、継続してご利用頂く場合は有料
となります。

ビジネス版 LINEと連携したQ&Aチャットボット機能

サテライトオフィス・
Q&Aチャットボット
for LINE WORKS

サテライトオフィス・
Q&Aチャットボット
for LINE WORKS

『サテライトオフィス・Q&Aチャットボット for LINE WORKS」とは

● LINE WORKSチャットに対応

● Q&Aのカテゴリー管理機能

● 参照回数、役に立った回数による自動スコアリング機能

● カテゴリーからの絞り込みに対応

● 辞書機能によるシスオーラス、あいまい検索に対応

● Q&A WEBサイトの自動作成機能

● 複数オペレータによるチャット返信機能

● Teams チャット、Google チャット、Slack などのチャットに対応

● デスクトップ通知

　（ユーザーからチャット問い合わせが来た場合、管理者の方のパソコンに通知可能）

● LINE WORKSチャットボット（トークBot）として提供

● LINE WORKSトークからサンクスカードを作成し送信が可能

● 受信したサンクスカードを公開することが可能

● 受信したサンクスカードを一覧表示することが可能

● 共有のサンクスカードを一覧表示することが可能

● サンクスカード雛形を作成が可能

● 複数のサンクスカード雛形を登録が可能

● サンクスカード雛形をカスタマイズが可能（HTML）

● サンクスカード利用ユーザーの管理が可能

● サンクスカードの送信ログを表示、エクスポートすることが可能

● Q&A（質問、回答情報）登録機能

● 自然言語での問い合わせに対応

社員同士のありがとう！の気持ちをデジタルカードで送ったり、サンクスポイントとして送る機能になります。
是非、社員同士のコミュニケーションアップにご活用ください！

ビジネス版 LINEと連携したサンクスカード&ポイント機能

サテライトオフィス・
サンクスカード&ポイント
for LINE WORKS

サテライトオフィス・
サンクスカード&ポイント
for LINE WORKS

『サテライトオフィス・サンクスカード&ポイント for LINE WORKS」とは

会議室管理

在席管理



https://www.sateraito.jp/meishikanri_cloud/

サテライトオフィス・
名刺管理機能
for クラウド 

大量の名刺をクラウドにアップして簡単に管理

お手元にたまった大量の名刺をクラウドにアップして簡単に管理頂けるサービスです。 スマートフォンのカメラで撮影した名刺が自動的
にクラウドにアップされ、会社名、メールアドレスなどの情報も自動的に解析＆保存されます。企業全体の名刺を一括で管理可能です！

● 名刺をスマートフォンでスキャン（写真撮影）し、サーバーにアップします

● 名刺は企業全体で一元管理が可能です！またはグループ単位管理

● 写真からOCR機能で自動で文字化します！（80％以上精度でテキスト化）

● WEB画面で名刺を見ながら補正がスピーディーに可能

● CSVエクスポートや他のCRMシステムにデータ連携でエクスポートが可能
 　また、現場ユーザーにはエクスポート禁止にする事も可能！

● 企業利用の為の、システム管理者＋各ユーザーを管理が可能

● ユーザー毎の権限管理が可能

● 名刺共有機能（全社、グループ単位に名刺を共有可能）

● ラベル管理機能（個人、会社全体ラベルをつける事が可能）

● Google マップ連携（地図で名刺一覧を表示。地図ライセンス要応談）

● サテライトオフィス・アドオンとの連携　

● 名刺データ一括バックアップ機能：名刺画像もバックアップ可能

● 名刺スキャンを複合機プリンターを利用（30枚ぐらいを一度に）

● 名簿名寄せ機能

● リコメンド機能
 　→フォローしておくと、同じ会社様の名刺がアップされた場合、自動で連絡

● 訪問履歴などのアクション情報を追加可能

※欲しい機能がありましたら、お気軽にご連絡ください！

● 来客登録（お客様会社情報、名前、連絡先情報）、来客一覧＆検索

● お客様にQRコードまたは入館番号をメールにてお知らせ

 　（メール内容もカスタマイズ可能）

● 受付画面 (iOS,Android,Windows などで動きます）にて、

 　QRコードまたは入館番号を登録

 　QRコードなどを忘れた場合は、総合受付呼出、社員名検索、

 　組織から社員検索が可能

● 来客受付時に簡単な設問アンケートが作成可能です。

● 退館管理も可能

● 来客一覧管理、入館管理、退館管理などのログ収集機能

● 来客受付時に端末でお客様にメッセージ連絡も可能

 　（例：A会議室でお待ちください。）

● 来客時の社員への来客通知、メール＋チャット＋電話 (要連携 )にて可能

● Google カレンダー、Microsoft 365 カレンダーから簡単登録機能 

● 他システムから来客登録機能

機能一覧

『サテライトオフィス・名刺管理機能 for クラウド』とは

https://www.sateraito.jp/raikyakukanri_cloud/

サテライトオフィス・来客管理システム for クラウド とは、来客情報を登録する事で、お客様QRコードがメールされます。
受付端末で、QRコードをスキャンする事で、自動受付と来客履歴を管理する事が可能です！

機能一覧

『サテライトオフィス・来客管理 /受付管理機能 for クラウド』とは

サテライトオフィス・
来客管理 /受付管理機能
for クラウド 

受付端末にQRコードをスキャンする事で、
自動受付と来客履歴を管理
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サテライトオフィス・
カレンダー同期機能
for クラウド
Google Workspace、Microsoft 365、LINE WORKS、
CybozuGaroon、Salesforce、社内既存システム などの
様々なカレンダーサービスを双方向に連携することで、予
定を効率よく管理、ご利用して頂けるサービスです。
ユーザー自身の手動によるカレンダー同期に加え定期的
な自動同期も可能です。

