注意事項

（必ずご了承の上ご購入ください）

●シリアル番号を持たないUSB機器を鍵に指定した場合は、
同じメーカーの同じ型番のUSB機器が合鍵となりますので
ご注意ください。
※お手持ちのUSB機器が鍵として適切かどうかを判定する
プログラムを無料で提供しております。
弊社のホームペー
ジをご覧ください。
●電源をとっているだけの機器は、
デバイスマネージャに 表示さ
れないため鍵として登録することはできません。

必要なシステム

●対応OS：日本語 Windows 8 / 7 / Vista（32ビット、
64ビット）、
XP SP2以上（32ビット） ※Macintoshでは、
動作しません。
●対応機種：上記OSが正常に動作するPC（PC/AT互換機）

●CPU：Pentium 300MHzインテル互換CPU（Vista/7の場合は
1GHz以上）
●メモリ：512MB以上（Vista/7の場合は1GB以上）

●ハードディスク容量：20MB以上（暗号化領域作成時、
およびログ
保存時には別途、
空き容量が必要）

●鍵になるUSB機器、
利用可能なUSBポート
（USB2.0以上）、
●本製品には、
合鍵を登録する機能が搭載されております。
CD-ROMドライブ
鍵の破損や紛失に備えて、
必ず合鍵を作成しておいてください。
パッケージに含まれるもの
（鍵として登録したUSB機器の紛失や破損に伴い、
スクリーン
ロックが解除できなくなった場合のサポートはしておりません）
製品CD-ROM、
利用ガイド
（使用許諾契約書を含む）、
サポートセン
ター案内、
ユーザ登録カード
●失っては困るデータを暗号化した領域に保存する場合は、
必ず付属のバックアップツールまたは、
別の手段 によりバック
アップを取るよう強くお勧めします。

ライセンスに関する注意事項

●本製品は、
1台のPCにインストールして使用することができ
ます。

サポートについて

サポート期間は、
3ヶ月間（最初にサポートを依頼してから3ヶ月間）
となります。
予めご了承ください。

●本製品を複数台のPCにインストールする場合、
別途ライセン
スを必要数分ご購入ください。
※1台のPCに登録可能な鍵の数は、無制限です。

■シングルライセンス
製品名

標準価格（税別）

USB HardLocker 4
USB HardLocker 4+USB

JANコード

8,800円

4560138466650

12,000円

4560138466667

■ボリュームライセンス

製品名

単価（税別）

USB HardLocker 4 ボリュームライセンス 5-9

8,300円

USB HardLocker 4 ボリュームライセンス10-24

7,900円

USB HardLocker 4 ボリュームライセンス25-49

7,500円

USB HardLocker 4 ボリュームライセンス50以上

7,000円

USB HardLocker 4 ライセンス追加1

8,800円

USB HardLocker 4 メディアキット

3,500円

■鍵専用デバイス（オプション）
製品名

標準価格（税別）

ROCKEY２

3,800円

※USB HardLocker 4 +USBに1本
同梱されています

※ボリュームライセンスは、製品の購入時に、初年度の年間保守への加入が必須となります。
年間保守料は価格の20%となります。
次年度以降の継続は価格の20%、保守契約終了後の再加入は価格の50%となります。
※年間保守の内容：期間中のテクニカルサポート、無償アップデート、保守契約キット
（Conﬁgurator＋LB ファイルロック2の保守
加入ライセンス数分の使用権）
※「USB HardLocker 4 ライセンス追加1」はボリュームライセンスまたは、USB HardLocker Professional を購入済みのユーザー
様向けの製品です。
※ボリュームライセンスにはインストール用メディアは付属しておりません。
別途メディアキットが必要です。
※「USB HardLocker 4+USB」以外の製品にはUSBキー用のデバイスは含まれておりません。
別途ご用意いただく必要があります。

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-2-34
TEL.03-3265-1250 FAX.03-3265-1251
http://www.lifeboat.jp/ E-mail:sales@lifeboat.jp

〒530-0015
大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル11階
TEL.06-6147-2780 FAX.06-6131-5081
http://www.megasoft.co.jp/

安心システム

ライフボートでは、万一製品が動作しない場合に限り、直接
返品をお受けします。返品のお申し込みは、ご購入後30日以
内とさせていただきます。レシートは大切に保管ください。

