ENTERPRISE 製品の概要

チームを成功に導く
ビジネスの成功への第⼀歩は、準備万全なチームから。毎日、世界中の何千もの組織で、何百万人もの人々が、効率
的に考え、計画し、伝え、重要な業務で協働するために MindManager を利用しています。
MindManager Enterprise により、チームメンバーは自身の生産性を高め、互いの協同作業を改善させ、ツールを最
大限に有効活用することができます。マインドマッピング、インタラクティブな図表の作成、戦略的なビジネス、
プロジ
ェクトの計画、その他多くを実現できる業界をリードするソフトウェアです。

プロジェクトの計画

タスクや作業の管理

ブレインストーミング & ア
イディア形成

企業開発

情報管理

プロセス マッピング

より良く、
より速く協業

綿密な計画と管理

一元化と実行の簡素化

• 複数の人とリアルタイムに共同編集
セッションで協働することで、理解が
深まり、意識が統一され、賛同が得
られます。
• 1 度のチームセッションで、
ダイ
ナミックなブレインストーミング
から実行可能な戦略を創出でき
ます。Dropbox、Google ドライ
ブ、OneDrive、Box でマップを保存、
共有。

• リソースの割り当て、
コストのロール
アップ、予定のマッピング、その他多
くを行ってプロジェクトのスケジュー
ルや優先順位を把握できます。
• プロジェクトのリソース、
タスク、
タイ
ムライン、
ガントチャートなどを表示
することで、
ステータス、警告、
リスク
を 360 度「見える化」
します。
• 詳細を見逃すことなく、
プロジェク
トの目標を全体的にバランスよく
整理し、すべてを統合することがで
きます。

• SharePoint、Outlook、Excel などの
ソースからマップを作成したり、他
のマップからデータを統合したりで
きます。
• 強力な検索機能、
フィルタリング ツ
ール、インデックス ツールで、膨大
なデータを容易に制御できます。
• ファイル、
リンク、
メディア、
メモなど
を関連付けして、豊富かつ包括的 で
共有可能なダッシュボードを作成・
共有できます。

MindManager Enterprise のパッケージ内容
チームに最適な完全ソリューション
•
MindManager for Windows
チームはビジネスの重要情報をよりシ
ンプルに処理、管理できるようになりま
す。SharePoint のネイティブ連携も可
能です。
•
•

MindManager for Mac
Mac ユーザーが MindManager コア機
能を利用できるよう Mac 向けに開発さ
れました。

•

高度なプロジェクト計画とタスク管理ツ
ール
リソースのチャート、
リソースのコスト
管理、
プロジェクトのレポートなどが可
能です

•

SharePoint Linker for Desktop
SharePoint のコンテンツを簡単に照会
できます。

•

MindManager Server App for SharePoint
SharePoint に保管された MindManager
ファイルをチームメンバー全員が開いて
閲覧できます。

•

MindManager for Microsoft Teamsⁱ
リアルタイムの共同作業、
プロジェクト
ダッシュボードの管理、
ブレインストー
ミング セッションができます。

•

•

•

コンテンツ制御
共有マップで編集アクセスを管理でき
ます。
共同編集ⁱ
安全が確保されたクラウドベースのセ
ッションで複数の参加者とリアルタイム
で共同作業できます
クラウド & モバイル サービス
シングル ユーザーおよびマルチ ユーザ
ーの MindManager Snap キャプチャ ツ
ール、MindManager Go モバイルビュ
ーワーアプリが含まれていますii

妥当で柔軟な価格設定
MindManager Enterprise ライセンス プログラ
ムは、
カスタマイズされた適用性の高い体験を保
証します。内容
•
•
•
•
•
•

ボリューム ライセンス割引
契約期間調整と年間契約の自動更新
プレミアム専門サポート
ダウングレード権
更新 / アップグレード
ト レーニング & コンサルティング サービス（
オプション）

企業への導入をサポート
MindManager Enterprise なら、容易か
つ効率的に展開できます。
•
•
•
•
•

シングルキーとシングル サインオン
（SSO）の有効化
ライセンス管理
サイレントな大規模展開
単一言語のインストーラ
エンドユーザーの言語切り替え

技術要件
MindManager Windows 21：
• Microsoft Windows 10（32 ビットおよび 64 ビット）
• Intel または AMD プロセッサ（1 GHz またはそれ以上）
• 2GB 以上の RAM
• 1 GB のディスク空き容量
• 推奨最小ディスプレイ: 1280 x 720 ピクセル
• Microsoft .NET 4.6 以降
• SharePoint Linker の機能が対応する認証方
法：NTLM、Forms Based、SAML（SharePoint 2013）
、Azure ADFS/On Premises、Office 365、および多要素
認証
一部の機能に必要な追加の要件：
• Microsoft Office Professional 2016 以降（32 ビットおよ
び 64 ビット）
• Microsoft Office Professional 2016 またはそれ以降（32
ビットおよび 64 ビット）
• Microsoft Internet Explorer 11.0 以降
• ブロードバンド インターネット接続
MindManager for Mac 13：
• macOS® High Sierra 10.13 から macOS® Big Sur 11.0
• 500 MB のディスク空き容量
• 1024 × 768 以上のディスプレイの解像度
• 一部の機能を使用するには、
ブロードバンド インターネ
ット接続が必要です
MindManager Server ソフトウェア：
• SharePoint 2013、SharePoint 2016、SharePoint
Online。
• Microsoft Office Professional 2016 以降（32 ビットおよ
び 64 ビット）
対応ブラウザ：
• Edge、Firefox、Chrome、Safari（最新の公開リリース）
、Internet Explorer 11

Microsoft Teams：
MindManager for Microsoft Teams は、すべてのプラット
フォーム*（Windows、Mac、Chromebook、iOS、Android）
または Microsoft Teams が対応する Web ブラウザ
（Chrome、Firefox、Edge、Safari）
でご利用いただけ
ます。Microsoft Teams のハードウェア要件について
は、https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/
hardware-requirements-for-the-teams-app をご覧くだ
さい。
* モバイル機器では、マップ編集機能は利用できません。
現在は、マップの閲覧のみに対応しています。
ランセンス管理：
• Microsoft Edge、Firefox, Google Chrome、
または
Safari（最新の公開リリース）
• 1280 × 720 px 以上のディスプレイの解像度
• ブロードバンド インターネット接続が必要です。
MindManager シングル サインオン：
シングル サインオンにより、貴組織の MindManager ア
カウントを作成せず、既存のシングルサインオンのプロバ
イダを使って MindManager ソフトウェアにサインオンで
きます。
• OpenID を使った Microsoft Azure
• ADFS & SAML を使った Microsoft Azure
• Open ID を使った Google

i MindManager for Microsoft Teams と共同編集機能は、サブスクリプション サービスの一部であるサブスクリプション ベースの
製品です。
どちらも別個でご購入いただけます。価格については、MindManager のオンライン ストアをご覧いただくか、弊社の営
業部または販売代理店にお問い合わせください。
ii MindManager Go は、Google Play または Apple Store から入手できます
一部の機能や情報は、MindManager Windows のみに該当するものです。Mac 向け製品についての詳細は、担担当のアカウント
マネージャーにお問い合わせください。

「ミーティング管理ツール、
プロジェクトプランナー、情報管理システムとして MindManager を利
用しています。
プレゼンテーションの準備にかかる時間を半減できました。
」
– スタッフ・サイエンティスト
（DuPont Genencor)

MindManager の 30 日間の無料体験版をお試しください。www.mindmanager.com をご覧ください
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