
オペレーター クライアント

画面共有画面共有

遠隔操作遠隔操作

ファイル転送ファイル転送
など

セキュリティポリシーに応じたライセンス体系セキュリティポリシーに応じたライセンス体系 ワンタイム+常駐接続で使えるリモートコントロール
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アイエスエル・オンライン

遠隔地
サーバー
メンテナンスに

在宅勤務
テレワークに

お客様サポート
ヘルプデスクに

・アメリカ　・ドイツ　・スペイン　・スロベニア　・フランス　・スイス　・イギリス　・日本
・オランダ　・ブラジル　・オーストリア　・イスラエル　・フィンランド　・シンガポール
・ロシア　・スウェーデン　・サウジアラビア　・南アフリカ　・オーストラリア　・イタリア
・コロンビア

ISL Online の主な利用国
・日本語　・英語　・オランダ語　・フランス語　・ドイツ語　・イタリア語　・スロベニア語
・スペイン語　・ポルトガル語（ブラジル）　・ブルガリア語　・中国語（繁体）　・中国語（簡体）
・韓国語　・クロアチア語　・チェコ語　・デンマーク語　・ヘブライ語　・ヒンディー語
・ノルウェー語　・ポーランド語　・ポルトガル語　・ルーマニア語　・ロシア語　・スウェーデン語
・セルビア語（キリル）　・セルビア語（ラテン）

ISL Online 対応言語

【製　　造】
シチズン時計株式会社
株式会社ダスキン
株式会社ノエビア
株式会社メニコン

【建　　設】
Apaman Network株式会社
クボタ環境エンジニアリング株式会社
京王不動産株式会社
五洋建設株式会社
積水ハウス株式会社

東急不動産ホールディングス株式会社
三井不動産株式会社
三井住友建設株式会社
株式会社LIXIL

【小売・卸売】
パルシステム生活協同組合連合会

【サービス】
株式会社インフィニ トラベル インフォメーション
TOMAコンサルタンツグループ株式会社

【鉄道・陸運】
京王電鉄バス株式会社

【医療・医薬品】
鳥居薬品株式会社

【金　　融】
第一プレミア証券株式会社

【情報通信・IT】
エムオーテックス株式会社
株式会社管総研
キッセイコムテック株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
株式会社電通国際情報サービス
日興通信株式会社

富士通Japan株式会社
三菱ケミカルシステム株式会社
株式会社よみうりコンピュータ

【官公庁・自治体】
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団
福山市教育委員会

＜導入企業社名（順不同/敬称略）＞

ISL Online 国内導入事例 世界100カ国 30万社以上 国内2,500社以上

すべて対応して
いるのは、

ISL Onlineだけ!

4種類の
ライセンス

動作環境　下記OSが動作することが条件となります　　最新の動作環境はWebをご確認ください

オペレーター用プログラム 【 ISL Light】
■Windows

Windows 7 SP1、8、8.1、10、11（32bitおよび 64bit）
Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022
（64bit）

■ Mac
Mac OS X 10.8、10.9、10.10、10.11
macOS Sierra、High Sierra、Mojave、Catalina、
Big Sur、Monterey
※Mac OS X Serverは対応しておりません

■ Linux
Ubuntu 20.04 LTS - 22.04 LTS（64bit）
※いずれも「X Window System」のインストールが必要

■ モバイル
● iOS（iPhone/iPad）：iOS 9 - 15（iPadOSを含む）
● Android（スマートフォン /タブレット）：Android 5 - 12

常駐モジュール 【 ISL AlwaysOn】
■Windows 

Windows XP SP3、Vista（32bit）
Windows 7 SP1、8、8.1、10、11（32bitおよび64bit）
Windows Server 2008（32bit）
Windows Server 2008 R2 SP1、2012、2012 R2、
2016、2019、2022（64bit）
※Windows XP、Vistaで新規インストールを行った場合
はISL AlwaysOn 2.2.10が起動します

■ Mac
Mac OS X 10.8、10.9、10.10、10.11
macOS Sierra、High Sierra、Mojave、Catalina、
Big Sur、Monterey
※Mac OS X Serverは対応しておりません

■ Linux
Ubuntu 20.04 LTS - 22.04 LTS（64bit）
※いずれも「X Window System」のインストールが必要

中継サーバー 【 ISL Conference Proxy】

■Windows
Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、
2022（64bit）

■ Linux
Red Hat Enterprise Linux 8 - 9（64bit）
Ubuntu 20.04 LTS - 22.04 LTS（64bit）

■ ハードウェア要件（最小構成）
CPU：2GHz 以上、メモリ：4GB 以上、HDD：10GB 以
上の空き容量
※専用ハードウェアのご利用を推奨しております
※対応OSのシステム要件を満たす仮想環境でもご利用いた
だけます

※同時接続数および常駐接続のクライアント台数に応じた要
件はWebをご確認ください

通信環境

（ISL Light、AlwaysOn共通）
■ パブリッククラウドライセンス

● 通信速度
56Kbps以上

● 通信ポート
外向きのTCPポート7615、443、80のいずれか

※ドメイン「*.islonline.net」に対する接続許可が
必要

■ オンプレミスライセンス、
プライベートクラウドライセンス
● 通信速度

256Kbps（DSL）以上
● 通信ポート（初期値）
外向きのTCPポート7615、443、80のいずれか
（任意のポートに変更可能）
※対象サーバーに対する接続許可が必要

（オンプレミスライセンスご利用の場合のみ）

国内総販売代理店

株式会社オーシャンブリッジ
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル7F
Web： https://www.oceanbridge.jp/
E-mail： sales@oceanbridge.jp　TEL： 03-6809-0967（営業部）