● クラウド型のカレンダー同期ツールになります。

● 「同期ボタン」をクリックで即時同期が可能です。

● 組織カレンダー風な画面で、全体カレンダー表示が可能です。

● 外部の iCal を全体カレンダーで表示可能です。

● 外部カレンダーとの同期API を公開していますので、
 　社内システム＠カレンダーとの同期も容易です！

● ビーコンを使ってオフィス内の社員の位置情報を取得することが可能

● ビーコンを使った勤怠管理が可能

● 画像をアップロードして簡単にエイリア情報の作成が可能

● 画像をクリックして簡単エリアの縦横情報を登録が可能

● 画像をクリックして簡単にビーコン設置場所を登録が可能

● オペレーションログ取得が可能

● ログイン履歴の取得が可能

● 勤怠管理 /タイムカード機能と連携

● 組織アドレス帳、組織カレンダー連携

● 管理コンソールで利用ユーザーや、利用カレンダーの設定が可能

● 会議室などのリソースカレンダーの同期も管理者の方が設定する事で同期可能です！

● 既存システムとのカレンダー同期も、管理者の方が設定する事で同期可能です！

● APIで外部システムとの連携設定も可能

● ログイン履歴や、オペレーションログの一覧表示が可能

ユーザー

管理者
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● POP/IMAP設定一括変更ツール

● メール転送設定一括OFF機能ツール&一括転送先変更ツール

● メールのフィルター一括作成ツール

● パスワード・次回パスワード変更フラグ一括変更ツール

● メールデータの一括ダウンロード機能

● CSVによるカレンダーデータ連携ツール

● 管理者によるカレンダーアクセス権一括変更ツール

● 重複スケジュールのスケジュール削除

● ドキュメント一括アップロードツール、ダウンロードツール

● CSVデータでGoogle スプレッドシート 更新機能

● 旧 Google サイトのデータを、サテライトオフィス・ポータルサイト移行ツール

　 等

管理者の方が一括で作業をしたい時に利用可能な、一括処理ツールです！　導入時、導入後に必ず必要になる機能（一括で全員分の設
定を変更したい！アクセス権など全体の状態を知りたい！バックアップをとりたい！）など、サテライトオフィスが導入支援をしたお客様の
声から開発した管理者の為の便利ツールです！

管理者が一括で作業できる一括処理ツール

管理者便利ツール
『管理者便利ツール」とは

Google Workspace ● 監査データCSVエクスポートツール

● 強制ログアウト実行ツール

● LINE WORKSデータ連携ツール

● シングルサインオン・データ連携ツール

● シングルサインオン・ActiveDirectory パスワード同期ツール

● 社内 ActiveDirectory ログイン時、
　 LINE WORKS 自動ログインプログラム（IIS 統合認証利用）

● 投稿コンテンツ一括バックアップツール

● シングルサインオン・データ連携ツール

● シングルサインオン・ActiveDirectory パスワード同期ツール

● 社内 ActiveDirectory ログイン時、Workplace by Facebook 
　 自動ログインプログラム（IIS 統合認証利用）

LINE WORKS

Workplace from Meta

● 指紋認証のみでログインが可能

● 指紋認証＋ID＋パスワードの2段階認証ログインが可能

● セットアップも15分で可能

● Chrome/Edge/Firefoxi ブラウザから指紋認証でログイン可能

● ソフトウェア不要で指紋登録が可能 (特許技術 )

● 最大 10指の指紋登録が可能

● パスワード管理機能Bio-Safe™搭載 (Windows 版 Chrome）

● サテライトオフィス・シングルサインオン環境でもご利用可能です。

● ご利用環境の確認に関して、お気軽にご連絡ください！

● サテライトオフィス・シングルサインオンの二要素認証でも利用可能です。

Windows/Mac/Chromebookの指紋認証ログイン
FIDO2.0（生体認証）の指紋認証ログイン可能

指紋認証（生体認証）による
2要素認証FIDO機能

指紋認証（生体認証）による
2要素認証FIDO機能

①ID＋パスワード＋指紋認証でログイン
②指紋認証のみでログイン可能

Windows/Mac/Chromebook

価格：1個 5,000円買取＋月額100円

※シングルサインオンと連携

サテライトオフィス・
ビーコン社内居場所
確認機能
ビーコンを使って、オフィス内での社員の位置情報を
エリアマップに表示するサービスです。
サテライトオフィス・アドオンツールと連携させることも
可能です。

機能一覧
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https://www.sateraito.jp/Browser_Sagyokanshi.html

https://www.sateraito.jp/Google_Apps_Browser_Swith.html

ブラウザ操作画面を指定時間間隔で撮影する機能

ブラウザ切替機能

サテライトオフィス・
ブラウザ作業監視 for Chrome

https://www.sateraito.jp/iccardupload_cloud/

サテライトオフィス・
ICカード交通費取得機能 for クラウド

ICカード交通費をサーバーにアップロードで交通費精算を一括管理

https://www.sateraito.jp/rogukanri_cloud/

サテライトオフィス・
ログ管理機能 for クラウド

各クラウドのログを一括保存する機能です！

https://www.sateraito.jp/G_Suite_Shortcut.html

サテライトオフィス・
便利ショートカット機能 for Gmail

Gmail で利用可能な、便利ショートカット機能

-44-

＋Alt R

LOG

https://www.sateraito.jp/Amazon_Business/index.html

サテライトオフィス・
購買システム連携 for Amazon Business

サテライトオフィス・ワークフローと連携してお客様がお持ちの
Amazonビジネスでの物品購入の決裁フローをご提供するサービス

サテライトオフィス・
ブラウザ切替機能

サテライトオフィス・
他メンバー利用防止 /
AI 顔認証
ChromebookやChromeブラウザで、
AI顔認証でユーザーの顔を認証して本人で利用しているか
どうかをチェックできる機能です。

スキャナー、スマートフォンから、名刺、領収書、紙ドキュメント
を取り込む事で、サテライトアドオンやクラウドのストレージサ
ービスに取込が可能なサービスです。
PCからアップロードすることも可能です。
※スキャナーはPFU社の「fi-7300NX」の機種に対応して
おります。

● Chrome 拡張機能として提供

● Chrome 拡張機能から利用ユーザーの顔写真登録が可能

● 登録されたユーザー以外を検知するとアラートがあがりその後自動でブラウザを遮断

● 覗き見を検知してアラートをあげ、ブラウザ遮断することも可能

● マスクやメガネをかけていても顔認証が利用可能

● 写真を使った顔認証不正も検知が可能（β版）

● スマートフォンを所持の検知が可能（β版）

● ユーザー毎に顔認証強度などの細かな設定が可能

● 管理者用ダッシュボードを提供

● 管理者用ダッシュボードで利用ユーザーを一覧表示、ログの管理が可能

● 不正検知 /覗き見検知のログからカメラ画像、画面キャプチャ、場所情報を確認が可能

● 管理者用ダッシュボードにて顔認証強度などを一括で設定が可能

● スキャナーで取り込んだデータを
　 サテライトオフィス・アドオンツールに取り込むことが可能

● スキャナーで取り込んだデータを
　 Google Drive、OneDrive、LINE WORKS Drive、DirectCloudBox に
　 取り込むことが可能

