クラウド型社内資産管理ソフト

Assetment Neoとは
バラバラな台帳を一元管理
台帳は常に最新の状態に！
社内でサーバーを購入する際、情報システム部門はサーバー台帳や

サーバー
一覧

リース
契約
IPAdd ress
一覧

保守契約
台帳

保守台帳、IPアドレス台帳を更新し、経理部門では同じサーバーを固定
資産台帳で管理しているとします。サーバーを廃棄したときに、
サーバー

固定 資 産
台帳

備品
台帳

の台帳は更新しても、保守台帳や固定資産台帳には反映されない…。

パ ソコ
ン
台帳

スマホ・
携
契 約台 帯
帳

そんなことがありませんか？
Assetment Neoは、資産台帳を一元管理することでこの問題を解決

様々な台帳を

します。

一元化

クラウド Plus

登録情報を更新すると他の台帳にも自動的に反映されるので、
各台帳は
最新の状態を保つことができます。管理担当者ごとに表示項目や更新
権限を変更したり、資産別に管理項目を設定することもできるので、
社内の資産をまとめて管理することが可能になります。
資産データの一元管理によって、台帳の保全性だけでなく業務効率
UPも実現します。

データだけでなく多様な業務もサポート

複数の業務に対応しているソフト
豊富な専用機能で様々な業務を効率化

総務の
管理

資産管理に関する業務は多種多様です。

車両

バーコード棚卸

移動や廃棄業務、
リース管理や貸出管理…。

で作業の効率化

出した資産を棚卸対象外にしたり、入出庫業務を行うことで

ME機器 の

資産
情報

移動管理

あわせた専用の機能を備えています。

の
リースや期限管理

社内資産の
台 帳 管 理（B a s e）

Assetment Neoは台帳として管理するだけではなく、貸し
リースの費用計上部門を変更するなど、それぞれの業務に

スマホ

の
使用料の管理

什器･備品の

組織
変更

リース資産 の
費用管理や
再契約管理

廃棄

社内資産の
移動に伴う

資産の登録や廃棄など、
業務ごとに別々に管理する必要がない
ので、業務効率の向上、作業負担の軽減が見込めます。

固定資産の

実査

入出庫

IT機器 の物品管理

デモ機などの
社外

貸出 管理

サーバーの構成管理
ラック図の管理

だから必要な機能をチョイス

提供方法
用途に合わせて3つのエディションをご用意
利用ユーザー数は無制限

Light

Standard

Enterprise

資産数 50,000 まで
業務に合わせて機能を選びたい

資産数 無制限
フル機能であらゆる業務に対応

Assetment Neo は月額制のクラウドサービスで、3 つのエ
ディションをご用意しています。
Lightは棚卸と貸出業務に絞った機能で、資産数の上限も
1,000までとなる分、割安にご利用いただけます。
Standardは資産数が50,000までの中で、必要な機能を自
由にチョイスすることができます。月額費用は選択した機能と
資産数の組み合わせで算出します。
Enterpriseは資産数無制限で全機能をご利用いただけます。

資産数 1,000 まで
少数資産の棚卸・貸出管理

利用人数

他拠点での利用や大規模企業への導入にも適しています。
月額 40 ,000 円〜 60,000 円
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無制限

月額 60,000 円〜 280,000 円

個別見積

他社製品との違い
IT資産管理ソフトや固定資産管理ソフトとは目的や機能が異なります
棚卸など物品管理

PCの動作状況・動作制御

IT資産管理ソフトはPCの

償却計算・申告処理

固定資産管理ソフト

IT資産管理ソフト

利用状況の把握などに特化

（PC,Server,スマホ）

した機能を持っていますが、

（固定資産,リース資産）

「購入したけど所在が不明
なPC」を把握することはで

PCリモートコントロール

リース料計算

Assetment Neoは不明
PCを把握するための機能
（現物管理機能）
が豊富です。
IT資産管理ソフトと
Assetment Neoをデータ
連携することで、資産管理
の相乗効果が見込めます。

