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情シス業務をサポートする
IT資産管理ソフトとは？

~テレワーク運用支援からW i n d o w s 1 0更新管理まで～
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情報システム部門の業務は、システム運
用・保守、トラブルなどの社内問い合わせ
対応といった、いわゆるノンコア業務が多
くを占めています。

そんな中でも、IT戦略・計画の策定や、新
型コロナウイルス対策としてニーズが急増
したテレワークの環境整備を含むBCP（事
業継続計画）対策など、会社経営に関わる
重要な任務を果たさなければなりません。

また、IT人材不足により「ひとり情シス」
の増加などマンパワー不足も問題視されて
おり、業務効率化・属人化防止としてITの
活用は必要不可欠です。

このような問題の解決にはIT資産管理ソフ
トの活用がおすすめです。

長時間労働の
是正

テレワーク

IT人材不足
Windows 10
更新管理

業務の可視化
効率化 IT資産管理ソフトで

解決！

情報システム部門における現在の問題点
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IT資産管理ソフトが発売された当初は、そ
の名の通りIT資産を適切に管理・運用し、
スムーズな企業活動を支援することが目
的でした。しかし、時代の流れとともにIT
活用やセキュリティに関する法律が定め
られる中で、IT資産管理ソフトはニーズに
合わせた機能拡充を続け、様々な課題を
解決できるソリューションとして成長し
てきました。

近年では、アップデート方式が刷新され
たWindows 10の更新管理、労働生産性の
向上・時間外労働削減を目的とした働き
方改革への活用、テレワークのセキュリ
ティ対策や業務の可視化など、幅広い機
能が搭載されており、その重要性は高ま
り続けています。
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IT資産管理のニーズ

IT資産管理ソフトは時代に合わせて大きく進化している
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近年、IT資産管理を見直す企業が増えています！

組織において、PCなどのIT資産は管理され
ていて当たり前になりつつあるものの、一
方で現状では不十分であったり、改善の余
地がある場合があります。

「Excel管理に限界がある」「WSUSでは
Windows 10の更新を管理しきれない」
「テレワーク対応で従業員の働き方の見直
しとともにPC管理の重要性が高まった」な
どの理由から、近年IT資産管理の方法を見
直す企業が増えています。

これらの課題からIT資産管理ソフトの新規
導入、または過去に導入したソフトの入れ
替えをご検討されている方にオススメした
いのが、 IT資産管理ソフト「 System
Support best1（SS1）」です。

SS1におまかせください！

Windows 10の普及に伴う
更新管理の煩雑化

PC台数の増加に伴う
Excel管理からの脱却

テレワーク対応のため
PC管理の重要性増加

過去に導入した
IT資産管理ソフトの見直し



4© 2020 DOS Co., Ltd.

「SS1」はとある企業の情報システム担当
者様の声から生まれ、2000年に販売開始
したパッケージソフトウェアです。今年で
販売20周年を迎えました。数あるソフトの
中でも、とりわけ充実したIT資産管理機能
に自信をもっております。

管理者に寄り添った製品づくりで、多くの
お客様から「使いやすい」と評価をいただ
いております。また、必要な機能だけを選
んで導入できますので、無駄な投資をする
ことなく管理をはじめられます。

毎年バージョンアップしており、時勢に
沿った機能を随時追加。これからも情報シ
ステム担当者様の業務をあらゆる側面でサ
ポートいたします。

https://www.itreview.jp/products/system-support-best1/reviews

SS1選定理由
No.1は使いやすさ

投資対効果の高い
機能体系

導入前～運用の
トータルサポート

法人向けソフトウェアレビューサイト「ITreview」

IT資産管理カテゴリーのなかで高い評価を獲得

SS1導入ユーザー様の約
92％が選定理由に使いや
すさを挙げています。

必要な機能だけを選択で
きるため、無駄な投資を
することなく管理をはじ
められます。

詳細はこちら詳細はこちら詳細はこちら

品質の良さ、レスポンス
の早さにおいてお客様か
ら高い評価をいただいて
おります。

※基本機能のみ。別途導入支援費・年間保守費が必要

使いやすさを選定理由に
挙げたSS1導入ユーザー様

管理対象台数100台の
場合のライセンス料金

SS1サポートデスク満足度

管理者に寄り添った製品づくりで、あらゆる情シス業務をサポート

https://www.itreview.jp/products/system-support-best1/reviews
https://www.dos-osaka.co.jp/ss1_d_support.html
https://www.dos-osaka.co.jp/ss1_price.html
https://www.dos-osaka.co.jp/ss1_usability1.html
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導入社数2,200社以上！多くの企業・組織に選ばれています

