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オフィスのIT環境を「診断」し、 トラブルを事前に「予防」
中小企業のIT機器管理には、 迷わず、 オフィスカルテ

総合 IT 診断ソリューション
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オフィスカルテは LAN 内をスキャンする
ことにより、機器の利用状況など必要な
情報を収集し更新します。収集した最新
のデータに基づき、オフィスのカルテを
提供することができます。

診断情報の自動収集

オフィス カ ル テ は、推 奨 ル ー タ ー
『ZC1000』の VPN 機能を利用していま
す。『ZC1000』はお客様の LAN 内と情
報の管理を行うオフィスカルテサーバー
間をセキュアにつないで、安全で便利な
サービスを提供します。

セキュアな環境

オフィスカルテの情報はインターネット
ブラウザから閲覧できるので、PCやタブ
レット端末等から閲覧可能です。
また、管理者としてログインすることで担
当者やユーザーを管理する画面が参照で
きます。

PCやタブレット端末等で閲覧できる

やっていますか、
IT機器の健康管理

詳細な診断レポートで

機器の状態やトラブルの原因が

一目でわかります

安全な環境で、ノートPCや

タブレットを使っていつでも

オフィスにアクセスできます

専任のオペレーターが

お客様と一緒の画面を見ながら、

丁寧に対応します

オフィスカルテ対応
VPNルーター

こんなときにオフィスカルテ

オフィスカルテで解決

ソフトのバージョンアップなど
機器の管理が負担

原因はよくわからないけど、
なんだかパソコンの動きが悪い

社内のパソコンにある資料を、
出張先でも使いたい

万が一の情報漏洩や
不正アクセスが心配

急な ITトラブル !
だれに相談したらいいの?

excel 等のちょっとした
操作の質問がしたい



実際のオフィスレイアウトに沿った配置図を作成すること

ができます。配置した機器アイコン上には収集した機器情

報に基づいて、機器名や IPアドレスを表示させることがで

きます。

オフィスカルテ4つのサービス

ネットワークに接続されている全ての IT 機器（PC、ルー

ター、UTM、IP 電話など）を一元管理します。収集された機

器情報は自動的にリスト化され、常に新しい情報に更新さ

れます。

※オフィスカルテのサービスをご利用いただくには、別途、販売代理店へのサービスお申し込みが必要です。　※画面は実際の仕様とは異なる場合があります。

オフィス機器管理サービス

ユーザーが出張先や自宅からオフィスの PC にアクセスで

きるVPN環境を提供します。

複雑な設定は VPN コントロールセンターで行うため、手

間いらずでセキュアな VPN環境が実現できます。

お客様のオフィス機器の設定変更や操作補助、不具合が

起きたときの原因調査をリモートで行います。VPN 環境

でアクセスするため、セキュアな環境でサービスを受けら

れます。

オフィス機器の利用情報を分析し、レポートに

まとめて報告します。ディスクの S.M.A.R.T 情

報やセキュリティソフトの設定・更新状況、PC

の稼働時間などから機器の健康状態を総合的

に判断し、改善すべきポイントを表示します。

PCの稼働状況を把握する
ことが可能となるため業
務管理と情報セキュリティ
対策をサポートできます。

オフィス機器健康診断サービス

簡単 VPNサービス リモートサポートサービス

より高度なセキュリティに対応

※OfficeLogAceをご利用いただく
には、指定のサーバーが必要です。



〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3－26
一ッ橋 SI ビル２F
電話：03-6821-5100　FAX：03-6821-5160 
ホームページ：http://www.nrminc.co.jp/

システムシステム

ご利用にあたってご利用にあたって

推奨ルータ
ZC1000

オフィスカルテ
サーバー

複合機

IP 電話

無線
アクセスポイント

ハブ

サーバー

PC

PC

PC

iPad iPhone Android
UTM

VPN

お問い合わせ先：
開発・販売元：

構成図

基本情報

主な取得可能情報

PC設定情報

ハードウェア情報

ネットワーク情報

セキュリティ情報

S.M.A.R.T 情報

・TM and © 2016 Apple Inc. All rights reserved. Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhone、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple 

Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store、AppleCare、iCloud は、Apple 

Inc. のサービスマークです。

・Microsoft、 Windows、Microsoft Excel、Microsoft Office、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国におけ

る登録商標または商標です。

・Android および Android ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

・ZC1000および OfficeLogAce はサクサ株式会社の商標です。

・オフィスカルテは株式会社ネットリソースマネジメントの登録商標です。

・その他記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

商標または
登録商標について

注意事項

本カタログは2016年 8月時点の情報をもとに作成されたものであり、記載内容及び製品仕様は予告なく変更することがあります。

コンピュータ名、機器名、メーカー名、OSバージョン　

メモリサイズ、CPUタイプ、CPU温度、ドライブ総容量、ドライブ空容量

IP アドレス、MACアドレス、デフォルトゲートウェイ、DHCP

規定WEBブラウザ、規定電子メールソフト、通常使うプリンタ、インストールドライバ

Windows 更新状態、ファイアウォール設定状態、ウィルス対策ソフト設定状態

HDD温度、HDD使用時間、スピンアップ時間、リードエラーレート、シークエラーレート　

ブラウザ

OS

動作環境

CPU

メモリ

ハードディスク

回線

Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

Windows 7 Starter / Home Premium / Professional / Ultimate 

Windows 8 Enterprise / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 Enterprise / Windows 10

(Windows 7、Windows 8、Windows 10 は 32ビット版と64ビット版に対応） 

Internet Explorer 11 以上、Safari 9 以上、Google Chrome 47 以上

1GHz 以上の CPU

Windows Vista の場合 : 1GB以上のメインメモリ

Windows 7 の場合 : 1.5GB以上のメインメモリ

Windows 8, Windows 8.1 の場合 : 1.5GB以上のメインメモリ 

Windows 10 の場合 : 1.5GB以上のメインメモリ 

1GB以上の空き容量

FTTH 、 ADSL、 CATV


