
遠隔計測サービス GENNECT Remote ジェネクトリモート サービス仕様書 

 

Word2010汎用仕様書_A4_17-09 SF4101A021_05  履歴台帳 1/16 

 

 

 

遠隔計測サービス 

GENNECT Remote ジェネクト リモート 

 サービス仕様書 

 

 

 

 

第 05版 
 

 

 

 

 

 

作 成 者 日置電機株式会社 

作 成 日 2017年 5月 9日 

最終更新日 2019年 9月 25日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



遠隔計測サービス GENNECT Remote ジェネクトリモート サービス仕様書 

 

Word2010汎用仕様書_A4_17-09 SF4101A021_05  履歴台帳 2/16 

目次 

 

目次 ............................................................................................................................................................................. 2 

0. はじめに .................................................................................................................................................................. 3 

1. サービス内容、範囲 ................................................................................................................................................. 3 

サービスの概要 ........................................................................................................................................................... 3 
提供商品・サービス ..................................................................................................................................................... 4 
お申込み・ご発注例 .................................................................................................................................................... 5 
サービス機能および概要 ............................................................................................................................................. 9 
保守用商品 .............................................................................................................................................................. 12 
サービスの利用期間 ................................................................................................................................................. 12 
サービスの更新について ........................................................................................................................................... 12 
サービスの再開について ........................................................................................................................................... 13 
ライセンス期間途中でのサービスの解約について ...................................................................................................... 14 

サービスレベルアグリーメント（SLA） ............................................................................................................................ 14 

利用時間 .................................................................................................................................................................. 14 
サポートデスク受付 ................................................................................................................................................... 14 
運用監視 .................................................................................................................................................................. 14 
障害対応 .................................................................................................................................................................. 14 
可用性...................................................................................................................................................................... 14 
メンテナンス .............................................................................................................................................................. 15 

パスワードポリシー ...................................................................................................................................................... 15 

セキュリティ ................................................................................................................................................................. 15 

① コンピュータウィルス対策 ..................................................................................................................................... 15 
② 不正アクセス ....................................................................................................................................................... 15 
③ 通信傍受 ............................................................................................................................................................ 15 
④ 監査 .................................................................................................................................................................... 15 

安全管理基準 ............................................................................................................................................................ 16 

データのバックアップ .................................................................................................................................................. 16 

データの復元 ............................................................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



遠隔計測サービス GENNECT Remote ジェネクトリモート サービス仕様書 

 

Word2010汎用仕様書_A4_17-09 SF4101A021_05  履歴台帳 3/16 

0. はじめに 

この度は遠隔計測サービス GENNECT Remoteジェネクトリモートをご利用いただきありがとうございます。 

日置電機株式会社（以下「当社」と称します）が提供する遠隔計測サービス GENNECT Remoteジェネクトリモート（以下

「本サービス」と称します）の利用申込を行ったお客様（利用規約にもとづき当社と利用契約を締結のうえ、本サービスを利

用する法人、社団、財団または個人をいうものとします。以下同じ）に対する本サービスの提供内容、提供範囲、提供方法、

提供水準、利用時間帯その他の諸条件は以下のとおりとします。また、当該サービス仕様書は SF4101 / SF4102ジェネ

クトリモート 遠隔計測サービス申込書の「遠隔計測サービス利用規約」の一部を構成するものとします。 

 

1. サービス内容、範囲 

 

サービスの概要 

本サービスは、本サービスが提供するクラウドに Webアクセスして計測データをモニタリングする機能、お客様が所有する

GENNECT Remote対応済の当社製計測器と通信して計測データをクラウドにアップロードするゲートウェイ、ゲートウェ

イがクラウドと通信するための通信回線（NTT ドコモの通信網を利用しています）をご提供します。 

 

これにより、地理的に分散設置された計測器からの計測データを一元管理することが可能となり、従来は困難であったロケ

ーションを跨いだデータ傾向の突合せや、分析活用を行うための基盤として、ご利用いただくことができます。 

 