● スキャナーで取り込んだデータをメールで送信することが可能

● スマートフォンでスキャンしたデータをサテライトオフィス・アドオンツールに
　 取り込むことが可能

● 各アプリケーションの印刷機能（プリンタードライバー経由）から
　 サテライトオフィス・アドオンツールに取り込むことが可能

スキャナーからサテライト・アドオンツールにダイレクトに連携

機能一覧

サテライトオフィス・
スキャナー取込機能
for クラウド

https://www.sateraito.jp/mailbot_solution/index.html

サテライトオフィス・
メールボット機能 for Gmail

Gmail/メール受信時プログラム自動処理（ボット）ソリューション



Cisco 社のクラウド型セキュリティーサービス（シスコ アンブレラ）

Cisco Umbrella

https://www.sateraito.jp/CiscoUmbrella/https://www.sateraito.jp/KanshiCamera/
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サテライトオフィス・
クラウド監視カメラ for QBIC クラウド

全てクラウドで防犯監視カメラ運用！
映像はスマホでも確認可！

(映像7～90日保存) 動画/音声は24時間全て録画しクラウドに保存！スマホやパソコンで
いつでも確認(ライブ確認＋録画確認)※検知時メール通知機能あり

・カメラからダイレクトにクラウドに動画を24時間保存します!
・録画保存期間は、7～90日で選択可能です！
・レコーダ不要です！（インターネット回線は必要）
・ライブ動画確認または、録画動画確認をスマホ or パソコンで可能
・カメラも1台から無制限・多拠点に増やす事が可能です！
・カメラもグループ化できますので、多数でも管理簡単！
・動き/明るさ/音声検知すると、メールで検知連絡がきます！
・録画動画もダウンロード可能です！
・見せたくない部分をマスキングも可能です！
・カメラは簡単なビス止めで天井や壁にも設置できます！

即日導入可能！設置簡単！
カメラ以外の機材不要！

「サテライトオフィス・クラウド監視カメラ」は、カメラ＋スマホのみで完結

1週間トライアル
可能です！

実際の導入も
即日稼働！

スマホ（＋パソコン）でライブ映像＆音声＋
録画映像＆音声を確認できます。

動き検知、音声検知、明るさ検知で、
アプリ通知/メール通知されます！

ライブ動画を画面で一括で表示可能です！
また、カメラをグループ化し管理可能。
10名まで利用ユーザーを追加可能

パソコンやスマホで映像確認 複数カメラを一括管理 イベント検知をアプリ通知
＋メールにて通知

Cisco Umbrella は、インターネット上の脅威を最前線で防御するための最前線として機能する「セキュア インターネットゲートウェイ：Secure 
Internet Gateway（SIG）」です。 DNS レイヤのセキュリティをベースに、セキュア Web ゲートウェイ (SWG)、クラウド提供型ファイアウォール、
クラウドアプリセキュリティ制御、サンドボックスも含めた、幅広いセキュリィサービスを提供します。 本社、拠点などの場所、移動中、VPN の
ON/OFF を問わず、あらゆるユーザ、そしてデバイスを保護できる、最も簡単かつ迅速に導入可能なクラウドセキュリティです。

DNSレイヤセキュリティ

セキュア
Webゲートウェイ

(SWG)

クラウドアプリ
セキュリティ制御

脅威情報連携

クラウド提供型ファイアウォールクラウド提供型ファイアウォール

↑

Cisco Umbrella

SD-WAN ON/OFFネットワークデバイス

Cisco Umbrella（シスコ アンブレラ）は、社内・店舗・工場・海外支店・持出し PC・自宅 PC・IoT
端末など全て端末を、クラウドでセキュリティーが守もれるサービスです！ 
導入も即日導入可能で、インストール型のウィルス対策ソフトと違いパソコンや端末に CPU 負担をか
けません。 また、未知のウィルス対策にも有効です！ URL フィルター内蔵ですので、既存の URL フィ
ルターの置き換えもご検討ください！ シャドー IT 対策機能があり、一般ユーザー版クラウドサービスの
利用確認＋ブロックも可能です！ 費用も社員数 *数百円 /月額と安価！

※トライアル期間は2週間ですが、数日で導入効果を確認でき、社内のセキュリティ状況を診断可能です。
　数日後、無償診断サポートを受ける事で、簡単に社内の安全性やシャドー IT 利用状況が把握できます！
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サテライトオフィス・
Google Glass 
導入支援ソリューション

Google Apps Script /
Google App Engine
開発ソリューションスタート！

Google Glass とは？

Chrome OS Flexとは？

企業向けGoogle Glass になります。
アウトプットの質を向上させ、従業員がより速く、より安全に、よりスマートに働くことを支援するウェアラ
ブルデバイスです。Google Glass は、ハンズオンワーカーや専門家に、一目でわかるよう音声によるアシス
タント機能を提供し、さらに一日中身につけていられるよう快適で軽量な形状に設計されています。

● 遠隔から情報をGoogleGlassにプッシュ
 　できるプラットフォーム開発

● GoogleGlassから社内＆クラウドシステムの
 　情報を閲覧できるプラットフォーム開発

● GoogleGlassから社内＆クラウドシステムの
 　情報をプッシュできるプラットフォーム開発

● GoogleGlassをトランシーバーの様に
 　利用できるアプリケーション

アプリケーション開発

時計アプリの表示が可能です。 Google カレンダーの予定一覧を表示可能です。

どんな事ができるのか？

Google Apps Script / Google App Engine を使って、御社の独自システムの構築はいかがですか？
Google Workspace 導入に伴い、新規システム開発が必要でしょうか？
VisualBasic/ExcelVBA/Access のリプレイスをGoogle Apps Scripで実施しませんか？