償却計算と税の申告業務に
特化した機能を持っていま
すが、棚卸など現物管理を

（社内資産全て）

操作ログ取得

きません。

固定資産管理ソフトは減価

申告書作成

ファイル配布

資産管理

構成管理

ライセンス管理

貸出管理

修理管理

デバイス制御

移動の管理

スマホの使用料管理

インベントリ情報収集

保守契約管理

廃棄（除却）

アプリ稼働監視

組織変更

棚卸

行う機能が弱く、IT機器を
含む備品の管理が対象外と

利用者管理
減価償却計算

除却債務

なるため、資産全体の管理
には向いていません。
Assetment Neoと連携する
ことで、
固定資産とその他の
物品の両方を管理すること

圧縮記帳

ができ、より正確に資産を
把握・管理することができる
ようになります。

×

汎用ソフト

業務設計が必要、
属人化の問題あり

Microsoft

Microsoft

Excel

サイボウズ

Access

kintone

ネオジャパン

desknet s DB

その他

競合商品

同じ分野の競合製品もありますが、Assetment Neoはそれらの製品とは機能差が

データ量が少なく複数人での管理が必要ない場合には、汎用ソフト
（極端にいうと

圧倒的に違います。

Excel）
での管理でも問題ないかもしれません。

棚卸業務に特化したもの、貸出管理のみのもの、
リース契約の管理システムなど、様々

ただ「何でもできる」かわりに設計が重要で、マニュアルなどのドキュメント作成が必須

な製品がありますが、社内資産のデータや業務を一本化することで業務効率が向上

となり、
これを怠ると
「○○さんが退職したから分からない」
といった属人的な管理になる

するソフトはAssetment Neoだけです。

傾向があります。

導入実績
実績500社超！数多くの優良企業様にご利用いただいています

建設 その他
教育 3% 7%

3,000人以上

13%
1,000人以上
3,000人未満

19%

200人未満

25%

導入いただいた

企業様の従業員

規模

500人以上
1,000人未満

18%

医療

4%
5%

金融・
保険 6%

卸売・小売
200人以上
500人未満

25%

取引先の一部（敬称略）

12%

情報通信

33%
導入いただいた

企業様の

業種

サービス

13%

製造

18%

3,000人を超える大手企業から200人未満の中堅企業まで、

セキュリティ要件により情報通信業での導入が多い傾向に

幅広い導入実績があります。

ありますが、業種を特定しないのもこの商品の特長です。

100店舗を超える多拠点企業への実績も数多くあり、規模

企業に“物”があれば、
管理業務は必ず存在します。

を問わず様々な企業様に導入いただいています。

その業務をサポートするのがAssetment Neoです。

石屋製菓
NTTコミュニケーションズ
カゴヤ・ジャパン
角川大映スタジオ
神奈川県庁
京セラ
サイバーエージェント
サイバートラスト
島村楽器
昭和電工
白百合女子大学
ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン
大日本印刷
千葉西総合病院
東邦ガス
ニコンイメージングジャパン
日本気象協会
日本自動車連盟（JAF）
日本赤十字医療センター
日本電子計算
日本放送協会
富士通クラウドテクノロジーズ
フジテレビジョン
ブックオフコーポレーション
ポニーキャニオン
三菱ケミカルシステム
武蔵野美術大学
メガネトップ
ヤンマー
LINE
リコージャパン
リテラ･クレア証券
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機能紹介： 機能の全体一覧

