
手軽にセキュアな
データレス化環境を実現

再起動・シャットダウンで元の状態に復元

● 擬似シンクライアント運用に

● テレワーク時の情報漏えい対策に

● 不特定多数が利用するPCに

● 複数台の管理が必要なPC教室に

官公庁・文教
自治体・製造業等

��万
ライセンス以上
シリーズ累計（OEM含まず）

豊富な導入実績

クラウド環境に対応しました！

再起動・シャットダウンで PCを元の環境へ復元します。 復元から除外
する項目の設定や指定したファイル、フォルダーのみ復元対象とする
ことが可能です。アンチウイルスソフトやWindows Update と連携し、
常に最新の環境でお使いいただけます。
BitLocker を有効にしている環境でも復元機能が利用できます。

環境復元機能 対象製品：

環境
復元

スタンドアローン PC の環境復元

スタンドアローン環境復元

クラウド環境でもご利用可能な管理コンソール搭載

大規模ネットワーク環境復元

大型Windows Updateへ素早い対応
Windows 11/10では定期的に大型アップデートがあります。

HD革命/WinProtectorでは、いち早く安心してご利用いただけるよう迅

速に検証・対応することに尽力しております。

また、事前注意喚起と対応状況のご連絡を徹底して行っています。

国内開発だからサポートが安心
環境復元ソフトはOSのコアな部分と連携した開発をしている為、不整合

を起こした際は即時対応が必要です。HD革命/ WinProtector は日本国

内で開発された製品の為トラブルの対応が迅速です。

サポートの回答は24時間以内に差し上げます。

高いセキュリティ
BitLockerが有効なPCでもファイル、フォルダー単位での環境復元が可

能です。常に保持したいWindows Update/アンチウイルスの定義ファ

イル更新もアップデート連携機能を利用することで、最新の状態に保ち

ます。 

低コストなのに高機能
基本的な環境復元機能はもちろん、大規模な集中管理にも対応。クライ

アント用ライセンス費用に管理PC用コンソールのライセンスを含む為、

安価に導入いただけます。

最適な運用方法をご提案
官公庁・文教・自治体・製造業・サービス業等への導入事例が豊富なため

様々な運用ケースを想定し、これまで培ったノウハウでより最適に運用い

ただける方法をご提案します。

PCの管理が楽になる
複数PCのメンテナンスには時間と労力がかかるため、担当者の負担が大

きくなりますが、HD革命/ WinProtector は柔軟な設定を施すことで担

当者の負担を軽減します。また、NWCクラウド版では、社外持出PCのリ

モート管理もできます。

クライアントPC の一括管理が可能です。クラウドに対応している為
インターネット経由での PC 管理もできます。PC の情報取得、デバイ
ス制御等を管理コンソールからリモート操作することが可能です。
※管理コンソールとなるサーバー及び PCはお客様側でご用意が必要です。

集中管理機能 対象製品：



型番市場想定価格

保守（1年）単価
ライセンス数製品

型番 市場想定価格型番

ライセンス単価
保守（1年）単価ライセンス単価

モニタリングオプション
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 3,800 

※ 1000ライセンス以上をご希望の場合は下記よりお問い合わせください。 
※ 「HD革命/WinProtector Ver.9 NWCクラウド」は、ライセンス単価に、管理コンソール用ライセンスが1つ含まれます。
※ 保守は初年度は必須となり、次年度以降更新が必要です。保守の内容は右記のとおりです「バージョンアップ権利・メディア再供給・Mailサポート」。ご契約時、保守申請書のご提出が必須です。
※ 別途有償にて環境構築支援（インストール作業やネットワーク構築）を承っております。作業内容によって金額が異なりますので別途お問合せください。
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HD革命/WinProtector Ver.9 
NWCクラウド

HD革命/WinProtector Ver.9 
Standard

型番

価格表（すべて税抜き）

機能一覧表 動作環境

OS※1 日本語版の以下に示すOS
・Windows 11  64bit版
・Windows 10  64bit版 / 32bit版
※サーバー系のOS には対応していません。
※アドミニストレータ権限（管理者権限）が必要です。

メモリ ・Windows 11/10  64bit版：4GB以上（8GB以上を推奨）
・Windows 10  32bit版：2GB以上 
※メモリ上に「一時ファイル」を設定する場合、保護を行うため
　のメモリとは別に、インデックス用としてドライブサイズに対
　して約1,000 分の1 のメモリ容量が必要です。