ご購入に関するお問い合わせは

www.islonline.jpISL Online 15日間体験版

価　　　格価　　　格

OEMライセンス
弊社営業にご相談ください

※ ISL Onlineでは使用許諾契約によりサブライセンス（他企業へのアカウント情報の提供）が禁止されております。
※同時接続1ライセンスは「リモートコントロールの同時1接続」か「PC10台まで参加できるWeb会議」をご利用いただけま
す。（1同時接続ではリモートコントロールとWeb会議は同時には利用できませんが、別々の時間であれば利用可能です）

※プリペイドクーポンは「リモートコントロールの同時1接続」も「PC10台まで参加できるWeb会議」も利用できますが、合
計500分までです。（プリペイドクーポンの有効期限は1年間です）

※プライベートクラウドライセンスは自動更新契約です。更新しない場合は、契約期限の2ヶ月前までに書面で連絡が必要です。
詳細はお問い合わせください。

※クラウド追加ライセンスを利用する場合は、同年数のクラウド基本ライセンスの購入が必須となります。

■ 保守サポート
【 全ライセンス共通 】
 保守サポートにはEmailによる技術サポートと、製品バージョンアップ時の最新版プログラムの無償提供が含まれます。
【 プライベートクラウドライセンス 】
 上記に加え、緊急時の遠隔メンテナンスの提供を受けられます。
【 サポート時間（全ライセンス共通） 】
 10:00～ 17:00（土・日・祝祭日・休業日を除く）Emailによる技術サポート（電話による対応はしておりません）

ベーシック（基本/追加）サブスクリプション1年契約 1年間レンタル ¥500,000

製品種別 同時
接続数製品名 標準価格

オンプレミスライセンス

プライベートクラウド10 10年間レンタル ¥3,000,000

製品種別 同時
接続数製品名 標準価格

プライベートクラウドライセンス

プリペイドクーポン（500分）

パブリック（基本/追加）１年契約

無制限

1

¥50,000

¥150,000

同時
接続数製品名 標準価格

パブリッククラウドライセンス

オンプレミス環境構築など

環境構築支援サービス

セットライセンス・複数年契約もご用意しております。詳細はWebをご確認ください。

環境構築支援サービスの内容についてはお気軽にご相談ください

● 高セキュリティ　● カスタマイズ

「社内LAN」におけば

オンプレミスライセンス
「インターネット上」で共用すれば

パブリッククラウドライセンス

● カスタマイズ

「特定ビジネス」で利用すれば

OEMライセンス
● 高セキュリティ　● カスタマイズ　● 利便性　● 安定性

社内LAN

ライセンスの併用・切替が可能

ラ
イ
セ
ン
ス
の
併
用
・
切
替
が
可
能

インターネット

特定ビジネス

● 利便性　● 安定性

Microsoft Azureまたは
Amazon Web Services

「Azure」または「AWS」におけば

プライベートクラウドライセンス



外部業者によるシステム保守作業に

画面送信

ISL Online の特長ISL Online の特長

接続対象端末数・オペレーターアカウント作成は無制限で、同時に接続するライセンス分だけ。

拠点A

拠点B

拠点Cオペレーター クライアント

オペレーターの操作を
スムーズにする豊富な機能
オペレーターの操作を
スムーズにする豊富な機能

基本機能
● デスクトップ画面共有 ● キーボード＆マウス操作 
● ドラッグ＆ドロップによるファイル転送
● ショートカットキーの実行 ● ホワイトボード ● スクリーンショットの取得 
● ブラックスクリーン ● 画面拡大・縮小 ● 画面カラー数 
● 遠隔プリント ● レコーディング ● Ctrl+Alt+Delの送信

ネットワーク機能
● セッション再接続 ● 自動ポート設定

その他
● アプリケーション共有 ● プレゼンテーション 
● テキストチャット ● 音声・ビデオチャット

管理機能
● 自動レコーディング ● オペレーターID作成 ● 権限管理 
● セッション履歴

iPhone、iPad、
Androidの
画面を共有可能

遠隔地サーバーメンテナンスに

社内ヘルプデスクに

オペレーター 社　員

遠隔デモンストレーション

営業担当者 お客様

社 内

テレワークに

接続対象となる端末数は関係なく、
同時に使う分だけ。

接続対象は何台でもOK接続対象は何台でもOKこ
こ

がPOINT

オペレーターのアカウント数はいくつでも無料で
作成可能。

オペレーターアカウントはいくつでもOKオペレーターアカウントはいくつでもOKこ
こ

がPOINT

ワンタイム接続

常駐接続

接続端末ライセンス無料の「同時接続ライセンス」接続端末ライセンス無料の「同時接続ライセンス」 1ライセンスでワンタイム接続、常駐接続の両方が使える1ライセンスでワンタイム接続、常駐接続の両方が使える

ISL Onlineはさまざまなシーンで活躍しますISL Onlineはさまざまなシーンで活躍します

インストール不要のワンタイムモジュールを使
用し、簡単かつ迅速に画面共有を開始するこ
とができます。ActiveXなどのインストールは
不要のため、Admin権限がなくても利用可能
です。

あらかじめ常駐モジュールをインストールした
社内のPC/サーバーに対し、社外/自宅から安
全かつ迅速に接続し、操作することが可能です。
iPhoneやiPad、Androidからのアクセスも可
能で多様化するビジネスシーンに対応します。

社外・自宅

社 内

社 内 お客様

お客様

お客様サポートに

セッションコード
1234-XXXXX

遠隔地サーバー端末情報システム担当者

PC PC

社内サーバー端末外部業者

自宅・外出先

iPhone
iPad

Android iPhone
iPad

Android

PC
iPhone

iPad
Android

PC
iPhone

iPad
Android

サポートセンター

Black Screen