機能一覧とオプション機能の組み合わせ例

システム

主な機能

総務の
経理の
什器・備品 固定資産
の棚卸
の実査

情シスの
社内資産の
IT資産の リース管理 貸出管理
持出・返却
管理

資産マスタを作成するための機能を実装

１．資産情報

資産の種類別に項目を分けて管理
費用管理や期限管理の機能も標準装備
スマホアプリで資産情報の閲覧や更新、
新規登録

Baseの
台帳機能

２．組織変更

３．廃棄

組織の統廃合に対応
資産の利用部門や管理部門、契約担当部門、貸出部門

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

など、
システムで管理している複数の部門を一括変更
廃棄申請書の印刷、廃棄物のラベル読み取り
廃棄日の一括設定、
マニフェストの期限管理などに対応

棚卸の担当者を割り当てる事前準備、
実査データの取り

４．棚卸

込み、
進捗状況の管理、
報告書の印刷機能などを実装
バーコード棚卸、紙でのリスト棚卸、スマホ棚卸、図面

◯

や写真を使った棚卸に対応

５．利用者報告

自分が利用している資産を各自報告させる機能

６．ラベル印刷

ラベルの印刷、採番管理機能

◯

人の移動が多い現場でも資産の所在を把握

印刷履歴の参照や再印刷に対応

◯

◯

◯

◯

◯

◯

リースやレンタルの契約管理

７．リース・レンタル

リース・レンタル会社からの請求額のチェック

◯

部門計上額の計算や集計表の作成などの費用管理

◯

契約満了時の期限管理、
再契約や買取、
返却業務に対応

８．貸出管理

組み合わせ ９．構成管理
機能

（オプション）

の一括設定機能、返却日の一括設定機能
サーバーなどの本体と内蔵物・付属品を結びつけて管理

１１．修理・点検

資産の修理履歴を管理

１４．IT資産管理ソフト
との連携
１5．ワークフロー
１6．移動管理

◯

発注情報の取り込みや検品書の印刷に対応
IT機器などの年間保守の期限管理や費用管理に対応

１３．図面

◯

出荷業務における当日出荷予定一覧の表示、出荷日

１０．保守契約

12. スマホ月額
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カレンダーから空き状況を把握し貸出予約

◯

部門別に費用の配賦も可能

◯

定期点検に対応
スマホやモバイルルーターなどの月額費用を管理
ワースト一覧や部門別費用などのレポート機能
フロア図の上に資産を配置し、所在をDB化
サーバーのラック図などの管理も可能

◯
◯

IT資産管理ソフトのデータをCSVで取り込み、

購入申請やリース契約、貸出申請などにも対応
iPhoneをラベル読み取りの専用端末として使用し、
スマホアプリでラベルをスキャンして移動管理

◯

◯

◯

◯

Assetment Neoのデータと突合し、差異を把握
資産移動や廃棄を行う場合の承認機能

◯

◯
◯

◯

◯
◯

※表の○印は、対応業務を行うための推奨機能です。お客様のニーズにあわせて、組み合わせ機能を変更することも可能です。

機能紹介： 台帳
（Base機能）

1. 資産情報（Base機能）
資産マスタの台帳管理を強力にサポートする機能が満載
■ 基本機能

管理項目の定義は自由に設定可
メニューのカスタマイズ可
汎用的な資産一覧を作成しメニューに追加（Viewの作成）
資産の一括変更を定義しメニューに追加
各種マスタ
（部門・分類・ロケーションなど）
汎用的な予備マスタの定義5個（顧客・商品マスタなど）
写真や稟議書などのファイル取り込み
トップページに管理者からのお知らせ表示
スマホアプリで資産情報の閲覧・更新・新規登録

■ 費用管理
■ 期限管理
■ データ連携

月別・部門別に費用管理（任意の項目で集計可）
リース・レンタルや保守契約、
スマホ月額などの機能とも連携可

期限満了にあわせメール通知
（リース契約満了や貸出の返却予定日など）
メール通知は2回まで、文章は任意に設定

資産一覧

作成したViewはすべてCSV出力可
CSVファイルから汎用的に項目を割り当ててインポート
自社内の基幹システムとのCSVによるデータ自動連携
資産番号以外の番号をキーにしてインポート
複数の項目を連結してインポート
インポート状況一覧にて状況確認