※事前にテクニカルサポートをお受けいただくことが必要となります。

スマート
フォンも
接続制限

USB機器をPCの鍵にして、
PCの盗難、
紛失時のデータ流失をシャットアウト！！

USBストレージの利用制限

USBメモリ、スマホ等での
データの不正持ち出し防止

PCの不正使用防止、USBメモリの使用制限、
データの自動暗号化、
操作ログ

の収集といった、
データ流失防止には不可欠な機能
を統合的に搭載したセキュリティ対策ソフトです。
PCロック

PCの不正使用防止

PCに鍵として設定したUSB機器が装着されてい
ない場合、自動的にスクリーンロックがかかり、第
三者による不正な操作を禁止します。

許可されていないUSBストレージデバイス、
ス

マートフォンが装着された場合、自動的にスク

リーンロックがかかり、不正なデータの持ち出

USB機器による
ハードウェアの鍵

しを禁止します。

4重のセキュリティ機能
PCロック

第三者によるPCの
不正使用を防止します。

機密データの暗号化

暗号化した秘密ドライブにより
機密データの流失を防止します。

操作ログの
記録、参照

USBストレージの利用制限

許可されていないUSB
ストレージの使用を禁止します。

秘密ドライブに保存したデータの流失防止

PCに鍵として設定したUSB
機器を装着することで、自動
的に暗号化したドライブ（秘
密ドライブ）が使用可能とな
ります。
秘密ドライブに保存し
たデータは自動的に暗号化
されますので、鍵を装着して
いない状態では、PCのハード
ディスクを抜き出されても秘
密ドライブに保存したデータ
の取り出しはできません。

PCの操作ログを記録し、
不正利用をチェック

PCの利用状況を操作ログとして記録することができ
ます。
操作ログには、鍵の装着や取り外しの情報の他、
インターネットの閲覧履歴、
キー操作等のログを記録
することができます。
また、記録されたログは、CSV形
式や暗号化による保存を選択することができます。

PCの利用状況を記録し、
不適切な利用をチェックします。

その他の機能

機密データの暗号化

操作ログの記録、参照

●権限が異なる2種類の鍵（管理者用、
利用者用）
管理者鍵：鍵の登録（新規作成、変更、合鍵作成）、
各 種 設 定 内 容 の 変 更 、ロ グの 参 照 、
ストレージデバイスの使用許可
利用者鍵：PCロックの解除、秘密ドライブの使用

●合鍵
（マスター鍵、
スペア鍵）の生成機能
マスター鍵、
スペア鍵を用意することが可能

●PCロック時のネットワーク遮断機能

鍵を取り外した時、PCのネットワーク接続を無効

にしてネット経由のデータ流失を防止

●鍵の紛失、
盗難、破損時に備え、 緊急用

パスワードの設定機能
●鍵情報、
秘密ドライブのバックアップ機能
鍵の設定情報、暗号化領域、
ログをバックアップ

するツールを搭載

項目

記録する内容

ハードウェアの追加
と削除

「ログオン」、「スタンバイ/スタンバイからの復帰」、「ロック/ロ ック の解 除」 、「 ユー
ザーの切り替え/切り替えからの復帰」、「ログオフ」、「終了」
「ドライブレターの追加」、「ドライブレターの削除」、「デバイ スの 追加 」、「デ バイ
スの削除」

インターネットアドレス

Internet Explorerを使用してアクセスされたURL

ログオンとログオフ

キーボード

キーボードの入力情報

ウィンドウ

ウィンドウタイトルを監視し、ウィンドウのオープン/切り替え

プロセス

プロセスを監視し、「起動中のプロセス」、「プロセスの起動/終了」

ファイルアクセス

ファイルアクセス

ファイル操作
印刷

ユーザーのファイル操作(コピー、移動、削除、リネーム、実行)
印刷操作を監視し、「印刷ドキュメント名」、「プリンタ名」、「プリンタIPアドレス」、
「総ページ数」

Webアップロード

InternetExplorerを使用したWeb上へのファイルアップロード（http、https）

USB HardLocker

「鍵の作成／削除」、「秘密領域の有効／停止」、「ス トレ ージ 追加 禁止 ／追
加禁止の解除」、「コンピューターのロック／ロックの解除」