SS1導入ユーザー様から高い評価をいただ
いており、保守継続率は約93％と業界
トップクラスを誇ります。

2020年4月には、「ITreview」に掲載され
ている法人向けソフトウェア約2,700製品
の中から認知度・満足度の高い製品
TOP50に選出されました。

新規導入社数も年々増加しており、あらゆ
る業種のお客様からご好評いただいており
ます。

※SS1導入ユーザー様一覧(順不同)

製品レビュープラットフォーム「ITreview」
が発表した「Best Software in Japan 2020」
にて、TOP50に選出されました。 https://www.dos-osaka.co.jp/ss1_d_ex.html

導入事例の詳細は当社Webサイト・またはお問い合わせください。

https://www.dos-osaka.co.jp/ss1_d_ex.html


6© 2020 DOS Co., Ltd.

右クリックメニューや項目の並び替えなど、Excelのような操作
性で直感的に使いこなせます。社内・社外問わずにインベント
リ情報を自動収集し、常に最新の状態が把握できます。

機器を設置図上で管理できる機能も、SS1の特徴として評価い
ただくポイントのひとつです。離れた拠点の状況も簡単に把握
でき、ヘルプデスク業務もスムーズにおこなえます。

SS1導入によって機器台帳の管理を自動化できた。以前は、台帳の情報に漏れやミスが
発生しやすく、間違いがあった場合は該当PCを追跡して調べていたが、そのような手
間がなくなった。

業種 製造・販売
管理台数 250台

台帳管理・セキュリティの課題解決のため、SS1を導入

事例

機器の設置状況がわかりやすい

特に強みを持つ I T資産管理機能

E x c e l 調の管理画面で I T 機器を管理
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Windows 10 の更新プログラム適用管理を効率化

Windows 10へのリプレースに際して、インベントリ登録やキッティング作業、返却漏
れの古いPCがあった場合のメッセージ通知などをSS1でおこなった。その結果、ス
ムーズにPCを入れ替えることができた。

業種 情報・通信
管理台数 2,000台

SS1を用いてスムーズにWindows 10へリプレース

事例

SS1に登録されている機器であれば、WSUSを用いること
なく、Windows 10の大型アップデートを配信できます。
WSUS構築コストや手間をかけずに更新管理が可能です。

S S 1 で W i n d o w s  1 0 の
大型アップデートを適用可能

SS1で対象機器やタイミングを詳細に指定し、WSUSで各
種更新プログラムを配信できます。配信・適用結果は
SS1の画面上で確認でき、作業負担を軽減します。

W S U S と連携して
アップデート管理を効率化



8© 2020 DOS Co., Ltd.

テレワーク端末の管理にも役立つ機能を搭載

PC操作やソフトウェア使用状況などをレポート化し、実
態が見えにくいテレワーカーの作業状況を可視化。
打鍵回数も取得できるため、効率的に働けていない社員
の洗い出しなどにも活用できます。

社内ネットワーク外のPCに対し、インターネット経由で
インベントリや各種ログの収集、ポリシーの適用が可能。
不正なソフトウェアやUSBメモリの使用を制限すること
で、情報漏洩対策やセキュリティ強化に役立ちます。

テレワーク端末のセキュリティ対策社内・社外端末の業務実態を可視化

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、当社でも在宅勤務を実施しております。実施前には、 テレワークに使用する端末の
抽出や洗い出し、キッティングなどにSS1を活用し、スムーズに準備ができました。また、従業員にSS1を用いて作業内容のロ
グをランダムで確認する旨を通知し、勤務怠慢抑止を実現しています。

SS1を使ったテレワーク端末管理（株式会社ディー・オー・エスの事例）

事例
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TEL 【東日本営業課】03-5209-5120
【西日本営業課】06-6448-3858

MAIL service@dos-osaka.co.jp
HP https://www.dos-osaka.co.jp/

情報システム担当者様向け情報サイト

System Support LAB.
https://sslab.dos-osaka.co.jp/

いつでもどこでも受講可！

SS1オンラインセミナー
https://www.dos-osaka.co.jp/ss1_online_seminar.html

本資料に関するお問い合わせやご相談・資料請求はこちら

株式会社ディー・オー・エス 営業事業本部

mailto:service@dos-osaka.co.jp
https://www.dos-osaka.co.jp/
https://sslab.dos-osaka.co.jp/
https://www.dos-osaka.co.jp/ss1_online_seminar.html

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	近年、IT資産管理を見直す企業が増えています！
	スライド番号 5
	導入社数2,200社以上！多くの企業・組織に選ばれています
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10