本サービスの提供範囲、および、提供後に保守運用する弊社の責任範囲、お客様の責任範囲を下図に示します。

GENNECT RemoteではWebポータル、通信回線、ゲートウェイが提供されます（青色の点線箇所）。ご購入後の当社の

保守運用の責任範囲はWebポータル、通信回線、ゲートウェイのファームウェアといたします。ゲートウェイのハードウェア

に関しては、お客様の責任範囲となります。ゲートウェイは修理できません。故障の場合は新品のゲートウェイと有償で交

換します（保証範囲内の場合は無償となります。詳しくはゲートウェイの保証書をご参照ください）。 
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提供商品・サービス 

提供商品・サービスは以下となります。 

遠隔計測サービス SF4101 GENNECT Remote Basic ジェネクトリモート ベーシック 

形名 SF4101 SF4101-01 SF4101-12 

品名 遠隔計測サービス 

（スターターセット） 

遠隔計測サービス 遠隔計測サービス 

付

属

品 

ゲートウェイ ◎ Z4100 － － 

ACアダプタ ◎  － － 

SIMカード ◎ Z4110※ 

※ゲートウェイに組み込んで出荷 

－ － 

SDカード － － － 

サービス 

開通通知書 

◎ － － 

取説 ◎ 

SF4101/SF4102 ｸｲｯｸｽﾀｰﾄﾏﾆｭｱﾙ 

SF4101/SF4102 取扱説明書 

Z4100取扱説明書 

－ － 

LANケーブル  

ストレート 

CAT 6A 1m 

◎ － － 

遠隔計測サービス ◎ SF4101-01 

ベーシック 

1 ヶ月ライセンス 

◎ SF4101-01 

ベーシック 

1 ヶ月ライセンス 

◎ SF4101-12 

ベーシック 

12 ヶ月ライセンス 

 

遠隔計測サービス SF4102 GENNECT Remote Pro ジェネクトリモート プロ 

形名 SF4102 SF4102-01 SF4102-12 

品名 遠隔計測サービス 

（スターターセット） 

遠隔計測サービス 遠隔計測サービス 

付

属

品 

ゲートウェイ ◎ Z4100 － － 

ACアダプタ ◎  － － 

SIMカード ◎ Z4110※ 

※ゲートウェイに組み込んで出荷 

－ － 

SDカード ◎ Z4003※ 

※ゲートウェイに組み込んで出荷 

－ － 

サービス 

開通通知書 

◎ － － 

取説 ◎ 

SF4101,SF4102 ｸｲｯｸｽﾀｰﾄﾏﾆｭｱﾙ 

SF4101,SF4102 取扱説明書 

Z4100取扱説明書 

－ － 

LANケーブル  

ストレート 

CAT 6A 1m 

◎ － － 

遠隔計測サービス ◎ SF4102-01 

プロ 

1 ヶ月ライセンス 

◎ SF4102-01 

プロ 

1 ヶ月ライセンス 

◎ SF4102-12 

プロ 

12 ヶ月ライセンス 
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お申込み・ご発注例 

お申込み・ご発注例（その 1） 

初回のお申込み時に下記の遠隔計測をご希望の場合 

遠隔計測エリア 接続する計測器の台数 サービス利用期間 

1 ヶ所 1台 13 ヶ月 

 

※クラウド上に保存可能なデータは最大 SF4101:最大 32チャンネル、SF4102:最大 128チャンネルとなります 

初回時 ご発注商品 

・SF4101   遠隔計測サービス スターターセット （ベーシック 1 ヶ月ライセンス付）・・・・・・・・・1個 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 

 

 

更新時に下記の遠隔計測をご希望の場合 

遠隔計測エリア 接続する計測器の台数 サービス利用期間 

1 ヶ所 1台 12 ヶ月 

 

更新時（上記サービス利用期間終了時） ご発注商品 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 
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お申込み・ご発注例（その 2） 