■ 権限設定

利用者毎にロールを設定し、利用可能な機能や更新権限などを定義

■ IT統制対応

パスワードポリシーの定義

資産入力（更新）

利用部門配下のデータ以外更新不可などの設定も可
各機能の利用履歴やデータ変更履歴は1年間保持、検索も可
SAML認証によるシングルサインオン

資産情報アプリ
（Android や iOS に対応）

2. 組織変更（Base機能）
利用部門の一括変更で部門管理の負担を軽減
資産に紐づける部門を管理する機能です。部門をAからBへ一括変更することができるので、
1件1件更新する手間が省けます。
利用部門のほか、資産の管理部門やリース契約部門、貸出担当部門などの管理が行えます。

■ 統廃合

廃止部門の対象資産を一括で移動

■ 分割

部門の一部の資産を他部門へ一括移動

■ 人事異動

人と共に移動する資産（PCなど）
は自動的に部門変更

廃止部門一括変更

3. 廃棄（Base機能）
廃棄の申請からマニフェストの期限管理までサポート
■ 申請書

本体と紐づけた関連資産は廃棄時に連動して廃棄処理
複数資産の一括廃棄
バーコードを活用した廃棄日設定の一括更新
廃棄した資産と申請書の差異の把握

■ マニフェスト

マニフェストの期限管理（B票・D票・E票）
廃棄証明書やデータ消去証明書などのPDF登録

マニフェスト期限一覧

04

機能紹介： 棚卸／利用者報告／ラベル印刷

4. 棚卸
棚卸効率化で作業負担を1/5に！
バーコードをはじめさまざまな棚卸方法をご用意！
お客様の業務形態にあわせて選択できます。

■ 事前準備

担当者ごとに棚卸グループ作成
（作成自動化も対応）

画像後送

紙での棚卸時はリスト棚卸表印刷
棚卸グループの一括作成（大規模向け）

■ 棚卸

バーコード棚卸のデータ取り込み
（場所や利用部門などの情報も同時取り込み）
リスト棚卸入力
スマホ・タブレットによる棚卸
棚卸差異の一覧表示および印刷
棚卸グループ別に棚卸の進捗状況を表示

■

棚卸結果

棚卸完了報告をワークフローで回覧

棚卸差異一覧

棚卸グループ別集計表（部門別の棚卸結果）

棚卸グループ完了申請

A

バーコードやスマホ、RFIDでの棚卸

B

C

紙での棚卸

フロア図からの棚卸

フロアの配置状況がわかる図面機能
パーティションや空調設備などの建物付帯設備の棚卸に最適

Android や iOS に対応

スマホでの表示項目はWEB画面とは別に定義可

5. 利用者報告

6. ラベル印刷

PCやスマホなどの個人への支給物は
利用者に報告を促すことで棚卸作業を軽減

自由なレイアウトでラベル作成！採番管理も対応

■

利用資産報告 各社員が利用資産にチェックを入れてWEB画面から報告

■ 報告チェック 利用報告を行っていない人を一覧表示

利用者が設定されていない資産を一覧表示
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出力する内容は任意に設定可

利用資産報告

■ 印刷機能

ラベル印刷機能（資産マスタの内容を印刷）
ブラザー工業「PT-P900W」
「PT-P950NW」、
キングジム「テプラ PRO SR5900P」に対応
印刷履歴の参照、再印刷

ラベルレイアウトは自由に編集可能

機能紹介：リース・レンタル／貸出管理

7. リース・レンタル
リース請求額のチェックや契約満了時のメール通知も対応
■ 基本機能

契約データのインポート、CSV出力
再契約の進捗管理
買取や再契約の管理
ワークフロー機能と連動

■ 費用管理

費用データの割賦単位選択
（月次や日割りなど）
途中解約における残費用の扱いの定義（残費用一括計上や翌月以降クリアなど）
月別・部門別などでの今後の費用の参照
リース・レンタル会社からの請求データ取り込みおよび金額チェック
再契約時はリース・レンタル会社毎に契約月数設定、
費用の%での設定可