古いパソコンを
最新のChrome OSデバイスに!
Chrome OS Flex

サテライトオフィス・
クラウドサポート

企業が所有している古いパソコン（WindowsPC、Mac）を新しいChrome パソコンに変えることができるソリュー
ションです。さらに、Chrome Enterprise UpgradeまたはChrome Education Upgradeと組み合わせることで、 
Chrome OS Flex（旧：Cloud Ready）デバイスを他の Chrome OS デバイスと一緒にGoogle 管理コンソールに
登録、管理することが可能です。

簡単に導入できます

古いパソコン
（WindowsPC、Mac)

CloudReadyをインストールして
最新のChrome OS デバイスに！

● あらゆるデバイスに対応
● スピード導入
● 端末を簡単に管理

● 既存の、VisualBasic / Excel VBA / Access で構築していた
 　社内アプリケーションと同様のアプリケーションを構築可能です！

● VBの様なインターフェイスで、クライアントアプリケーションに
 　類似していますが、WEBアプリケーションなので、便利です。

● スマートフォン /タブレットでもご利用が可能です。

● 開発したアプリケーションは、Google Workspace のもっと見る▽
 　メニューに追加する事が可能です！（サテライトがカスタマイズの場合）

● メールデータを取得する事が可能です。

● 自分の TODO（タスク）へのデータの登録＆データの取得が可能です！

● 自分のアドレス帳へのデータの登録＆データの取得が可能です。

● カレンダーデータの取得、登録、変更、削除が可能です。　等

強固なセキュリティー
● ユーザーごとの暗号化
● プロセスサンドボックス
● シームレスな無線バックグラウンド更新

サテライトオフィス・クラウドサポートとは？
システム担当者様に代わって、一般社員様からの問い合わせやサポートを弊社で対応するサービスです。
クラウドサポートで受付対応した内容はご担当者様へフィードバックさせていただきます。

開発例

サポートのフロー

社員様 ご担当者様クラウド
サポート

エンジニア
チーム

お問い合わせ
報告

連携

回答

社員様からの問い合わせを電話やビデオ会議
を利用してスピーディーに解決していきます。

テクニカルな質問に対しても弊社エンジニア
と連携してスピーディーに解決していきます。

受付した内容はご担当者様へフィードバック
させていただきます。
お客様固有の問題などクラウドサポートでは
解決できない課題なども素早くフィードバッ
クさせていただきます。



サテライトオフィス・
ファイルサーバー 
for DirectCloud

ユーザー数無制限 クラウドファイルサーバー

※大容量ファイル転送機能（送受信）含む

サテライトオフィス・
標的型攻撃メール対策
訓練機能
for Mudfix

全社員の方向けに、標的型攻撃メール対策のトレーニング

サテライトオフィス・ファイルサーバー for DirectCloudとは？

導入メリット

ユーザー数無制限＆完全クラウド保存の企業向けクラウド @ ファイルサーバーです。パソコンブラウザまたは、スマートフォンでご利用
が可能です。また、社外とのファイル共有（大容量ファイル転送やファイル受信 ) なども可能です。社外とのファイル共有の際は、社内の上
長承認（ワークフロー）の実現が可能です。AmazonAWSで稼働し安全です。

「MudFix」(マッドフィックス )とは?

標的型攻撃メール対策の訓練サービス

「MudFix」が選ばれる理由 訓練の流れ、「MudFix」でできること

標的型攻撃（特定の組織内の情報を狙って行われるサイバー攻撃の一種）は、主に、その組織の構成員宛てにコンピュータウイルスが添
付された電子メールを送ることによって実施されます。件名やアドレスを偽装して関係者になりすましてメールを送り、標的とされた企業
の関係者がそのメールを開封することを通してマルウェアに感染させるのです。この人的ミスは、不十分なセキュリティ意識と知識不足
によって誘発します。もし、教育と訓練によって従業員・職員のセキュリティ意識を高めることができれば、標的型攻撃メールによる被
害を回避することができるのです。メールを受信したときに、いつもとの違いに気づき、疑い、慌てずに同僚や上司、セキュリティ担当
者に相談するなど適切な対応を行えるようにするために、普段から標的型攻撃を疑似体験して脅威に備えましょう。

ユーザー数無制限＆完全クラウド保存の企業向けクラウド @ ファイルサーバーです。パソコンブラウザまたは、スマートフォンでご利用
が可能です。また、社外のとのファイル共有（大容量ファイル転送やファイル受信 )なども可能です。
社外とのファイル共有の際は、社内の上長承認（ワークフロー）の実現が可能です。AmazonAWSで稼働し安全です。

ユーザー数無制限、データは全てクラウド保存、
ファイルの外部共有も可能！

● マニュアル無しで直感的に操作できる使いやすさ
● PCブラウザまたは、エクスプローラーでも利用可
● データは全てクラウドに保存（直接オープン＆保存可）
● 外部とのフォルダー共有が可能（管理者許可が必要）
● 外部共有時の上長承認（ワークフロー）が可能

ユーザー数無制限のファイルサーバー

初期費用０円＆月額定額制:月額30,000円～（税別）
ユーザー数無制限で使い放題

● 初期費用0円だから導入コストを最小限に抑えられる
● ユーザー数無制限なので全社員や取引先も利用
● 容量課金（500GB月額 3万円・・
 　30TBプランもございます。
● ログ取得、シングルサインオン連携も費用内

圧倒的コストパフォーマンス

https://www.sateraito.jp/Direct_Cloud_Box/
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フリープラン（永久無償）
申込スタート！

制限：容量5GBまで / SLA非対象 / 電話メールサポート不可
　　 共同編集不可 / 全文検索不可 / ストレージ個別追加不可

利用ユーザー
数無制限

大容量ファイル
転送可能

エクスプローラーで
操作可能！

DirectCloudご利用の企業様に

シングルサインオンを
無償提供キャンペーン！
※300名様まで無償！
DirectCloudBox 以外に色々なクラウドにログインも可能

訓練結果の確認・分析

事前準備 訓練メールの送信

訓練メールの状況を蓄積

クラウドサーバー 社員
情報セキュリティ

管理者

1 2

34

● 完全クラウドサービス型での提供
● 導入容易、かつ、リーズナブルな価格で提供
● 充実した訓練用メールテンプレートと文書カスタマイズが可能
● 柔軟に属性を付加できるタグ機能
● リアルタイムに訓練の状況が分かる管理ツールとレポート機能
● セキュリティ水準の向上と平準化を実現

