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新製品発売のお知らせ 

 
荏原実業（株）（本社：東京都中央区銀座、社長：水島力夫）は、医療システムソフトの開発を

手掛ける（株）システムアドバンス（本社：岐阜県大垣市、社長：宇野博幸）が開発した「業務用生

体指紋認証製品（Fingerprint Access）」を新たに販売開始致します。 
 

 
１. 新規取扱製品名及び内容 
 

（１）製品名： 「Fingerprint Access（フィンガープリントアクセス）」 

（２）内容 ：  業務用生体指紋認証外付フラッシュメモリ/ＵＳＢハードディスク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２. 製品発売の経緯 

 
「個人情報保護法」が昨年４月１日に全面施行された後も、ノートパソコン、外付けＵＳＢ

フラッシュメモリや外付けハードディスク等の盗難や紛失が相次ぎ、大切な個人情報等の流出

が後を絶ちません。特に当社のお客様である環境・医療関連の研究従事者様や官公庁・民間企

業の事業者様においては、大切な研究データや客先情報等を取扱う機会が多く、それら情報の

保護が必要不可欠となっております。こうした背景から、当社では「既存のノートパソコンや

システムをそのまま使用でき、かつ低価格・スピーディな情報漏洩防止策」をご提案する一環

として、本製品の販売を開始いたします。 
 
 
 
 
 

 



 
３. 製品の特徴 ※詳細添付資料１ 
 
（１） 大切な研究・技術・診断・顧客データ、社内資料、個人情報などを「指紋」と「暗号化」

で簡単かつ確実に守ることが出来ます。 
（２） 指紋認証でパソコン内データ、ハードディスク・フラッシュメモリーのアクセス制限を

行うことができます。 
（３） パソコン内のファイル同期機能で最新データの保持認識率が非常に高く、不正アクセス

をシャットダウンできます。 
（４） インターネットメール“Outlook Express”アカウントの持ち運びが可能（ハードディ

スクタイプ）。 
（５） インターネット“お気に入り”の持ち運びが可能（フラッシュメモリタイプ）。 
 
４. 販売開始日及び製品展示会 

 
（１）販売開始日  

平成１８年２月１日 
  

（２）製品展示会「平成１８年２月１日(水)～3日(金)」 
情報システム・ネットワーク・セキュリティの総合展 『NET&COM2006』に出展 
（東京ビッグサイトの東 4HALL 4146 ブースにて生体指紋認証センサ搭載 フラッシュ
メモリー/HDD を出展します。） 

 
５．見込まれる需要先とその用途 

 
当社のお客様である官公庁・民間企業様のパソコンデータの情報漏洩防止対策や、安全な

情報の持ち運び保管・情報運用管理など。 
 
６．価格：オープン価格 
 
  フラッシュメモリ 128MB～HDD40GB等（参考価格 6,500円～39,000円）まで多数ご用意。 

 
７．本製品に関する問い合わせ先 

  
＜販売元＞ 

荏原実業 株式会社 オゾン事業部 営業部  
木部 E-mail： kibe@ejk.co.jp 、金井 E-mail：  kanai@ejk.co.jp 

TEL 044-433-7521 FAX 044-433-7241 
ＵＲＬ：http://ejooo.com 

 
   ＜開発元＞ 

株式会社 システムアドバンス 
岐阜県大垣市 社長：宇野博幸 

 
以 上 



詳細資料添付１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

安全、簡単、かつセキュリティの高い指紋認証システム 
「指紋認証」＋「暗号化」のダブルセキュリティでガードは万全、個人情報保護法の対策に。 

 

 

生体指紋認証システム  

  Fingerprint Access  

 

        ( ※市販のコンパクトフラッシュの使用も可能です。) FFllaasshh  KKeeyy  wwiitthh  FFiinnggeerrpprriinntt  AAcccceessss FFiinnggeerrpprriinntt AAcccceessss  CCoonnppaacctt  FFllaasshh TTyyppee
（※市販のコンパクトフラッシュメモリの使用も可能です。） 

 
 

FFiinnggeerrpprriinntt AAcccceessss  HHaarrdd  DDiisskk TTyyppee
指紋認証機能とフラッシュメモリの一体化 

パソコンデータへのアクセスをコントロール

アクセス制限したいデータやフォルダを簡単に 

暗号化することができます。パスワードを覚え 

たり書きとめておく原始的な方法に比べ、指紋 

ならいつでもどこでも認証ＯＫ。指は３本まで 

登録可能（ケガなどの場合にも対応）。 

フォルダ同期機能で、いつでも最新データを

パソコンデータとフラッシュメモリのデータを「ファイル同期機能」の活用によ

って、常に最新の状態を保ちます。オフィスとご自宅と２台のパソコンで編

集、またモバイルで編集にも便利です。 

「お気に入り」サイトも携帯できます。 

ご使用中のパソコン上の “お気に入り” を本デバイスに転送。お出かけ先

のパソコンに接続し、指紋認証さえすればアクセスＯＫ。 

複数のURL「ＩＤ/パスワード」を管理 

  インターネット上で利用する「ＩＤ/パスワード」を 

本デバイスに複数登録することが可能です。 

 

