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NEC Chromebook for テレワーク
端末導入から運用までテレワーク環境をワンストップサポート



テレワーク端末化

運用

NECが Chromebook のセキュリティ設計・導入・運用を支援。お客様はインターネットに接続することでセキュアなテレワーク端末を準備できます。

端末・ツールはもとより、導入から運用支援まで。
セキュアかつ管理者負担の少ないテレワーク環境を
ワンストップでご提供します。

さまざまなセキュリティ機能を
提供する Chromebook 

社外に持ち出すテレワーク端末は、マルウェア対
策だけでなく、なりすまし・情報漏洩・紛失/盗難
対策・不正利用等のセキュリティ対策を行う必要
があります。 Chromebook は、OS更新・サンド
ボックス機能・暗号化・確認付きブートなどのさ
まざまなセキュリティ機能に加えて、端末の各種
利用制限を行う機能を有しており、テレワークに
必要なセキュリティを確保できます。

総務省ガイドライン準拠の
セキュリティ設計

本ソリューションは、総務省「中小企業等担当者向
け テレワークセキュリティの手引き 初版（令和2年
9月）」に掲載の「セキュリティ対策チェックリスト」
に基づいたセキュリティ対策を行っています。さら
に、長年のシンクライアント端末開発ノウハウを活
用し、アプリの利用/インストール制限、USBデバ
イス制限、ウェブ閲覧制限などの機能制限を行う
ことでセキュリティを強化してご提供します。

業務データを社外に持ち出さない
自席ＰＣリモート操作方式

クラウド型のリモートアクセスサービスである
「RemoteView」を活用し、社内の自席ＰＣをリ
モート操作するため、テレワーク端末に業務デー
タを持ち出すことなく業務が可能です。テレワー
ク端末の紛失・盗難時も端末にデータが残らな
いため、情報漏洩のリスクを低減できます。

導入から運用までのサービス全体像

NECが長年に亘り培ってきたシンクライアント端末の開発ノウハウと、GIGAスクール構想における Chromebook の多くの
導入実績をもとに、お客様既存の環境を活かしながら、セキュアで迅速かつ初期費用を抑えたテレワークの導入を可能にします。

セキュア

管理コンソール（MDM）運用代行

 Chromebook はクラウド型ＭＤＭ「管理コン
ソール」で集中管理できます。これによりテレ
ワークで社外に分散する端末のＯＳ更新や設定
変更を少ない工数で反映可能です。また、管理
コンソールの設定変更はＮＥＣが代行するため、   
 Chromebook が初めてのお客様も容易に運
用可能です。

OSのアップデート運用代行

 Chromebook は、定期的にOSが更新されます。
OS更新によるリモートアクセス環境や端末セ
キュリティ設定への影響確認をＮＥＣが代行する
ことにより、お客様の運用負担を軽減します。
また、確認結果をお客様へ情報提供し、お客様の
ご要望により管理コンソールの設定変更を代行
します。これによりＯＳアップデートリスクを低減
した運用が可能です。

従業員向けサポートデスク運用代行

情報システム部門からの技術的なお問い合わせ
に加え、 Chromebook の使い方相談や端末故
障時の受付対応など、従業員からの問い合わせ
対応をNECのサポートデスクが代行します。これ
により情報システム部門の問い合わせ対応工数
を削減します。

安心運用

設計済みのテレワーク環境を
ワンストップ提供

テレワークに必要な端末・クラウドサービス・
セキュリティ設定をワンストップでご提供します。
事前設計済みの標準環境をご利用いただくこと
で、テレワーク環境の設計負担を軽減します。

管理コンソール（ＭＤＭ）で
テレワーク端末をゼロタッチ導入

届いた Chromebook を利用者がインターネット
に接続することで、管理コンソールからテレワー
ク端末に必要なアプリ・設定が配信されます。
管理者によるマスタ機の作成/展開作業、もしく
は端末1台1台へのアプリ（アプリケーション）の
インストール/設定作業なしにテレワークを始め
ることが可能です。さらに、数百項目ある管理
コンソールの設定・変更はＮＥＣが代行するため、 
 Chromebook が初めてのお客様もスムーズに
導入いただけます。

VPNやMDMなどの
システム構築不要

クラウド型リモートアクセスサービス「Remote 
View」は、自席ＰＣに専用アプリをインストールす
るだけで社外からリモート操作が可能です。その
ため、お客様によるＶＰＮ構築が不要で導入が容
易です。また、クラウド型ＭＤＭ「管理コンソール」
は、ＯＳアップデート管理、端末リモート管理が可
能なため、MDM等のシステム構築が不要です。
クラウドサービスにより初期構築費用を抑えて迅
速なテレワーク導入が可能です。