１.自社環境検証 及び事前準備
２.訓練テンプレートを作成します
３.訓練実施
４.結果確認

テレワークが進む一方、標的型攻撃メールやばらまき型メールも増加しその巧妙さも増しています。
企業は製品やソリューションによるセキュリティ対策も必要不可欠ですが、人的なセキュリティ意識の向上も必要です。



サテライトオフィス・
企業向け
デジタルサイネージ
for PlusTV 

サテライトオフィス・企業向け デジタルサイネージ for PlusTV とは？

企業向けデジタルサイネージの利用シーン

単純なサイネージを超えてオフィスの様々なコンテンツとディスプレイを管理ページからリアルタイムで一元管理ができる『企業向けデジ
タルサイネージ』です。 コンテンツ管理システム（CMS Content Management System）によって動画、画像、ウェブサイトなどのコ
ンテンツを遠隔地から管理が可能、表示するコンテンツのスケジュール管理も可能です。

https://www.sateraito.jp/PlusTV/
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InformationBeauty

● 公共の場や会議室、教育センター、カフェ、屋外看板などに設置して広告や各種情報をモニタや専用スクリーンで提供します。
● スクリーンを介して様々なコンテンツの表示が可能ですので広告や情報伝達の視覚的な効果が大きい。
● コンテンツ管理システム（CMS Content Management System）によって動画、画像、ウェブサイトなどのコンテンツを遠隔地から
　 管理が可能、表示するコンテンツのスケジュール管理も可能です。

会議室使用スケジュール 企業広告動画 情報表示ダッシュボード

企業向け サイネージ 様々なコンテンツ 様々な活用

スケジュール管理＆予約 簡単設置 付加機能

簡単なデバイス設置だけでご
利用できます。

ライブビュー
登録された複数のデバイスの
状態をサムネイルを通して一
つの画面で確認できる管理機
能です。

リモートデバイス管理
複数のデバイスをグループ管
理し、ユーザーがわかりやす
くデバイスを管理することが
できます。

リアルタイムモニタリング
各デバイスの詳細情報をリア
ルタイムでモニタリングし、
リモート接続なしでもファイル
転送、再起動などが可能です。

ユーザー/組織/権限管理
ユーザーを階層別に管理し、
組織＆グループ及びユーザー
別に権限付与及び移譲ができ
ます。

通計・履歴
ユーザーログイン、リモートコ
ントロール、アラート通知、ファ
イル転送履歴及び通計を確認す
ることができ、管理が簡単です。

アラート通知
リソースモニタリングの際、ア
ラート基準を設定し、問題にな
るデバイスを事前に把握します。
異常時速やかに対応可能です。

リモート画面コントロール
遠隔地にある PC やデバイス
の画面をリアルタイムで共有し
コントロールすることができ
ます。

ユーザーだけではなく、導入側の負
担が少ない。ユーザーが増えても
IDを追加するだけで拡張性抜群

スクリーンショット/録画
リモートコントロール中の画
面をスクリーンショット撮影
または、録画撮影する事が可
能です。

コントロール権限移譲
ユーザー同士で依頼しあうこ
とでコントロール権限を獲得
し、重複操作で起こる問題を
防ぐことができます。

双方向性ファイル転送
ドラッグ＆ドロップ、コピー＆
ペーストで転送が可能。リモー
ト接続なしでもファイル管理者
によるファイル転送ができます。

システム情報･プロセス確認
遠隔地 PC のシステム情報及
び実行中のプロセス管理と問
題プログラムの強制終了がで
きます。

双方向ペイント機能
双方向描き、レーザーポイン
ト、削除機能で相手に的確に
説明することができます。

ウェルカムボード、社内ニュー
ス、売上現況など様々なコン
テンツの表示が可能です。

ディスプレイと Wifi が可能な
場所ならどこでもコンテンツ
の再生が可能です。

カレンダー機能を利用してス
ケジュールに合わせたコンテ
ンツの配信が可能です。

既存のディスプレイを利用して
PlusTV を利用することが可
能です。

コンテンツ制作が難しい場合、
テンプレート機能にて制作が
可能です。

サテライトオフィス・
リモートデスクトップ
for LinkMeMine

遠隔のパソコンを手元のパソコンで遠隔操作できるリモートデスクトップ機能になります。企業のテレワーク
/リモートワークにご利用いただけるクラウドサービスです。 ※現時点では、HOST端末（遠隔操作される側）、
Viewer 端末（遠隔操作する型）ともに、 Windows パソコンと Mac パソコン のみの対応になりますが、早
期に、Chromebook、iOS端末、Android 端末対応も提供予定になります。

サテライトオフィス・
リモートデスクトップツール
for Splashtop

サテライトオフィス・リモートデスクトップツール for Splashtopとは？

Splashtopが選ばれているポイント

拡張性抜群
あくまでセキュリティーの本丸は会
社PC、BYOD（個人端末業務利用）
の増加という時代背景にもマッチし
たリモートワークツール

時代背景にもマッチ
ビデオ編集、ゲーム開発、3D デザ
インといった CPU の負担が大きな
業務も 4K 品質でストリーミングを
サポート

４K品質のストリーミング

世界中どこからでも簡単・快適にオフィスPCにアクセスが可能なリモートデスクトップツールです！
場所を選ばず仕事ができて、セキュリティーも万全！OS・デバイスも選びません！

サテライトオフィス・LinkMeMine（リンクミーマイン）とは？

もっと経済的に、もっと効果的に、もっと便利に
リモートデスクトップソリューション
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Windows365

Windows365とは？

テレワーク中の企業様より要望の多い機能をパッケージ化

Windows365 はサブスクリションかつクラウド環境で提供される仮想デスクトップサービス (DaaS,VDI) です。
パソコンはもちろん iOS や Android 端末などのインターネットデバイスがあればどこからでもセキュアに
Windowsを利用することが可能になります。

