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PCの起動に
時間がかかる
出勤前に電源
ONしたい！

会社のPCの
電源がOFF

リモート操作が
できない！

点検停電復旧後の
サーバの

起動を自宅から
したい！

休日に一括して
遠隔操作による
インストール

対象PCの電源を
ONしたい！
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RemoteWOLについて

オフィスのPC電源を遠隔で入れたいと思ったことはありませんか？

OFF
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RemoteWOLについて

RemoteWOLとは

スマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどから遠隔で簡単に

オフィスのPCやサーバの電源を入れることができるRemoteView専用アプライアンス製品です。

Sever

PC

Note PC

ネットワークセグメント

RemoteWOL
Internet

ON!

ON!

ON!

※Windows PCのみ使用可能です。
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RemoteWOLについて

特長 1

必要なとき簡単に

PCの電源オン！

特長 3

特長 2

特長 4

ON!

停電時 電源復旧時

RemoteWOLで実現するスマートな電源管理

復電後の自動起動で

安定運用が可能

RemoteView

連携で遠隔操作が

よりスムーズに

手のひらサイズで

省電力＆静音！

※サイズ：140(W)x88(D)x28(H)(mm)
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RemoteWOLについて

RemoteWOLの導入メリット

セキュリティ強化 複数の端末を便利に管理 高いコストパフォーマンス

PCの電源オンならルーターのWOL機能を使う
こともできますが、ルーターは社内のネット
ワーク設定に直結するため、安全性という観点
から不安が残ります。RemoteWOLなら、
RemoteViewサービスでのアクセス権を持つ
利用者のみ電源を入れることができるので、
企業でも安心し導入できます。

PCの管理は、台数が多くなるほど手間も時間も
かかり面倒です。RemoteWOLなら電源を入れ
るPCを用途別、グループ別に指定するのはもち
ろん、WOLに接続されたすべての機器の電源を
一括で起動できるため、効率的な管理・運用が
可能です。

RemoteWOLは他の製品に比べ、価格もリーズナ
ブルで、 消費電力も抑えられています。ソフト
ウェアWOLのように、電源を入れるために別の
PCを常に起動しておく必要もないため、電気代の
削減の効果もより大きく、導入効果を強く実感し
ていただけます。



RemoteWOLのご利用方法
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RemoteWOLのご利用方法

PCからの場合

ご利用前の設定について

RemoteWOLによる遠隔電源操作機能を利用す
るためには、事前に電源起動をするネットワー
ク上での以下の設定が必要となります。
・RemoteWOL本体の設定
・ネットワーク環境の設定
・RemoteViewアカウントの設定など

詳細は、マニュアルをご参照ください。

❷電源起動する

電源起動するPCのアイコンの上で右クリックを
して、表示されたメニューの中、「WOLで電源
起動」をクリックします。

❶ログインする

RemoteView(https://rview.com)にログインし
ます。

❸電源起動状態を確認する

電源起動したいPCのagent IDとパスワードを
入力します。電源の起動が完了し利用可能な状
態になると、PCのアイコンがオンに変わります。
※電源起動には10分程度の時間がかかることがあります。
※電源起動するPCとWOLが同じネットワークにある必要が

あります。
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RemoteWOLのご利用方法

モバイル端末からの場合

❷電源起動する

電源起動するPCを選択し、電源起動(WOL)を
タップします。

❶ログインする

RemoteViewアプリを起動し、ログインします。

❸電源起動状態を確認する

電源起動したいPCのagent IDとパスワードを
入力します。電源の起動が完了し利用可能な状
態になると、PCのアイコンがオンに変わります。
※電源起動には10分程度の時間がかかることがあります。
※電源起動するPCとWOLが同じネットワークにある必要が

あります。

アプリのご利用について

ご利用のモバイル端末のOSが、iOSの場合は
「App Store」、Androidの場合は「Google Pl
ay」で「RemoteView」を検索してアプリを
インストールしてください。
※本アプリのダウンロードは無料です。
※ご利用いただくには、RemoteViewのご契約
および事前にRemoteWOL登録・電源起動する
PCの登録が必要です。
※ご利用可能なモバイル端末の仕様はホーム
ページをご参照ください。