初回のお申込み時に下記の遠隔計測をご希望の場合 

遠隔計測エリア 接続する計測器の台数 サービス利用期間 

1 ヶ所 1台 6 ヶ月 

 

※クラウド上に保存可能なデータは SF4101:最大 32チャンネル、SF4102:最大 128チャンネルとなります 

初回時 ご発注商品 

・SF4101   遠隔計測サービス スターターセット （ベーシック 1 ヶ月ライセンス付）・・・・・・・・・1個 

・SF4101-01 遠隔計測サービス ベーシック 1 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5個 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 

 

 

更新時に下記の遠隔計測をご希望の場合 

遠隔計測エリア 接続する計測器の台数 サービス利用期間 

1 ヶ所 1台 6 ヶ月 

 

更新時（上記サービス利用期間終了時） ご発注商品 

・SF4101-01 遠隔計測サービス ベーシック 1 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6個 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 
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お申込み・ご発注例（その 3） 

初回のお申込み時に下記の遠隔計測をご希望の場合 

遠隔計測エリア 接続する計測器の台数 サービス利用期間 

1 ヶ所 3台 13 ヶ月 

 

※クラウド上に保存可能なデータは SF4101:最大 32チャンネル、SF4102:最大 128チャンネルとなります 

 

初回時 ご発注商品 

・SF4101   遠隔計測サービス スターターセット （ベーシック 1 ヶ月ライセンス付）・・・・・・・・・1個 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 

 

 

更新時に下記の遠隔計測をご希望の場合 

遠隔計測エリア 接続する計測器の台数 サービス利用期間 

1 ヶ所 1台 12 ヶ月 

 

更新時（上記サービス利用期間終了時） ご発注商品 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 
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お申込み・ご発注例（その 4） 

初回のお申込み時に下記の遠隔計測をご希望の場合 

遠隔計測エリア（計 2 ヶ所） 接続する計測器の台数 サービス利用期間 

1 ヶ所（東京） 3台 13 ヶ月 

1 ヶ所（大阪） 1台 13 ヶ月 

 

※クラウド上に保存可能なデータは 1ゲートウェイあたり SF4101:最大 32チャンネル、SF4102:最大 128チャンネルと

なるため、ゲートウェイが 2台の場合、合計 SF4101:最大 6４チャンネル、SF4102:最大 256チャンネルが最大となり

ます。なお、1テナントあたり最大 16ゲートウェイ、1ゲートウェイあたり最大 8台の測定器の接続が可能です。 

 

初回時 ご発注商品 

・SF4101   遠隔計測サービス スターターセット （ベーシック 1 ヶ月ライセンス付）・・・・・・・・・2個 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 

 

 

更新時に下記の遠隔計測をご希望の場合 

遠隔計測エリア（計 2 ヶ所） 接続する計測器の台数 サービス利用期間 

1 ヶ所（東京） 3台 13 ヶ月 

1 ヶ所（大阪） 1台 13 ヶ月 

 

更新時（上記サービス利用期間終了時） ご発注商品 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 
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サービス機能および概要 

本章では概要仕様のみを記載しております。詳細な仕様に関してはオンラインヘルプをご確認ください。 

 

サービス機能仕様 

遠隔モニター機能 

・ベーシック／プロ共通仕様 
 CH選択機能：対応 
 表示更新間隔：1分 
 電波強度確認機能：対応 
 デバイス名変更機能：対応（遠隔ロギング、遠隔操作、遠隔ファイル取 

得共通） 
・ベーシック 
 1ゲートウェイあたりの最大選択 CH数：32 
・プロのみ 
 1ゲートウェイあたりの最大選択 CH数：128 

遠隔ロギング機能※1 

・ベーシック／プロ共通仕様 
 CH選択機能：対応 
 記録間隔：1分 
 グラフ表示設定変更対応項目：縦軸名称、縦軸単位（遠隔モニター共通）、 
               上下限値、小数点桁数 
 最大同時グラフ表示 CH数：32 
グラフ表示対応期間：過去 1年間 
最大同時リスト表示 CH数：32 
リスト表示対応期間：過去 1年間 