■ 期限管理

リース請求データ差異一覧

契約満了日の数ヶ月前などに再契約確認のメール通知
メール通知は2回まで、文章は任意に設定可

リース・レンタル契約入力（更新）

●契約登録

●契約期限通知

●返却

リース期限や金額などの

リース期限満了前に再契約の

バーコードリーダーで返却資産のラベル読み取り

契約情報を登録

確認メールを自動送信

読み取った情報をシステムに反映

資産購入・リース契約

請求額チェック

期限管理

返

再契約・買取

●請求額チェック

却

●再契約

リース会社からの請求データをAssetment Neoに取り込み

原契約と再契約は自動でデータ連結

取り込んだ請求額と契約登録した金額との差異を一覧で把握

再契約費用は%で設定可

8. 貸出管理
予約から出荷、返却期限の管理まで、資産貸出における様々な業務に対応
■ 貸出予約

カレンダー表示の貸出状況一覧から予約登録

Android や iOS に対応

貸出予約一覧&貸出予約入力（更新）

複数資産の一括貸出、
セット品での貸出登録
連続貸出不可設定（返却から次の貸出までの日数設定）
貸出データのインポート、CSV出力
汎用的な貸出資産一覧を作成しメニューに追加
（Viewの作成）
ワークフロー機能と連動した貸出申請
外出先からスマホアプリで貸出登録

■ 出荷

貸出票・預り証の印刷
バーコードを活用した貸出日の一括更新

■ 返却

バーコードを活用した返却日の一括更新

■ 期限管理

返却予定日の数日前にメール通知（2回まで）
文章は任意に設定可、外部（顧客）への通知も可能
貸出状況から稼働率を把握
未返却資産の一覧表示

●貸出ルールの設定

●出荷業務

●返却

返却から次の貸出までの日数を設け、連続貸出を

対象資産のラベルをバーコードリーダーで読み取り

バーコードリーダーでラベルを読み取り

不可にするなどの貸出ルールの設定

預り証とともに出荷

返却日を一括セット

貸出ルールの設定

貸出予約

●貸出予約登録

出荷（配送）

期限管理

返

却

●返却予定日のメール通知

カレンダー画面から担当者が直接予約

返却予定日数日前にメール通知

貸出票を印刷し出荷担当者に依頼

予定日を過ぎても未返却のものは再度通知
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機能紹介： 構成管理／保守契約

9. 構成管理
サーバーなどの構成情報を設定、納品時の検品にも対応
サーバーを一式購入した場合、発注データには内蔵物や付属品も含まれ、管理する単位がラベル貼
付の単位とは異なってきます。
Assetment Neoの構成管理は、
これらの管理単位を変更し、結びつけを行う機能です。
サーバー内蔵物であるメモリに対し、
ラベル貼付や棚卸は対象外とし、廃棄時はサーバー本体と連
動して処理をする、
といったことができるようになります。

■ 発注

発注データのインポート

■ 構成情報入力

発注データに対しての構成情報入力（本体と内蔵物や付属品の紐づけ）

■ 納品検品

未納品一覧からの検品書出力
検品情報の入力、資産データ自動作成

●発注データのインポート

構成情報入力

●検品処理

発注データをCSVで取り込み

検品書を出力し、納品物にラベル貼付

項目の対比は自由に設定可

貼付したラベル番号を構成情報に登録

発注情報取り込み

構成情報入力

検品処理

●構成情報入力
発注データをもとに本体と

検品書

内蔵物や付属品を紐づける

10. 保守契約
IT機器やソフトウェアの保守契約の管理
保守契約と資産を結びつけて管理する機能です。保守契約の

保守契約から見た対象資産

資産から見た保守契約状況

更新時には期限通知メールを送信します。
保守費用を一覧表示することで、次年度の予算策定時の現状
把握に役立ちます。
ソフトウェアのライセンスも資産と結びつけることができるの
で、
どのライセンスがどの機器で利用されているかも把握でき
ます。