電源OFFされたオフィスの自席PCの遠隔操作

導入前 導入後
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ケーススタディ

Case 1

台風で出勤できない。
朝一、提案書を送付すると
クライアントと約束したのに...
こんなときに限って、
遠隔操作しなきゃいけないのに
会社のPCの電源をOFFにしてきてしまった！

会社のPCがOFF、遠隔操作ができない。

ON

RemoteWOLでオフィスPCの電源起動！

RemoteWOLで会社のPCの電源ON！
遠隔操作で直ぐにクライアントに
提案書を送付！



遠隔地からサーバの電源起動
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ケーススタディ

※正常にシャットダウンされていない場合、電源ONができない場合があります。

Case 2

導入前 導入後

深夜の停電、復旧後の出社をなくしたい。 復電後、サーバの電源を起動させる。

深夜メンテナンスによる停電。
メンテナンス終了後、
サーバの電源を入れないと
朝からのみんなの業務に影響が出そう...

電源復旧の連絡を受けた後、
RemoteWOLでサーバの電源起動！
深夜出勤しなくても
みんなの業務に支障なし！

ON



IT管理者がいない拠点サーバのリモート支援
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ケーススタディ

Case 3

導入前 導入後

落雷で管理者不在拠点のサーバが電源OFF
行くことなく電源起動したい。

RemoteWOLを利用し、
遠隔でサーバの電源ON！

落雷で管理者不在拠点の
サーバの電源がOFFになって大変！
さらにサーバのことがわかる者がいない！
本社から行ける者もいない！

遠隔でサーバの電源ON！
RemoteViewでリアルタイムで状況を確認し問題解決！
拠点業務を止めることなく、かつ出張コスト削減を実現！

※正常にシャットダウンされていない場合、電源ONができない場合があります。

ON



遠隔地から地方拠点のPCの電源ON
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ケーススタディ

OFF

Case 4

導入前 導入後

休日の一括インストール、
電源OFFの犯人探しで大変？

RemoteWOLで
複数のPCを一度に電源起動

本社から一括して遠隔操作によるインストールをするから
PCの電源をONにしておくようにアナウンスしてたのに、、、
電源OFFにしている人がいる！

パソコンの登録画面より、電源が入っていない
PCを確認して遠隔で電源起動！
決まった作業時間内にスムーズに作業完了！

ON



RemoteWOLのご購入の前に



WOL機能をご利用できない環境
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RemoteWOLのご利用方法

同じネットワークではない場合
- 電源を入れるPCと同じセグメントのネットワークにRemoteWOLを

設置してください。

無線ルータを使用している場合
- 無線ルータを利用してネットワーク接続している場合WOL 機能を

ご利用できません。

ノート/タブレットPCを使用している場合（一部のPCが該当します。）
- ノート/タブレットPCはメーカ別にWOL機能サポート可否を確認すること。

製品メーカー又は 製品購入先にご確認上、ご利用ください。

Firewallを使用している場合
- Firewallがある場合、もしくはハードウェア的にネットワークが
パケットをブロックしている場合、ご利用できない場合があります。

電源のプラグが外れている場合
- PCのプラグがコンセントに接続されている必要があります。
節電型コンセントの場合、途中電源が切れてないか確認してください。

LANケーブルの接続が不安定の場合
- PCにLANケーブルが繋がっている必要があります。
- LANケーブルが抜けてないか確認してください。
- LANケーブルを直接PCに接続しない環境のPCは

動作保証外となります。（ex. 変換アダプター経由）

BIOSがWOL対応ではない場合
- WOL対応の可否はメーカ又は購入先にお問い合わせください。
※Windows PCのみ使用可能です。

LANカードがWOL対応ではない場合
-WOL対応の可否はメーカ又は購入先にお問い合わせください。

※注：電源を入れるPCを基準にしています。



RemoteWOL パッケージ構成

製品仕様及び構成
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RemoteWOLのご利用方法

寸法 / 重量 高さ 28mm x 幅140mm x 奥行 88mm / 151g

電源 DC9V / 1A

動作温度/湿度 1℃～50℃/ 5～90％

認証規格 VCCI, PSE

登録可能PC ※最大252台の社内のサーバや自席PCを登録可能

希望小売価格 36,000円（税別）

※サブネットマスクに255.255.255.0を使うクラスC構成の場合



〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-20 第3虎の門電気ビル7階

リモートビュー