指紋認証機能とハードディスクの一体化 

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ＆ﾊﾟｿｺﾝ内ﾃﾞｰﾀへのアクセス制限 

アクセス制限したいデータやフォルダを簡単に暗号 

化することができます。パスワード等によるセキュ 

リティではなく、個人識別を用いた指紋認証で情報 

漏洩を未然に防ぎます。１０本の指を登録でき、 

グループによるアクセス制限の共有も可能です。 

フォルダ同期機能で、最新データを保持 

パソコン内データとハードディスク内データを「ファイル同期機能」の活用に

よって、常に最新の状態を保ちます。 

 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾒｰﾙ「Outlook Express」機能 

外出先等へは、本製品のみを持参 

してインターネットが出来る環境が 

あれば他の方のパソコンを借りて 

メールの送受信が可能です。また 

その際、パソコンにデータを残す 

ことはありません。 



主な仕様 
 

製品名 Fingerprint Access CF Type  Fingerprint Access Hard Disk Type Fingerprint Access Flash Memory   

型式 KWSA-7290 KWSA-7291 KWSA-7289 

  

 

 

 

 

電源 USBﾊﾞｽﾊﾟﾜ  ー USBﾊﾞｽﾊﾟﾜ  ー USBﾊﾞｽﾊﾟﾜ  ー

容量 ﾏｲｸﾛﾄﾞﾗｲﾌﾞ 4.0GB ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 20GB/40GB 128MB/256MB 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ USB1.1&2.0対応 USB1.1&2.0対応 USB1.1対応 

外形寸法 
53W×80D×12H       

（単位:mm、但し突起物は含みません）

77W×87D×18H       

（単位:mm、但し突起物は含みません）

21W×74D×10H       

（単位:mm、但し突起物は含みません）

対応ＯＳ WindowsXP/2000/ME/98SE WindowsXP/2000/ME/98SE WindowsXP/2000/ME/98SE/98 

伝送速度 12Mｂps/480Mbps 12Mｂps/480Mbps 12Mｂps 

動作環境 (推奨） 
IntelPentiumⅢ700以上      

ﾒﾓﾘ 128MB以上 

IntelPentiumⅢ700以上     

ﾒﾓﾘ 128MB以上 

IntelPentium166以上      

ﾒﾓﾘ 64MB以上 

使用環境 －20℃～70℃ －20℃～70℃ －20℃～70℃ 

保証期間 １年 １年 １年 

価格 オープン オープン オープン 

※指紋認証機能を搭載したパソコン、またはオプションにより指紋認証機能を拡張できるパソコンには、一部使用できないものもあります。 

 

 
 

 
 
 
 

WWiirreelleessss  PPCC LLoocckk  
離席時のｳｨﾝﾄﾞｳ ﾛｯｸ操作不要 

・本製品を装着したＰＣより５ｍ離れる 

と下図のようにパスワードを促すメッ 

セージが表示され、パソコンをロック 

します。 

 

 

・パスワードでの解除が可能です。 

・USBの抜き差しが不要です。 

・ﾄﾗﾝｽﾘﾐｯﾀｰの電源を押すとｳｨﾝﾄﾞｳ

ﾛｯｸ起動 

 

主な仕様 

電源 ：USBﾊﾞｽﾊﾟﾜｰ（ﾚｼｰﾊﾞー ） 

 ：二酸化ﾏﾝｶﾞﾝﾘﾁｳﾑ電池（ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰ） 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB1.1＆2.0対応 

外形寸法 ：ﾚｼｰﾊﾞー  20W×65D×10H  

ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ  ー直径32厚さ120 

        (単位mm、但し突起物は含みません)

対応OS ：WindowsXP/2000/ME/98SE 

保証期間 ：１年 

価格 ：オープン 

販売元： 

荏原実業 株式会社 オゾン事業部 

http：//www.ejooo.com 

■ 営業部 東日本営業課 

〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子1270 

TEL:044-433-7521 FAX:044-433-7241 E-mail:ej-ozone@ejk.co.jp 

■ 営業部 西日本営業課 

〒541-0046 大阪市中央区平野町3-2-13(平野町中央ビル) 

TEL:06-6231-3528 FAX:06-6231-2929 E-mail:ozon-osaka@ejk.co.jp 

※ このカタログに掲載した商品は、改良などのため予告なしに内容を変更することがあります。 

※ 型式、価格については変更がある場合もありますので、お求めの節は必ず係員にお確かめください。

お問い合わせ・ご注文は 

 

開発元：株式会社 システムアドバンス 