簡単導入

導入（設定）

管理コンソール設定
管理コンソール設定

アップデート評価
サポートデスク対応

テレワーク標準設定

端末設定
（管理コンソール
  紐づけ設定）

インターネット接続

：NEC実施

自動配信

テレワーク実施
（自席PCをリモート操作）

※端末出荷時に設定

管理
コンソール

リモートアクセス機能
テレワーク標準設定

・RemoteView

端末セキュリティ設定
・ログイン制御（OTP）  ・アプリ利用制限
・ブラウザ接続先制限
・デバイス制限（USBなど）
・暗号化、リモートワイプ　etc.

設定代行サービス 運用支援サービス

：お客様実施

端末登録サービス

導入準備

オフィスの自席PCを、画面転送により自宅や外出先からリモート操作。VPN構築不要でセキュアなテレワークを可能にします。

テレワーク利用イメージ
※管理コンソールのドメインの所有権確認作業はお客様にて実施頂く必要があります。　※ご利用にはインターネットへの接続が必要です(LTE回線、光回線など）。

自席PC
SSL SSL

自席PCをリモート操作。
画面転送のみで業務データは社外に持ち出しません

暗号化通信とリモートデスクトップの機能を
クラウドサービスで提供

※ご利用にはインターネットへの接続が必要です（LTE回線、光回線など）。

※お客様にて自席PCに
　RemoteViewのAgent
　プログラムのインストール
　が必要です。

RemoteView
（クラウドサービス）

オフィス

※仕様については裏面をご覧ください。

Chromebook Y3の詳しい特長、保証サービスをはじめ、設定代行、バッテリ交換など
サービス・サポートの詳細は下記をご覧ください。

長期間、安心してご利用いただけるようサポートサービスも各種ご用意しています。

アウトカメラ
(オートフォーカス付き)

インカメラ

※オープン価格

NEC Chromebook for テレワーク

 Chromebook が初めてのお客様でもスムーズにテレワークを導入・運用いただけます。

NEC Chromebook Y3＊1

インテル® Celeron® 

プロセッサー搭載
    https://jpn.nec.com/bpc/cb/y3/ 

●Chrome OS搭載
●インテル® Celeron® プロセッサー N4500
●32GBフラッシュメモリ
●オンボード4GBメモリ

社内システム

ファイルサーバ

自 宅 / 外出先

11.6型 ワイド LEDバックライト
 タッチパネル（静電容量方式）
 1,366×768ドット HD

3～5年間ADP＊2

引取保証拡張
（盗難対応）サービス

別  売
MDM（管理コンソール）

Chrome Education Upgrade
買い切りツールライセンス

別  売
3～5年間
引取修理

保証サービス

別  売

バッテリ
交換サービス＊3

別  売

＊1：NEC Chromebook for テレワークはLTE搭載モデルは未対応です。
＊2：Accidental Damage Protection（水こぼし、落下、火災、天災（落雷等）といった保証規定外で発生した災害や不良の事故にも備えます）
＊3：本体と同時購入が必要です。

1年目引取修理サービス標準保証

センターに
カメラ搭載

テレワークにおすすめの Chromebook

デジタイザーペンを別売オプションでご用意
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Cat.No. APB773  2109100Ｐ日本電気株式会社 〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル） 2021年9月現在

●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。 ●本製品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続
きをお取り下さい。詳しくは、マニュアルまたは各製品に添付しております注意書きをご参照ください。 ●Google、Chrome、Chrome OS、 Chromebook 、Chrome Enterprise Upgradeは Google LLC の商標です。 ●記載の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

お問い合わせは、下記URLの問合せメールフォームへ

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
　0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000。（通話料お客様負担）
※所定休業日があります。詳細は https://support.nec-lavie.jp/121cc をご覧ください。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。　
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
＊：【テクニカルサポート（受付時間 9：00～19：00）】
　ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。 詳細は https://support.nec-lavie.jp/121cc をご覧ください。

121コンタクトセンター        　  0120-977-121＊  受付時間… 9：00～17：00フリーコール

https://jpn.nec.com/bpc/cb-tel/
Chromebook Y3については

商品のご購入に関するご質問・ご相談にお電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

NEC Chromebook for テレワーク

テレワーク端末、クラウドサービス、導入・運用サービスをセットでご提供します。
さらに、保証内容の拡張サービスをはじめ、より長くお使いいただくためのオプションもご用意しています。