■ 基本機能

1契約に対して複数資産を管理

■ 費用管理

保守費用データを資産に按分

資産ごとに契約の更新履歴を保持
年次や月次など割賦単位選択可
月別・部門別に費用把握

■ 期限管理

契約満了日の数ヶ月前などに再契約確認
のメール通知
メール通知は2回まで、文章は任意に設
定可

■ インポート

保守契約情報のインポート
資産と結びつけるインポートも可

1つの保守契約に対して複数の資産
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1つの資産に対して複数の保守契約更新履歴

機能紹介：修理・点検／スマホ月額／図面

11. 修理・点検
資産の修理履歴の管理

資産の点検予定と実績の管理

資産の修理情報を管理し、故障状況などを分析できる機能です。

定期点検の情報を設定することで、次回点検予定のデータを自動作成し、点検漏れの防

故障の多い機種や利用部門などを把握することで、運用における改善対応が可能になり
ます。

止に繋げる機能です。
定期点検の周期は分類ごとに設定できるので、
車両は1年点検、
医療機器は3ヶ月点検な
ど、
物によって周期を分けて管理することが可能になります。

■ 基本機能

■ 基本機能 点検の予定の管理、点検を行った実績情報の管理、CSVインポート

故障の事象を登録し、
資産ごとに履歴を保持

■ 費用管理 有料点検の費用管理

CSVインポート

■ 費用管理

■ 期限管理
■ 連携機能

年次・月次・部門別での費用表示

有料修理の費用管理
年次・月次・部門別での

■ 期限管理 点検予定日数日前にメール通知

費用表示

■ 連携機能 貸出管理機能との連携による貸出不可の制御

（貸出回数が上限に達したら点検が必要など）

返 却 予 定日数日前に

棚卸時の対象外設定

メール通知
修理中の資産は貸出
不可
棚卸時の対象外設定

修理入力

点検予定一覧

12. スマホ月額

13. 図面

スマホやモバイルルーターなどの回線費用分析

フロア図やラック図の管理で資産の設置場所を把握！

■ 費用登録

月額費用を入力、あるいはCSVデータのインポート

■ 図面作成

■ 費用分析

利用金額が高い端末をワースト一覧で表示

JPEGなどの画像取り込み（画像の上から描画可）

金額未変動の端末を一覧表示（使われていない端末の把握）
前月比較や部門別一覧などで費用分析
（利用状況の分析で無駄なコストを把握し、削減に貢献）

ワースト一覧

Microsoft Oﬃceの「図形挿入」に似た図形描画
自由に線描画ができるコネクタ
図面に対象資産を配置（データは資産マスタと連携）

■

図面描画

検索した資産の配置場所を図面上でピン表示

図面作成
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機能紹介： IT資産管理ソフトとの連携／ワークフロー／移動管理

14. IT資産管理ソフトとの連携
IT資産管理ソフトの価値をさらに生み出す！
みなし棚卸で作業軽減も可能
IT資産管理ソフトを導入しても、稼働していない不明資産を把握することはできません。

本来あるべき
パソコン一覧

購入した資産とIT資産管理ソフトの稼働状況に差異があれば、
セキュリティ的にも問題
です。
IT資産管理ソフトとAssetment Neoを連携することで、
この差異を明確にし、問題を把

CSV
取込

現在稼働中
パソコン一覧

IT資産
管理ソフト

クラウド Plus

握することが可能になります。

不明パソコン

■ 連携機能

IT資産管理ソフトの管理項目をAssetment Neoに設定
（10項目まで）

■ みなし棚卸

IT資産管理ソフトの直近（期間設定可）のインベントリ情報を参照、

IT資産管理ソフトから出力したCSVデータの取り込み
Assetment Neoのデータと突合した結果の差異を一覧表示、検索

不明パソコンって？？

「みなし棚卸」
として棚卸時に除外

● 紛失や盗難にあったパソコン

● ロッカーの中にある遊休パソコン

● 勝手に捨てられてしまったパソコン

● IT資産管理ソフトを停止したパソコン

１５. ワークフロー
購入・移動・廃棄・貸出などの申請に！
資産利用におけるさまざまな稟議申請に使える機能です。
たとえば機器設置の稟議申請をしたい場合、利用者が資産を
使うロケーションを設定し申請します。承認者が申請を承認す
ると、資産マスタのロケーションが変更されるしくみです。
申請項目であるロケーションを、承認なしでは変更できない項
目とするなどの権限設定も可能です。