クラウド環境で稼働するWindows OS

サテライトオフィス・
リモートワークツール for クラウド

アフターコロナ /Withコロナ対策で、テレワーク /リモートワーク中の企業様より要望の多い機能をパッケージ化し
たサービスです。WEBで利用可能ですので、ブラウザとインターネット環境があればすぐに利用できます。
利用する投稿ユーザー様は、スマートフォン利用になります！
※サテライトオフィス・リモートワークツール for クラウドは「無償提供」となります！

クラウドで動くWindows OS

● Windows365はクラウド環境で稼働する 仮想デスクトップ（DaaS,VDI)
● リモートデスクトップまたはブラウザから利用可能
● パソコン（Windows、Mac）だけでなくiPadやAndroidなどのタブレットからも利用可能

セキュアなクライアント環境を提供
● 物理PCにデータは残さないため最小限のリスクで利用可能
● 脆弱性対応など常に最新状態にアップデートされる
● シングルサインオンと組み合わせればIPアドレスや

　 接続端末によるアクセス制御も可能

運用負荷を大幅に軽減

機能一覧

● 初期費用なし、固定料金のサブスクリプション型
● 初期設定は不要。ライセンス割当すればすぐに利用可能
● セキュリティパッチ適用も自動で行われる
● Microsoft365ユーザならAzure ADでまとめて管理可能

● アンチマルウェア
● アンチランサムウェア
● 悪性サイトへのアクセスを遮断
● ウェブフィルタリング
● デバイス制御

体温&倦怠感 &味覚障害確認
の毎日のユーザーアンケート
ができます。

体温&倦怠感確認

社員の方 / チームメンバーの
方の、社内掲示板システムです。
各メンバーがスマートフォンか
ら登録でき、全員がスマホで
確認可能です。

社内掲示板機能
社員の方、チームメンバーの
方の、安否確認システムです。
パンデミック、地震、水害時
にご利用ください。（GPS 情
報も取得可能）

安否確認機能
コロナ感染者発生時に、イベ
ントなどの参加メンバーを追
跡できるサービスになります。
（QRコード活用）

参加メンバー追跡機能
リモートワーク環境でメン
バーが集合できるカメラ機能
です。一緒に働いている雰囲
気を出すサービスになります。

集合カメラ

テレワークを見据えた、社員
の方 / チームメンバーの方の
為の出社 ⁄ 退社のタイムカー
ド機能です。

在宅勤務タイムカード

社員 ⁄ チームメンバーの方の、
出社 ⁄ 在宅勤務の予定を管理
するシステムです。

出社 ⁄ 在宅勤務
予定管理 社員 ⁄ チームメンバーの方の、

社内報告機能です。（例：日報
などで利用可能）テンプレー
ト機能あり

社内報告機能

サテライトオフィス・
パソコンウイルス対策ソフト
for EXO セキュリティ

法人向けクラウド型ウイルス対策

https://www.sateraito.jp/pc_virus_protection/
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リモートワークが増えているのに
企業セキュリティ対策が不安

管理者の負担を
減らしたい

様々な脅威に対応できる
セキュリティ対策

サイバー攻撃対象の 
98％は企業向け

対策に必要な、多くの機能を
提供いたします。

管理者は簡単な管理で、
企業セキュリティを確保できます

「サテライトオフィス・パソコンウイルス対策ソフト for EXO セキュリティ」
ひとつで、すべて対応できます

サテライトオフィス・パソコンウイルス対策ソフト for EXO セキュリティ は、企業 /団体のパソコンのセキュリティを保護するための統
合脅威管理製品です。パソコンのウィルス対策に必要なマルウェア対策、ランサムウェア対策、ウェブ閲覧保護、情報漏洩防止機能を単
一のエージェントと管理システムで提供します。

セキュリティ対策が弱い企業は、ハッカーの主な
ターゲットです。マルウェアの拡散、経由地として
悪用されやすくこれにより、ビジネスに致命的な損
傷を引き起こします。あなたの企業は、十分に準備
されていますでしょうか？

これまで、多くの企業では現実的な問題として、パ
ソコンの全てのウィルス対策技術的措置をとること
が困難でした。『サテライトオフィス・パソコンウイ
ルス対策ソフト for EXO セキュリティ』を利用す
る事で、企業利用パソコンのセキュリティに必要な、
多くの機能を、クラウドで提供いたします。

管理者の方は、ポリシー設定し、ユーザーにインス
トールメールのみを送るだけで終了です。インストー
ル後には、社内のセキュリティ状況を一目で把握す
ることができ、設定したセキュリティポリシーを簡
単に変更することができるので、導入が簡単、その
後のメンテナンスも簡単です。

悪性コード遮断

● セキュリティに影響を与える
　 不必要なプログラム統制
● 情報持ち出しが可能なプログラム統制
● IT資産管理

PCセキュリティ管理
● 暗号化されていない個人情報を検出
● 暗号化勧告または強制暗号化

個人情報保護

● 社内のセキュリティ脅威を直観的に把握
● ダッシュボード
● 簡単な設定
● アンチウイルス
● プログラム実行遮断
● 媒体制御
● 簡単管理
● サーバ不要、ウェブベースの管理システム

管理者機能

● 外部ストレージへのファイルの保存を制御
● 役職員の業務効率のためモニタリング
　 のみ使用も可能
● ファイルのコピー移動を防止する読み取り
　 専用モード

情報漏えい対策



アルコールチェック管理サービス
『スリーゼロ』とは？

令和 4 年 4 月より 改正道路交通法施行規則が施行され、白ナンバーにおいても安全運転管理者（乗用車なら 5 台以上、定員 11 名以
上の車両なら 1 台以上保有している事業者が対象）による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。これまで対象
にならなかった業種においても運転者のアルコールチェックが必須となります。

直感的で使いやすいヘルプデスクソフトウェア・スイートです。電話、メール、チャット、そして LINE
や Twitter など様々なチャネルからの全ての問い合わせを一元的に管理できるようになります。お客
様と企業の両方に優れた体験を提供し、簡単に関係を管理して業務を簡素化することができます。

Freshdesk Support Deskは直感的でスマートな問い合わせ一元管理ツールです。
メール・チャット・SNS・ホームページなど様々なチャネルからの問合せ件を
「Freshdesk Support Desk」一つで簡単に対応できます。
お客様とよりスムーズなコミュニケーションが実現できます。