 最大同時ファイル出力 CH数：32 
ファイル出力対応期間：過去 3年間（一度に最大 1年分まで） 

 対応ファイル出力形式：ZIP(CSV)、HOK（HIOKI GENNECT Format） 
 最大同時センサー削除 CH数：32（表示上の削除のみ） 
 しきい値（上限または下限）設定およびメール発報機能：対応 
・ベーシック 
 1ゲートウェイあたりの最大選択 CH数：32 
・プロ 
 1ゲートウェイあたりの最大選択 CH数：128 

遠隔操作機能 
(セキュア HTTP トンネル機
能) 

・ベーシック 
 Webブラウザ経由の遠隔操作：非対応 
・プロ 
 Webブラウザ経由の遠隔操作：対応(対応ブラウザ、対応測定器参照) 
 1ゲートウェイあたりの同時アクセス可能なユーザー数：1 
 1か月あたりの使用可能通信量：5000 MB（毎月 1日 00:00頃リセット、 

遠隔ファイル取得機能と共用） 
 通信量確認機能：対応 
 

遠隔ファイル取得機能※1 

・ベーシック 
 Webブラウザ経由の遠隔ファイル取得：非対応 
・プロ 
 Webブラウザ経由の遠隔ファイル取得：対応(対応ブラウザ測定器参照) 
ファイル検索対応項目：測定器、保存時刻、ファイル名、ファイル種別、 

ファイルステータス 
ファイルアップロード機能：手動アップロード（初期設定）／自動アッ 

プロード 
最大同時ファイルアップロード数：32 
最大同時ファイルダウンロード数：32 
ファイル削除機能：手動削除（初期設定）／自動削除 
最大同時ファイル削除数：32 
1ゲートウェイあたりの最大保存容量：7500 MB 
1 ファイルあたりの最大対応ファイルサイズ：128 MB 
1か月あたりの使用可能通信量※2：5000 MB（毎月 1日 00:00頃リセット、 

遠隔操作機能と共用） 
通信量確認機能：対応 
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  SDカード容量確認機能：対応 
  強制時刻合わせ：1日 1回、指定時間での時刻合わせ 

ライセンス確認機能 

・ベーシック／プロ共通仕様 
 ライセンス延長申込書ダウンロード機能：対応(ZIP) 
 表示期限検索対応項目：１か月以内期限切れ、サービス終了、ライセン 
            ス１か月以上あり 
 表示項目：ゲートウェイ ID、ゲートウェイ名、ゲートウェイグループ、 
 終了日、ライセンス種別、ゲートウェイファームウェアバージョン 
・プロ 
 残り SDカード容量確認機能：対応 
 残り通信量確認機能：対応 
 ライセンス繰上げ機能：対応（ライセンス日数 1日あたり 128 MBの通 

信量を補てん） 

その他機能 

・ベーシック／プロ共通仕様 
 1テナントあたりの最大登録可能ゲートウェイ数※3：16（ベーシック／ 

プロの合計） 
 ユーザー管理機能：ロールおよびユーザーの作成、編集、削除 
 デバイス管理機能：デバイス名の変更、デバイス閲覧制限の設定、センサーの

削除、ゲートウェイグループの作成、編集、削除、閲覧権限
の設定 

 自動測定開始機能：計測機がゲートウェイに接続されたタイミングで自動的に
記録が開始される機能。測定器の時刻はゲートウェイ
の時刻(NTP)を基準として時刻合わせされます。 

測定リスタート機能：対象の測定器の測定を停止後、測定再開します。 
ゲートウェイファームウェア自動バージョンアップ機能： 

電源投入時および毎日 3時に最新のバージョンのファ
ームウェアの存在を確認し、存在する場合には自動で
バージョンアップする機能 

（※1）遠隔ロギング測定データおよび遠隔ファイルの保持期間は 3年です。但し、遠隔ファイルはクラウド上の容量制限 
があります。dx遠隔計測サービスのライセンス終了後、31日以内にライセンス延長のお申し出がない場合、ゲートウ 
ェイは削除され、過去の測定データおよび測定ファイルは失われます。また、ゲートウェイが 1台も存在しなくなっ 
たテナントは削除されます。   