標準保証（無償）の「1年目引取修理サービス」に加
え、保証拡張サービス（有償）をご用意しています。

専用の引き取り便が、お預かり・ご返却に伺います
（無償）。

ご提供内容（セット販売）

● Chromebook Y3
　（Wi-Fiモデル）

端 末
標準構成

●Chrome Enterprise 
　Upgrade 
　(管理コンソール)
●RemoteView 
　(リモートアクセスサービス)

クラウドサービス

●端末登録サービス
●設定代行サービス
●運用支援サービス

導入・運用サービス

● Chromebook 保守パック
●バッテリ交換サービス
●NECPCプレミア延長保証サービス
●外付けディスプレイ
●モバイルルータ など

その他
オプション

 Chromebook 保守パック

保証拡張サービス（有償）

Aterm
MP02LN SA

ドコモ、au、
楽天回線向け

■ NECプラットフォームズ社製■ シャープNECディスプレイソリューションズ社製
※別途高速通信サービスの申し込み契約が必要です。

＊：シミ・シール剥し残し等、清掃で落ちないものもあります。

＊：最低契約台数は20台です。また、沖縄県・離島は対象外となります。

■基本サービス（引取り修理サービス）

・お客様から事前登録いただいた交換予定時期に  
  PC本体を引き取り、内蔵バッテリを新品に交換。
・お引取日より、最短3営業日で対応。

・さらに、バッテリ交換と同時に端末本体の外観（キートップ除く）の清掃＊

  も行い、きれいな状態でお客様の元へパソコンをお戻しいたします。

・代替機管理サービスなどのご要望にも対応いたします
  （オプション）。

■サービス内容

・修理回数は無制限
・1回あたりの修理を装置本体ご購入金額、または5万円までの
  高い方まで保証
・盗難や長期の部品入手困難などによりNECPC社が交換が
  必要と判断した場合は、NECPC社が指定する故障品と同等
  機種と交換。交換時点で保証は終了

■アクシデント・ダメージ・プロテクションで
　保証される事象

・ 3年間～ 5年間 CBE引取保証拡張SK
・ 3年間～ 5年間 CBE引取保証拡張SK
  アクシデント・ダメージ・プロテクション
  （盗難対応）

お客様にてバッテリの交換ができない Chromebook のバッテリを引取にて交換するサービスです。
事前に本サービスを購入することでバッテリ交換いただけるサービスです。

バッテリ交換サービス2（引取・事前登録）

・保証期間をご要望にあわせて設定できます。
・故障時には最短翌営業日に故障PCを引き取り、修理いたします。

■主な特長
NECパーソナルコンピュータ社が提供する延長保証サービス（引取修理限定）です。

NECPCプレミア延長保証サービス＊

LTEモバイルルータ外付けディスプレイ
水こぼし 火災 落雷 水害 落下

LCD-AS241F

3辺スリムベゼル採用
24型 IT/スタンダード
液晶ディスプレイ

PCのお預かり PCのご返却修理作業

詳細内容については、
    https://jpn.nec.com/bpc/cb-tel/ 
をご覧ください。

※詳細は https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/battery_exchange/pdf/battery_exchange_202002.pdf をご覧ください。

※詳細は https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/biz/services/premiumsecurity/ をご覧ください。
　機種によりご提供できるサービスが異なるため、詳しいサービス仕様についてはお問い合わせください。

Aterm
MP02LS SA

ソフトバンク
回線向け

■ Chromebook Y3 仕様一覧　
型番 PC-YAY11W21A4J3
CPU インテル® Celeron® プロセッサー N4500

ディスプレイ タッチパネル、解像度：1,366×768ドット、サイズ：11.6型
メモリ タイプ：LPDDR4X、容量：4GB（オンボード）

内蔵ストレージ タイプ：eMMC、容量：32GB

ポートとスロット USB Type-Cポート×1＊2、USBポート（USB 3.0対応）×2、HDMIポート×1、
ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1、microSDメモリーカードスロット×1

ワイヤレス機能 Wi-Fi 6（IEEE802.11ax） / Bluetooth®

セキュリティ 盗難防止用ロック

その他 アウトカメラ：フルHD解像度（1080P）対応カメラ/有効画素数500万画素、AF機能付き、
インカメラ：HD（720P）対応、内蔵マイク、スピーカ

寸法 290.4（W）×212.2（D）×19.85（H）mm（突起部含まず）
質量（バッテリ含む） 約1.252kg

バッテリ＊1 約11.0時間
最大消費電力 約45W

＊1：バッテリは内蔵型となります。お客様ご自身で、バッテリを交換することはできません。駆動時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
＊2：Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き（接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります）。
　   ACアダプタの接続ポートを兼用（15W以上のACアダプタ等からの充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません）。