サテライトオフィス・
アルコールチェック管理サービス
『スリーゼロ』

スマートフォンとアルコール検知器で、運転者の酒気帯びの有無を確認。
アルコール検査結果をクラウドで管理・保管

アルコールチェック義務化の準備はおすみですか？
白ナンバー事業者もアルコールチェックが義務化されました。

https://www.sateraito.jp/aiotcloud/
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市販のアルコール検知器の検査結果をスマートフォン
で撮影。
撮影データから自動認識した検査値をクラウドで管
理するサービスです。

※画面はイメージです。
一部変更になる場合があります。

ご提供アプリ

管理者用アプリ 運転者用アプリ

PC/タブレットのWebブラウザ
タブレット
（据置共有）

スマートフォン
（遠隔地での利用）

●検査結果の一覧表示
●検査結果一覧のデータ出力
●異常時のアラート表示、メール通知

主な機能
●ユーザー選択
●検知器と連動したアルコールチェック
●なりすまし防止（検査時顔写真、位置情報を記録）

主な機能

サテライトオフィス・
コンタクトセンター for Freshworks
（通称：Freshdesk）

サテライトオフィス・
社内ヘルプデスク for Freshworks
（通称：Freshservice）

Freshserviceは、クラウドで運用する社内・社外向け ITSM(IT サービス管理）ソリューションです。
サービスデスク、インシデント管理、問題管理、IT 資産管理などに加え、各種承認ワークフロー、プロジェ
クト管理まで可能。 IT サービス管理から社内管理まで対応できるオールインワン型統合プラットフォー
ムです。使いやすいUIでノンコードでもカスタマイズ可能です。

Freshdesk Messaging は、マーケティング、セールス、サポートといった顧客とのコミュニケーションを
必要とする部署のために構築された最新のメッセージングソフトウェアです。
様々な場面・目的に対応し、顧客エンゲージメントを高めましょう。

Freshdesk Contact Center は簡単に導入できるコールセンターソフトウェアです。
ハードウェアやアプリインストール不要でたった２分で開始できるクラウドCTI/PBXです。
インターネットに接続していればどこでもコンタクトセンターシステムを構築できます。

Freshservice のスマートな機能＆特徴
● 価値創造を促進
● ダウンタイムを最低限に抑える
● エージェントの業務効率の向上
● 社員の生産性の向上
● エンタープライズサービス管理
● 社内用サポートポータルの構築
● 充実したモバイルアプリ支援
● 他社のサービスツールとの強い連携
● レポート・アナリティクス

統合型サービス管理ソリューション



ゼンリンデータコム社＠いつもNAVI API 連携
乗換案内API、地図API をサテライトオフィスアドオン内で

カスタマイズして利用する事が可能です。

https://www.sateraito.jp/zenrin/

各アドオンで利用可能です。

導入イメージ

・ワークフロー (交通費精算として連携 )

・地図データベース (地図を利用、乗換案内検索利用 )

・クラウドCRM( 交通費精算、お客様地図表示 )

・安否確認 (安否場所の地図として利用 )

・ドキュメント管理 (データ内の住所情報を地図表示に利用 )

・掲示板 /回覧板 (データ内の住所情報を地図表示に利用 )

Google Workspace Microsoft 365 LINE WORKS Workplace by Facebook

-57-

スマートデバイス販売のご案内スマートデバイス販売のご案内

WEBベースの企業向け
ビデオ会議ソリューション

360度で常識が変わる。
未来が変わる。

Chromebook
ハングアウト Meet
ハードウェアキット

Google Workspace の会議ソリューション
（Google 版ホワイトボード）

Jamboard
Google Workspace の会議ソリューション

（Google 版ホワイトボード）

Jamboard

コンピューターをもっとシンプルに。
Chrome OSを搭載するミニPC誰とでも、簡単につながる。

Acer Chromebase
for Meetings

Chromebox

大画面をポケットに。
ポケット LEDプロジェクター

Dropbox Business 付き
社内ファイルサーバー

LAN DISK X

ELMO社 現物投影機 (カメラ )
 VISUAL PRESENTER

モバイルプロジェクタ

https://www.sateraito.jp/Chrome/

A4サイズのコンパクト書画カメラ

スティック型PC（Windows）

手のひらサイズのサイネージ
向け小型パソコン

Jabra Speak
ポータブルスピーカーフォンで
あらゆる部屋を会議室に。

Jabra Bluetooth ヘッドセット

複数の電話とオーディオプレーヤーに
ワイヤレスで同時にペアリングできます。

4K 50 インチ
大型ディスプレイ

店頭 /社内サイネージに最適

InstaShow™WDC10
パソコン→プロジェクター /ディスプレイの

ワイヤレス接続機器（簡単）

Raspberry Pi 3 
(ラズベリーパイ )

第3世代のRaspberry Pi

SmartMirror
タッチパネルを搭載した

スマートミラー

SmartMirror
タッチパネルを搭載した

スマートミラー
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サテライトオフィス、ネクストセット
活用セミナーのご紹介！

https://www.sateraito.jp/seminar/

Google Workspaceをはじめ、Microsoft 365、ビジネス版LINE、ビジネス版Facebook 、企業向けDropboxなどの

活用セミナーを随時行っております！パソコンでも受けられるオンラインセミナー実施中！ 

サテライトオフィス・ベトナム
クラウド開発 /オフショア開発

サテライトオフィス・ベトナム
（100％子会社・現地法人）

所在 /ベトナム＠ホーチミン、ハノイ

株式会社サテライトオフィス・ベトナム

エンジニア数 現在 90名体制
（ハノイ 70名、ホーチミン 20名） 
ブリッジ SE:10 名
SE:30 名
PG:40 名 （現地日本人3名常駐）

Nguyen Dinh Chieu Street, Dakao Ward, District 1, 
Ho Chi Minh City, Viet Nam

https://www.sateraito.jp/Vietnam/

実績
※日本エンジニアで開発していたアドオン開発を、
1年間で70％をベトナムに移管する事ができました！
(年間 3000万円のコスト削減＋開発力3倍になりました！）

スマートフォンアプリ開発

一般ユーザー向け公式アプリ開発、社内利
用スマートフォンアプリ。BtoB サービス、
BtoC サービス、Cto2C サービス、シェア
リングエコノミーサービスのスマートフォ
ンアプリなど、幅広いアプリケーション開
発が得意です。また、画像加工技術、チャッ
トのようなメッセージング技術、GPS＆
Google マップを利用した地図連動アプリ
ケーションも実績ございます！