CD/DVDドライブ DVD-ROMを読み込めるドライブ（NWCクラウド版）
CD-ROMを読み込めるドライブ（Standard版）

CD/DVDドライブ DVD-ROMを読み込めるドライブ

コンピューター 上記のOSが稼働するコンピューター （PC/AT互換機のみ）
※Macintosh（Mac）には対応していません。

コンピューター 上記のOSが稼働するコンピューター （PC/AT互換機のみ）
※Macintosh（Mac）には対応していません。

HDD/SSD 500MB以上の空き容量（本製品のインストール用。その
他にデータベースの保存領域が必要）

メモリ ・Windows 11/10  64bit版：4GB以上（8GB 以上を推奨）
・Windows 10  32bit版：2GB 以上
・Windows Server 2022  64bit版：4GB以上　
・Windows Server 2019  64bit版：4GB以上
・Windows Server 2016  64bit版：4GB以上

・FAT32、NTFS（FAT16、exFATには対応していません）
※ダイナミックディスクの環境では使用できません。
※仮想ディスク（.VHD）をマウントしたドライブには
　対応していません。
※Windows 11/10 の「記憶域」で作成したディスクに
　対して保護を行うことは動作保証外となります。

対応ファイル
システム

1280×1024 ピクセル以上のモニターディスプレイ解像度

HDD/SSD 700MB以上の空き容量（NWCクラウド版クライアント
PCインストール用）
50MB以上の空き容量（Standard版インストール用）

日本語版の以下に示すOS
・Windows 11  64bit版
・Windows 10  64bit版 / 32bit版
・Windows Server 2022  64bit版　
・Windows Server 2019  64bit版
・Windows Server 2016  64bit版
※アドミニストレータ権限（管理者権限）が必要です。

OS※1

市場想定価格 市場想定価格

　　　　クラウド環境に対応

リモート操作(電源ON※4・OFF /再起動/ログオン※6/ログオフ)

資料配布/収集

マウス/キーボード/CD/DVD/USB制御

ファイル/アカウント/空き領域/履歴（Windows、インターネット）抹消

コマンド実行、バッチ操作

アプリケーション※5のインストール/アップデート

スケジュールによるリモート操作実行

アプリケーション一覧確認

モニタリング※6

リモート操作介入※6

BitLocker対応※1

　　　　保護対象をドライブ/ファイル/フォルダーの選択※2

パスワード設定

一時ファイルの保存先の選択 (ハードディスク/メモリ）

Windows Update・アンチウイルスソフト更新連携※3

除外する項目の設定※1

サイレントインストール

詳細設定項目のインポート/エクスポート機能

アップデート連携の即時実行※3

※1  BitLocker以外の暗号化製品はサポート対象外となります。
　　 BitLockerが有効化された環境では「除外する項目の設定」は使用できません。
※2   複数のドライブを保護する場合、物理的に異なるドライブ（パーティション）にまたがった設定はできません。
　　 同一ディスク上のドライブ（パーティション）となります。
※3   ドライブ/ファイル/フォルダー保護モード中のみ実行します。 
※4   WOL対機種のみ対応です。
※5   サイレントインストール可能なアプリケーションに限ります。
※6   モニタリングオプション（別売）が必要です。モニタリングオプションはクラウド環境では非対応です。
　  　閉域環境のみ対応しています。

※1  2022年2月現在の対応OS となります。
         大型アップデートの最新対応状況は弊社WEB サイトでご確認ください。

集
中
管
理
機
能

機能 NWC
クラウド版

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Standard版

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

環
境
復
元
機
能

管理コンソール及び Proxyサーバー ・クライアント（NWCクラウド サーバー側）

HD革命/WinProtector Ver.9 (クライアントPC）

新機能

新機能

【 お問い合わせ 】イーディーコントライブ株式会社

WP-info@ed-contrive.co.jp
株式会社アーク情報システム 〒���-����東京都千代田区五番町�-�東プレビル

https://www.winprotector.jp

[東京] 東京都千代田区九段北 �-�-�飛栄九段北ビル�F　TEL：��-����-����
[大阪] 大阪府大阪市淀川区西中島�-��-��セントランドビル�F　TEL：��-����-����
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