（※2）お客様が遠隔操作やファイル転送に使用される通信量に加え、遠隔モニター・遠隔ロギング機能 
による通信量および、ゲートウェイ制御等に関するトラフィックを含みます。最大通信量を超えた 
場合は、通信を停止します。ただしライセンス期限が有効な限りは遠隔モニターおよび遠隔ロギン 
グ機能の通信は維持します。毎月 1日の 00:00頃に 5GBの通信量が戻りますが、ライセンス確認画 
面からライセンス繰り上げを実施することで 1日あたり 128MB分の通信量を補填することも可能です。 

（※3）1テナントあたり 16ゲートウェイを超える場合は個別にご相談ください。 

 

 

対応ブラウザ 

OS ブラウザ 遠隔モニター・遠隔ロギ

ング機能 

対応状況 

遠隔ファイル取得機

能（プロ） 

対応状況 

遠隔操作機能（プロ） 

対応状況 

Windows Internet 

Explorer 11 

◎ ◎ ◎ 

Microsoft Edge ○ ○ △ 

Google Chrome ○ ○ △ 

Mozilla Firefox ○ ○ △ 

Mac OS X Safari ○ ○ ○ 

iOS Safari ○ △ 

ダウンロード非対応 

△ 

Android Google Chrome ○ ○ △ 

◎：動作保証 ○：動作可能 △：一部非対応機種あり（対応測定器参照） 
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GENNECT Remoteジェネクトリモート対応済計測器 

最新のファームウェアにバージョンアップの上、ご利用ください。 

形名 品名 

プロ 

ベーシック  

遠隔モニター・ 

遠隔ロギング機

能 

遠隔ﾌｧｲﾙ取得機能 遠隔操作機能 

（HTTPサーバー機

能） 

LR8400 メモリハイロガー ◎ ◎  ○※1 

LR8401 メモリハイロガー ◎ ◎  ○※1 

LR8402 メモリハイロガー ◎ ◎  ○※1 

LR8410 ワイヤレスロギングステーション ◎ ◎  ○※1 

LR8416 ワイヤレス熱流ロガー ◎ ◎  ○※1 

LR8512※3 ワイヤレスパルスロガー ◎ ◎  －※2 

LR8513※3 ワイヤレスクランプロガー ◎ ◎  －※2 

LR8514※3 ワイヤレス温湿度ロガー ◎ ◎  －※2 

LR8515※3 ワイヤレス電圧・熱電対ロガー ◎ ◎  －※2 

LR8520※3 ワイヤレス予測カビ指数計 ◎ ◎  －※2 

MR6000 メモリハイコーダ ◎ ○※4 ◎ 

MR8875 メモリハイコーダ ◎ ◎ ◎ 

PQ3100 電源品質アナライザ ◎ ◎ ◎ 

PQ3198 電源品質アナライザ ◎ ○※5 ◎ 

PW3360-10 クランプオンパワーロガー ◎ ◎ ◎ 

PW3360-11 クランプオンパワーロガー ◎ ◎ ◎ 

PW3365-10 クランプオンパワーロガー ◎ ◎ ◎ 

 

※1 動作可能ブラウザは Java インストール済みの 

Internet Explorer 11 またはMac OS X Safariのみ 

（Javaアプレットを使用するため） 

※2 SF4101/SF4102 ともに CH選択画面から設定変更可能 

※3 Bluetoothダイレクト接続は、周囲の電波環境によっては

Bluetooth通信が不安定となり、一時的にデータ取得が 

できない場合があります。データの完全性を向上させるため 

には LR8410 または LR8416を経由して接続してください 

※4測定器-ゲートウェイ間の FTP送信時にエラーとなったファイ 

ルは取得不可(MR6000本体側の仕様により取得不可) 