WEBアプリケーション開発

LAMP（Linxux、PHP、MySQL）を利用、
Windows 系（IIS、C#、ASPX、JavaScript、
HTML5、SQL サーバー）を利用、Google 系
（Google App Engine,Python,MySQL,Google 
Aps Script) を利用などを利用した WEB アプリ
ケーション開発が可能です！インフラも、
Amazon AWS,Microsoft Azure,Google Cloud 
Platform 利用の事例が多くございます！

開発はラボ開発＆アジャイル開発

お客様の要件定義～設計～開発～テスト～
システム運用など、開発全般の対応が可能
です！効率的な開発技法として、弊社では
アジャイル開発を推進しており、スピー
ディーかつ品質の良いアプリケーション開
発！また、リリース後のスピーディーは
バージョンアップの開発体制が可能です！

ベトナム側ブリッジSE（日本語会話、メールができるエンジニア）

ベトナム側システムエンジニア/プログラマー

ベトナム側ワーカー（作業メンバー：テスター・入力スタッフなど）

通訳が必要な場合

1人月40万円～

1人月 /160時間 /25～ 30万円

1人月 /160時間 /12～ 18万円

1人月 /160時間 /12～ 18万円

【エンジニアスキル】

＜単価目安＞
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Google Workspace活用セミナー
Google Workspace / Google Maps / 
Google App Engine 大活用セミナー！

LINE WORKS活用セミナー
ビジネス版LINE＝LINE WORKS を使いたおす！

企業利用チャットの決定版！

Chromebook活用セミナー

Chromebook 導入・活用オンラインセミナー ¦
Chromebook / G Suite Meeting Solutions / Jamboard

Google for Education活用セミナー

Microsoft 365活用セミナー

Microsoft 365(メール /カレンダー /Microsoft 製品 /
グループウェアー）を使いたおす！

Google for Education / Google Workspace for Education /
Chromebooksを詳しくご紹介！ 

ビジネス版Facebook活用セミナー
ビジネス版Facebook を使い倒す！

Workplace by Facebook 社内 SNS/メッセンジャーで
社内情報共有

サテライトオフィス・ ファイルサーバー
for DirectCloud 活用セミナー

完全クラウド保存 /ユーザー数無制限のクラウドファイルサーバー

Mudfix活用セミナー
標的型攻撃メール訓練サービス：Mudfix の

基本的な部分をご紹介いたします

Windows 365 活用セミナー

Windows 365 は何ができるのか？
仮想デスクトップの操作性や利便性についてご説明いたします。

アルコールチェック管理機能活用セミナー

Dropbox Business 活用セミナー

企業向けDropbox（容量無制限ファイルサーバー＋
大容量ファイル転送 ）を使いたおす！

アルコールチェック管理サービス：スリーゼロの
基本的な部分をご紹介いたします。

LinkMeMine活用セミナー

月額500円のリモートデスクトップサービス：LinkMeMine の
基本的な部分をご紹介いたします。

PlusTV（サイネージ機能）
活用セミナー

簡単設置＋コンテンツのクラウド配信できる
サイネージ機能（PlusTV）の基本機能のご紹介！ 

Freshworks
 （社外 /社内問合せ管理機能）活用セミナー

一般ユーザーからの問合せ (電話機能含む）、
社内メンバーからの問合せ管理機能のご紹介
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株式会社ネクストセット会社名

50,000,000円資本金

設　立 2013年 4月

代表者 代表取締役社長　別所　貴英
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株式会社ネクストセット（100％子会社）
株式会社サテライトオフィス・ベトナム（100％子会社）

関連会社 

〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 
東陽町信栄ビル4階
（東西線東陽町駅徒歩1分）

所在地 ■東京本社
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ネクストセットはマイクロソフト社クラウドサービス＠Microsoft 365 の導入支援・アプリケーション開
発に特化したソリューションベンダーです。Microsoft 365 をより安全に、より便利にご利用頂くための
様々なプロダクトをご用意しております。ユーザー様が何を必要としているか？を常に考え、最適なプロ
ダクトをご提供し、お客様の快適なMicrosoft 365 環境をサポートします。

サテライト環境で企業様をビジネス支援するサービスを展開しています。Google 社 @Google 
Workspace、マイクロソフト社＠Microsoft 365 、LINE WORKS 、Dropbox Business 、Facebook 社
＠Workplace by Facebook などのクラウドコンピューティングに特化し、SaaS 型サービスのビジネス
支援を展開しております。また、オフショア拠点として、ベトナムに、現地100％子会社（サテライトオフィ
ス・ベトナム）を設立し、オフショア開発の業務を推進！ロボット・IoT ビジネスも拡大中です。

サテライトオフィスは、Google株式会社の『Google Workspace / Google マップ /Google Maps Platform』の

正規代理店です。（Google Workspace 製品に関連した認定ソリューション開発パートナーです。）

Google Atmosphere 展示会

パートナーアワードを
連続受賞

マイクロソフト ジャパン・
パートナー オブ ザ イヤー

受賞

各種導入ガイド書籍紹介各種導入ガイド書籍紹介

誰でもできる ! 
Google Workspace
導入ガイド

誰でもできる !
Office365
導入ガイド

出版社 : 日経 BP社 出版社 : 日経 BP社

誰でもできる ! 
LINE WORKS
導入ガイド

誰でもできる ! 
Dropbox Business
導入ガイド

出版社 : 日経 BP社

出版社 : 日経 BP社

誰でもできる ! 
Chromebook
活用ガイド

出版社 : 日経 BP社

誰でもできる ! 
Workplace by Facebook
導入ガイド

出版社 : 日経 BP社

誰でもできる ! 
MESH
導入ガイド

出版社 : 日経 BP社

https://www.sateraito.jp/books/

実践 !テレワークで
「働き方改革」
 ( 日経ムック ) 

出版社 : 日本経済新聞出版社
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Google

〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原1-19-23
ステュディオ新御堂

■Sateraito Office Vietnam Co., Ltd

2206 Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang, Dist 1, 
Ho Chi Minh, Vietnam
TEL:050-5306-9989