■ 稟議の種類

購入申請、移動申請、利用者変更、廃棄申
請、棚卸完了報告、
リース契約、貸出申請
など
（複数資産の申請可）

■ 回覧ルート

稟議設定時にルートを定義

■ 状況確認

申請者：申請した依頼の状況確認

承認者・回覧者の設定（最大10名まで）
稟議状況一覧

承認者：申請された内容のメール通知
稟議状況一覧から一括承認や却下、
差戻が可能

廃棄申請入力（新規）

未承認の稟議に対して督促メールを自動送信

１6. 移動管理
顧客に向けた製品の入出庫や、社内資産の持出・返却管理に

メニュー

汎用マスタ
選択画面

スキャン画面

iOS端末をラベル読み取りの専用端末として使用し、資産の移動管理を行う機能です。
入出庫の際に対象物を複数スキャンして、出庫日や返却日などの資産マスタの情報を一括
で変更することができます。

■ 設定

スマホのボタン名称は自由に設定可
ロケーションの初期値の設定可、
リスト選択も可能
画面遷移におけるメッセージ設定

■ 分析

移動履歴一覧
稼働率集計表

iOS に対応
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サービス： 導入時の支援／保守サポート

導入時の支援（別途有償）
経験豊富なプロによる手厚い支援で、スムーズにサービス導入！

2, 教育サポート

1, Fit & Gap

管理者向け、
部門担当者向け、
一般ユーザー向けに分けて操作説明を行います。

お客様の業務をヒアリングし、
Assetment Neoの活用方法のご提

管理画面の操作説明やバーコードリーダーの使い方など、それぞれの役割に応

案やビューの設定作業を行います。

じた内容で説明します。

また、運用手順書（当社書式）の作成を

教育サポートはお客様の業務スケジュールにあわせて行います。導入支援完了時

行い、属人化を回避します。

にすべての説明を行うのではなく、棚卸説明は棚卸実施の直前に行うなど、
当社との契約終了月に左右されずに説明会を実施することができます。

導入支援完了

１）業務ヒアリング

Assetment Neo本番稼働

２）利用方法のご提案
３）業務に応じたビューの設定

だから直前に
棚卸説明会を実施

棚卸実施

6月

４）運用手順書の作成

12月
半年経つと忘れてしまう

3, データ移行サービス

4, 初期棚卸支援サービス

既存の台帳（固定資産台帳などのデータ）
をAssetment Neoに移行します。

初期棚卸を支援します。

1）マスタの整合性チェック
サーバー
一覧

リース
契約
IPAddress
一覧

保守 契約
台帳

備品
台帳

退職した人を利用者一覧から削除したり、
パ ソコ
ン
台帳

固定 資 産
台帳

スマホ・
携
契 約台 帯
帳

既存の資産にラベルが貼付されていない場合、
ラベル貼付や台帳作成などの

１）事前準備

部門が廃止された場合は各資産の利用部門

●

バーコードラベルの印刷、各種マスタの設定、
ラベル貼付位置の確定

を現行部門に変更するなど、最新マスタに

●

事前説明会にて台帳整備のノウハウを提供

あわせたデータコンバートを行います。
2）項目の定義
管理対象物毎に管理項目をヒアリングし、
設定を行います。

２）実査
●

バーコードラベルの貼付、
タブレットを利用した初期棚卸 など

（通常はお客様にて実施）

3）複数台帳のマージ
1台のサーバーがサーバー台帳と固定資産
台帳に別々に登録されているなど、
同一資産

クラウド Plus

３）不明資産のまとめ

が複数の台帳で管理されている場合、
データ

●

既存台帳との差異を調査し不明資産を把握

を統合し、
1データとして移行します。

●

各担当者が再調査した結果の反映

初期棚卸はスマホで行うと

作業効率が劇的にＵＰ

保守サポート
（クラウド利用料に含む）
柔軟なサポートと定期的な機能強化で、導入後も安心と満足をお届け

1, サポートデスク

2, バージョンアップ