※5当日中のファイルは取得不可。(但し、測定停止により可能) 
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保守用商品 

保守用として下記をご用意しています。 

ゲートウェイ Z4１００と SIMカード Z4110は修理できません。故障の場合は新品と有償で交換します。ご依頼はお買上店

（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。 

（サービス窓口：0268-28-1688 / cs-info@hioki.co.jp） 

形名 Z4100 Z4110 

品名 ゲートウェイ SIMカード 

付

属

品 

ゲートウェイ ◎ Z4100 － 

ACアダプタ ◎  － 

SIMカード － ◎ Z4110 

SDカード － － 

サービス 

開通通知書 

－ ◎ 

取説 ◎ 

Z4100 取扱説明書 

SF4101,SF4102 ｸｲｯｸｽﾀｰﾄﾏﾆｭｱﾙ 

SF4101,SF4102 取扱説明書 

◎ 

Z4110取扱説明書 

LANケーブル  

ストレート 

CAT 6a 1m 

◎ 

 

－ 

備考 ゲートウェイ故障時の交換用です。

本商品単体のみでは遠隔計測サー

ビスはご利用できません。 

サービス終了後、再度遠隔計測

サービスを再開したい場合にご

利用いただけます。 

 

 

サービスの利用期間 

利用期間の確認 

当社Webサービスにログイン後、ダッシュボードから「ライセンス確認」のタブをクリックすることで、ご利用期間を確認でき

ます。詳しくはオンラインヘルプをご参照ください。 

 

サービスの更新について 

サービスを更新して継続利用する場合 

専用の申込書を添えて SF4101-01,-12 または SF4102-01,12遠隔計測サービスを終了日の 2週間前を目安に再度ご発

注いただく必要があります。サービスの自動更新はされません。サービス終了日以前に当社にて更新手続きが完了する

必要があります。代理店へのご発注から当社での更新手続き完了までには最長で数週間ほど必要となる場合があります

ので、サービス終了日の 2週間前までに必ずご発注をお願いいたします。 

サービス終了日の 3週間前以降にご発注いただいた場合、終了日までに当社での更新手続きが完了しないことがありま

す。データ消失を避けるため、サービス終了日の 2週間前までに必ずご発注をお願いいたします。 

 

更新時のご発注商品の例 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数量 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 
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サービスを更新しない場合 

サービスの継続利用をご希望されない場合、サービス停止のお手続きは不要ですが、不要になった SIMカードは最寄りの

営業所または本社受注センター宛てにご返却ください。サービス終了日以降、ゲートウェイからクラウドへの通信は停止し

ます。クラウド（Webサービス）の閲覧はサービス終了日以降 31日間可能ですので、必要な測定データは CSV/HOK(HIOKI 

GENNECT Format)ファイル出力機能等を利用してお手元のパソコン等に保存してください。サービス終了日から 31日を経

過するとゲートウェイおよび測定データが削除されます。また、ご契約テナントに 1台もゲートウェイが存在しなくなった場

合はテナントも削除されます。 

サービスの再開について 

サービスを再開する（サービス終了後 31日以内に再開手続きが可能な場合） 

サービス終了日～31日以内に、専用の申込書を添えて SF4101-01,-12たは SF4102-01,-12遠隔計測サービスを再度ご

発注いただき、サービス終了日から 1 ヶ月以内に当社にて更新手続きが完了可能な場合は、以前のログインユーザ情報

にてサービス利用を再開可能です。サービス終了日までの測定データは保持されています。サービス終了日から再開日

までの期間はゲートウェイからの通信は停止しているため、この期間のデータは保存されません。 

 

代理店へのご発注から当社での更新手続き完了までには最長で数週間ほど必要となる場合がありますので、サービス終

了後お早目（終了後 1週間後までを目安）に専用の申込書を添えてご発注をお願いいたします。 

 

再開時（サービス終了後 31日以内に再開手続きが可能な場合）のご発注商品の例 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数量 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 

