
あなたの PC を守りながら、 働き方改革を支援する。 

iLUTon SMART CARD 　 /　　iLUTon LOG MANAGER

 for Windows10 

こんなお悩み、ありませんか？ 

① Windows ロックかけ忘れによる

　　 情報漏洩の懸念 

オフィスで急に呼ばれて PC を離れた時

社外スペースでの作業中の離席  

②多様化する勤務形態における課題

長時間労働や非効率な就労時間

テレワークにおけるマネジメント、

評価 etc… 

離席時の Windows自動ロックを実現 

PC稼働時間を正確に把握 

イルトンがあれば同時に解決！イルトンがあれば同時に解決！

●本チラシの記載内容は 2020 年 4 月時点のものです。内容については予告なく変更する場合があります。
●詳細は iLUTon（イルトン）ホームページをご確認ください。

URL: http://iluton.net

Mail: contact@iluton.net

製造元

株式会社イージーディフェンス
詳しくはＨＰで！

ここからアクセス

PC Auto Lock System　iLUTon（イルトン） 　カタログ番号 2020B2003

■会社名、製品名などは各社または各団体の商標もしくは登録商標です。

2020 年 4 月版

製品スペック

ライセンスプログラム

シングル
ライセンス

スモール
ライセンス

ミディアム
ライセンス

ラージ
ライセンス

1 セットからご購入
小規模導入向け 中規模導入向け 大規模導入向け

【注意事項】ペースメーカーから２２㎝以上離して使用すること。医療機関内では無線LANやBluetooth機器の使用に準拠していただければと存じます。

イルトン・スマートカード 販売名 個人認証カード

認証番号(TELEC) R204-820157

外観サイズ 8.5cm x 5.5cm x 0.4cm

質量 17g

アンテナゲイン 2dBi

利用電波帯（周波数） 2.4GHz帯

電波距離（最大伝送距離） 2メートル

防じん・防水・防滴 無し

電源 非充電式Li-MnO2

電池寿命の目安 2.5～3年（稼働条件による）

動作環境 Windows10 64bit

ハードウェアバージョン EZD-ILT-CA-HW-1.0

ファームウェアバージョン EZD-ILT-CA-FW-1.0

商品JANコード

タイプDレシーバー 形状 USBドングルタイプ

サイズ 2.5cm x 1.7cm x 0.7cm

質量 2g

アンテナゲイン 2dBi

接続タイプ マイクロUSB

ファームウェアバージョン EZD-ILT-CA-FW-1.0

ハードウェアバージョン EZD-ILT-CA-HW-1.0

タイプAレシーバー 形状 USBケーブル付属デスクトップタイプ

サイズ 9cm x 3.5cm x 1.5cm

質量 20g

アンテナゲイン 2dBi

接続タイプ マイクロUSB

ファームウェアバージョン EZD-ILT-CA-FW-1.0

ハードウェアバージョン EZD-ILT-CA-HW-1.0

付属品 USBケーブル

管理者専用アプリケーション 名称　 管理用アプリ

OS要件 Windows10 64bit

メディア CD-ROM/DL

ユーザー専用アプリケーション 名称　 ユーザー用個別アプリ

OS要件 Windows10 64bit

メディア CD-ROM/DL

S M L
５セットからご購入 50 セットからご購入 200 セットからご購入

ボリューム数に応じた割引率が

適用されているライセンスプロ

グラムをご用意しています。

ご利用者数に合わせた
柔軟なご購入形態

スマートカード ＋ 
ノート PC 用レシーバー（typeD）

スマートカード ＋ 
デスクトップ PC 用レシーバー（typeA）

※ご使用するカードと同数のライセンスが発行されます。
※カード単体ではご使用できません。
※カード 1 枚に対し複数台の PC をご使用の場合は
　追加レシーバー 1500 円（メーカー小売希望価格）を
　ご購入頂けます。

※すべて前払い一括でのご購入になります

※シングルライセンス 1 年契約の場合 ※シングルライセンス 1 年契約の場合

ご利用契約年数

1 年契約、またはお得な 2 年契約

7,200円 /年（税抜、月額換算600円）
メーカー希望小売価格

7,200円 /年（税抜、月額換算600円）
メーカー希望小売価格

ノートPC用 iLUTonセット デスクトップ PC用 iLUTonセット

サイトをCHECK!