3, バックアップ

導入後もお客様に安心してお使いいただけるよう、

お客様からのフィードバックを活用し、定期的に

サポートデスクを開設し、
メールによるサポートを

バージョンアップを行って新機能を順次実装して

行っています。
●

います。

にデータを複製して保管することで、障害発生時に

バージョンアップには機能強化のほか、脆弱性対応

操作方法に関する質問への回答

なども含まれます。

●

機能の活用方法のアドバイス

●

システム障害の問い合わせに対する調査・報告

1日1回、
夜間に自動でフルバックアップを行います。
バックアップデータは3世代分を保持。別サーバー
データを復元することができます。
3日前

2日前

前日

Ver.2.9
お客様

当社

Ver.2.8
新しいバージョンは、
ご契約中のお客様に無償で
提供されますので、全てのお客様が新機能や機能
改善のメリットを享受できます。
※セキュリティの観点から、
バージョンアップは必須となります。
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クラウドサービス： セキュリティ／サービス内容と仕様

クラウド環境のセキュリティ
安心して利用できる、セキュリティレベルの高いクラウドサービス
ウイルス

攻撃者

お客 様 環 境

Internet
❶ メールは送信のみ

❺ IP制限

（受信不可設定）

（設定した固定IPからのみアクセス可）

https（EV対応）
❻ httpsによる暗号化

❷ WAF導入

クラウド Plus

（他のポートは閉鎖）

AWS

❼ スマホ内のDB暗号化
https

※スマホのデータはすべて暗

当社環境

❸ 定期的な脆弱性診断

号化しているので、スマホ紛
失時もデータをのぞき見るこ
とはできません。

❹ メンテナンスは当社の社内ネットワークと完全分離

サービス内容と仕様
サービス内容

サービス仕様

Assetment Neoの利用方法

クラウド環境での各機能の利用

利用可能時間

問い合わせ

メールによる問い合わせ

契約終了時のデータ提供

資産マスタおよび各種マスタデータを提供

24時間365日
（計画停止を除く）
※計画停止は通常夜間実施
※土曜深夜に定期システムメンテナンス

※履歴など一部対象外

バージョンアップ

マイナーバージョンアップ
（機能追加）
ディビジョンアップ
（障害対応）

システム監視

httpsからのサービス稼働監視

バックアップ

システムバックアップは全体バックアップ

無制限

冗長化対応

AWS（Amazon Web Services）
による冗長構成

サービスレベル

目標稼働率99.9%以上

対応ブラウザ

Chrome / Edge / IE11
※IE10以下/Firefox/Safariは非推奨
※iOSやAndroidでのブラウザ利用は非対応

スマホ対応OS

1日1回夜間実施、3世代保持
障害対応

利用ユーザー数

iOS 11/12/13/14、Android 8/9/10/11
※移動管理アプリはiOSのみ

RPO：直前の日次バックアップから復元

制約事項

RLO：障害前と同様のサービス提供

画像ファイルは640×640px以内に自動圧縮
添付ファイルの最大ファイルサイズ10MB

※記載されている会社名、製品名、ロゴなどは、各社の登録商標または商標です。※本誌に記載されている内容および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

詳しくはWEBへ

https://www.assetment.net/

【開発元】

〒170-6054

【お問い合わせ先】

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 54F

TEL：03-4455-7504
E-mail：contactus@assetment.org

ver.2.9