サービスを再開する（サービス終了後 31日以内に再開手続きができない場合） 

サービス終了日から 31日以上経過している場合や、サービス終了日から 31日以内に当社にて更新手続きができない場

合は、対象のゲートウェイは削除されます。また、ご契約テナントに 1台もゲートウェイが存在しない場合はテナントも削除

され、以前のログインユーザ情報での再利用はできません。 

再度サービスを再開したい場合には、以前のゲートウェイ Z4100は再利用可能ですが、SIMカード Z4110はご利用できま

せんので、専用の申込書を添えて、下記のとおり、ライセンスカード（SF4101-12,SF4102-12等）と SIMカード Z4110をご発

注願います。 

 

再開時（サービス終了後 31日内に再開手続きができない場合）のご発注商品の例 

・SF4101-12 遠隔計測サービス ベーシック 12 ヶ月ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数量 

・Z4110 SIM カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上記と同数の必要数量 

（※専用の申込書を添えて、代理店もしくは最寄りの営業所までお申込みください） 

ライセンス継続・終了の流れ 
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ライセンス期間途中でのサービスの解約について 

ライセンス期間途中でのサービスの解約は可能ですが、返金はいたしません。お客様からの解約のお申出後、クラウド上

のゲートウェイおよび測定データ、テナントを削除いたします。 

サービスレベルアグリーメント（SLA） 

利用時間 

本サービスの利用時間は次のとおりとします。 

・24時間 365日（閏年 366日） 

 

サポートデスク受付 

サポートデスク対応時間 

・電子メール送信による受付：24時間 365日（閏年 366日） 

 （受付メールの送信は対応時間内での対応とします） 

・対応：平日の 9:00-17:00 

 （平日とは当社の営業日をいうものとします） 

 

運用監視 

当社は、24時間 365日（閏年 365日）運用監視を行うものとし、障害のあった場合には速やかに対応し、お客様に通知す

るものとします。 

当社は、本サービスのポータルにアクセスされた方の履歴「アクセスログ」を記録し、保守管理や利用状況に関する統計分

析のために利用することがあります。またシステムメンテナンス時や障害対応時等に正常に動作していることを確認する目

的でお客様のテナントにアクセスする場合があります。当社は、アクセスログやテナント情報（測定データや測定ファイルを

含む）を保守管理や利用状況・動作状況の確認以外の目的で利用しないものとします。 

障害対応 

ゲートウェイおよび計測器障害時の対応 

現地でのゲートウェイおよび計測器の障害はお客様にて対応するものとします。本サービスには現地での障害時の対応

は含まれていません。但し、通信回線を利用したゲートウェイのファームウェアの保守運用は当社の責任範囲で実施いた

します。 

 