特許
申請中
特許
申請中
特開 2018-181164
特願 2018-194749

特許番号

P C  A U T O  L O C K  S Y S T E M

「イルトン」 

デスクトップ PC用

ノート PC用

URL：https://holons.co.jp/

正規販売代理店

Inter�t Retailer



堅牢なセキュリティーオートロック・イルトンスマートカード
離席時の Windows自動ロックを実現 。あなたの PC の情報を守ります。

世界初！
世界初！ 距離によるWindowsロックのON/OFF

精度の高いシステムログ管理
パソコン稼働時間ログを正確に収集し、労働時間を正確に把握します。

「パソコンの稼働時間のログ」を収集して「労働時間を見える化」

PC の電源 OFF 状態
PC の電源は ON だが、PC 操作をしていない状態
PC 操作をして作業をしている状態。

一目でわかるグラフ

日・月・年での

表示切替機能

詳細時間を表示

① iLUTon ライセンス管理システムからライセンスファイルと

　 管理者専用アプリケーションをダウンロード

② アプリに社員情報を登録

③ カードをレシーバにかざし社員情報とカードを連携させる

④ 連携させた情報 ( ユーザーキーのファイル ) を社員に送付

⑤ 連携済のカードとレシーバーを社員に渡す

⑥ ユーザー専用アプリケーションをダウンロード

⑦ PC にユーザーキーのファイルを読み込む

　 ※１台の PC を複数人でご使用する場合は、

　 各ユーザーのユーザーキーを同じ手順で読みこみます

⑧ パスワードを登録する。

　 PC にレシーバを設置してご利用開始 !

■ユーザー専用アプリ

ユーザーキーを読み込み

現在 Windows ロックに

使用しているパスワード

を保存して完了

管 理 者 ユーザー

■管理者専用アプリ

社員情報の登録とカードの

連携画面

■登録専用レシーバで

カードと連携します

アクティブディレクトリ対応

距離によるWindowsロックのON/OFF

「パソコンの稼働時間のログ」を収集して「労働時間を見える化」

ログの送信

状態を把握

ログの送信

状態を把握

イルトン

ログマネージャー

イルトン

ログマネージャー

離席中：1８.5 時間
着席中：5.5 時間
操作中：２.5 時間

詳細時間を表示

iLUTon「４つ」のポイント

iLUTon のご利用方法

※ご利用いただける PC は、Windows10 の PC となります

※「iLUTon」を動かすため、初回のみソフトウェア設定作業が必要となります

※ご利用いただける PC は、Windows10 の PC となります

※「iLUTon」を動かすため、初回のみソフトウェア設定作業が必要となります

社外作業中の離席

あと付け簡単 共有 PC でもご利用可能

2.4GHz 特殊プロトコル アクティブディレクトリ対応

管理が難しいフリーアドレス

仕事中の急な呼び出し

勤務時間のメリハリ

プロセスの見えない
テレワーク

あと付けカンタン カードを付帯してレシーバーをお使いの PC につけるだけ

イルトンレシーバー
（タイプＤ）

EZDefence 

holoncreate 

デスクトップ PC 用

ノート PC 用

スマートカード

ロック操作不要
自動ロックだから忘れない1

2

パスワードが他人に漏れたり
忘れたりするリスクも
ありません。

情報漏洩を防止します。
PC のぞき見防止します。

認証行為、一切不要
自動ログインだから簡単
　

日・月・年単位のログを
確認可能

テレワークに最適

勤怠管理効率化 他サービス連携

1

オーバーワーク

長時間労働 短時間労働 作業時間が断片的

「労働時間の見える化」は「従業員の見える化」

出退勤管理の不要

効率的な働き方 家の事情

2

3

4 5

稼働中・操作中・離席中が分かると…

成果物だけでは見えないことが見える

2.4GHZ 特殊プロトコル色々な利用パターンが可能

セキュリティーの課題

日常には
情報漏洩の危険が沢山

セキュリティーの課題

日常には
情報漏洩の危険が沢山

多様化する
勤務形態の課題
多様化する
勤務形態の課題

働き方改革における
勤怠管理

A子A子 A子

Bluetooth に干渉しない

プロトコルだから医療現場など

幅広い現場で利用可能

許可

LOCK

離席
L

急な呼び出しで
windows ロックを
忘れても安心 

ON

側によるだけ 

パスワード入力 

その他認証

指紋認証 静脈認証 顔認証 虹彩認証

1PointPoint

1PointPoint

2PointPoint 3PointPoint 4PointPoint

2PointPoint

3PointPoint 4PointPoint

一定の距離離れると

接近

自動windows LOCK

自動ログイン

一定の距離離れると

接近

自動windows LOCK

自動ログイン

keykey

１ ４

７

５

ユーザー専用
アプリ６licenselicense 管理者専用

アプリ

３

２

8

共有 PC
Log in

A B C

A B

C D

１人対１台 複数人対１台

1 人対複数台 複数人対複数台

入退室管理

在席管理勤怠管理

CSV データ
書き出し

Active Directory
ドメイン

コントローラ

Aサーバー

許可
Ｂサーバー

② ID 認証 +
パスワード

① iLUTon キー

③ アクセス権
チケット発行

アクセス権提示

Log in

アクセス権提示