本サービスのクラウド（Webサービス）障害の対応 

・クラウド（Webサービス）の障害は、本サービスのポータルに掲載します。 

・障害が発生した場合は、当社にて提供する機能に関する本サービスのクラウドサービス基盤の動作状況の確認を行うも

のとし、本サービスが提供する機能の利用可否を通知するものとします。 

・当社プログラムの障害の場合は、当社にて再立ち上げを含め対応するものとします。 

・当社は、システム障害などで販売店および販売店の顧客の不利益が発生する可能性があると判断した 

場合に、販売店の顧客のデータを確認することがあります。 

可用性 

当社は、クラウド（Webサービス）の可用性を９９．９％（努力目標）とします。 

算定の際にはクラウド（Webサービス）の計画停止時間、通信回線の停止時間、計測器・ゲートウェイを設置した現地での

停電時間は含まれないものとします。通信回線のサービスレベルアグリーメントSLAが規定されていないため、本サービス

全体での可用性は規定いたしません。 
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メンテナンス 

メンテナンス等の作業のため、本サービスを停止する場合があります。その場合は、本サービスのポータルに掲載いたしま

す。ただし、緊急性が求められると当社にて判断した作業に関しては、上記の限りではありません。 

パスワードポリシー 

お客様のユーザ管理者のパスワードは以下のポリシーに従って設定することを推奨します。 

・文字長：8 文字以上とすること。 

・組合せ：数字、大文字英字、小文字英字を各 1 文字以上組み合わせること。 

・ログインＩＤと異なる文字列であること。 

・変更期限：60 日とすること。 

セキュリティ 

当社は、以下のセキュリティ管理を行うものとします。 

① コンピュータウィルス対策 

・コンピュータウィルス対策製品を導入し、リアルタイムにコンピューター・ウィルスの侵入をチェックします。 

・定期的に本サービスで利用しているコンピュータウィルス対策製品のバージョンアップ、パッチリリースの情報を確認し、

検証を行った上で適用します。 

② 不正アクセス 

・クラウドサービス基盤が持つファイヤーウォール機能を利用し、システム利用目的以外の本サービスへのアクセスをシャッ

トアウトします。 

・ユーザが本サービスのポータルへアクセスする際、ユーザ ID、およびパスワードによる認証確認を行います。 

・IoT ゲートウェイ機器が本サービスのサービス基盤とデータ通信を行う際には、証明書による認証確認を行うこととします。

ただし、IoT ゲートウェイ機器が閉域通信網を介して接続される場合には、閉域通信網のエッジとの通信において、証明

書による認証確認を行うこととします。 

③ 通信傍受 

・本サービスのポータルを利用するユーザの通信は、SSL による通信の暗号化を行います。 

・本サービスのサービス基盤とデータ通信を行う IoT ゲートウェイ機器との通信は、SSL による通信の暗号化を行うことと

します。ただし、IoT ゲートウェイ機器が閉域通信網を介して接続される場合には、閉域通信網のエッジとの通信におい

て、SSL による通信の暗号化を行うこととします。 

④ 監査 

・脆弱性チェックを行っている外部機関に委託し、システムに脆弱な箇所がないか確認します。 
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安全管理基準 

当社は、本サービス利用規約第２7条（秘密の保持）および第２8条（個人情報の保護）（以下併せて「秘密情報等」と称し

ます）の安全管理基準を次のとおり定めるものとします。 

① 当社は、秘密情報等を取扱う設備、施設および秘密情報が記録された機器、媒体の保管場所を可能な限り限定する

ものとします。 

② 当社は、保管場所について施錠等の措置を講じるものとし、秘密情報等を取扱う権限者以外の者が許可なく立入らな

いように入室管理を行うものとします。 

③ 当社は、秘密情報等にアクセスできる権限者を出来る限り限定するとともに、ＩＤ、パスワードその他の認証手段を用い

たアクセス制限を行うものとします。 

④ 当社は、個人情報について、本人その他第三者からその内容の問合せ、修正または削除の要請を受けたときは直ち

にその旨を相手方に連絡するものとし、相手方の指示に従うものとします。 

⑤ 当社は、秘密情報等に漏洩、紛失、毀損、改竄等の事故が発生した場合または事故の発生の可能性が高いと判断す

る客観的状況が生じた場合には直ちに相手方に報告するものとします。 

⑥ 前号の場合、当事者は再発防止のために必要な措置を、自己の責任と負担において講じるものとします。 

⑦ 当社は、本サービスが終了したときには、すべての秘密情報等（複製物含む）を直ちに契約者に返還し、販売店の指

示に従って廃棄するとともに、当社のサーバ等に記録された秘密情報等を消去して復元不可能な状態にするものとしま

す。 

⑧ 前号にもとづき秘密情報等を廃棄、消去した場合は、その旨を利用規約に定める方法により報告するものとします。 

データのバックアップ 

当社はバックアップを以下の頻度および保管期間で行うものとします。契約終了後は、当社の責任において廃棄するもの

とします。 

・バックアップ頻度：１日１回 

・バックアップ期間：７日間 

データの復元 

当社は本サービスにおいて、障害等によりデータが失われた場合、速やかに原因を追求し、上記のバックアップから復旧

に努めるものとします。ただし、販売店および販売店の顧客の責に帰する場合にはこの限りではありません。 

 


