
お問合せ・お申込みはこちらから⇩

FIDO2 認定！
指紋認証セキュリティキー！

指紋登録アプリケーション無しで
指紋の登録が可能！ ( 特許 )

パスワード管理システム搭載！
指紋タッチでパスワード入力！

YubiOn と ATKey.Pro 月額 1,000 円！
数量は別途ご相談ください！
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AuthenTrend 社製 ATKey.Pro 指紋認証セキュリティキーと「YubiOn」認証ソリューションを組み合わせる
ことにより、世界最新認証方式である FIDO2 認証を実現。従来のパスワード認証から、より強固な生体認
証を使用した多要素認証へアップグレードしサービスの安全性を向上できます。
さらに ATKey.Pro 指紋認証セキュリティキーを「YubiOn」FIDO2® Server」搭載の BOX 型サーバーと組
み合わせることにより、世界最新認証方式である FIDO2 認証環境を容易に実現できます。従来のパスワー
ド認証から、より強固な生体認証を使用した多要素認証システムを構築し、安全性・利便性を向上できます。

※ FIDO の機能ではございません。
※ Windows10 Chrome ブラウザのみ対応。

簡単セットアップ！月額で使える指紋認証搭載セキュリティキー！

安心・安全・快適認証ソリューション 「YubiOn」安心・安全・快適認証ソリューション 「YubiOn」

リモートワーク・在宅勤務・出張時等、さまざまな勤務形態におけるセキュリティ向上を
実現する『認証ソリューション』です。

ATKey.Pro がお客様に選ばれる理由

ATKey.Pro は USB Type-A と
Type-C をご用意しております。同
時にお申込み頂けますので、ご自身
の端末環境に適した方をお選びくだ
さい。

モバイルバッテリーに接続したり、
PC の USB に接続するだけでアプ
リケーション不要で指紋の登録が簡
単に出来きるのは AuthenTrend の
指紋認証セキュリティキーだけ！

半導体世界最大手ブロードコム社が開発した
パスワードマネージャー機能を搭載。ID や
パスワードをブラウザのキャッシュや外部の
クラウドサーバーに保存する事なくセキュ
リティーチップ (FIPS140-2 レベル 3 準拠 )
に格納。従来のパスワード管理よりも安全で
素早いウェブサービスへのログインが指紋認
証で可能。

ソフト技研と AuthenTrend
は TOP MULTIFACTOR 
AUTHENTICATION COMPANIES 
IN APAC 2020 を受賞しています。

USB-A と USB-C をご用意 指紋登録専用アプリが不要 パスワード管理機能搭載



安心・安全・快適認証ソリューション 「YubiOn」　12 の機能！安心・安全・快適認証ソリューション 「YubiOn」　12 の機能！

FIDO ログオン強制機能FIDO ログオン強制機能
Windows のログオン時に FIDO キー
を使用したログオンを強制します

パスワードキャッシュ機能パスワードキャッシュ機能
一定の機能を備えた FIDO2 キーを用
いた際、パスワードの再入力が不要に
なります。

オフラインログオン機能オフラインログオン機能
指定した日数の間、オフラインでも認
証できるようにします。

リモートロック機能リモートロック機能
遠隔から端末のロックが可能です。

認証失敗ロック機能認証失敗ロック機能
一定回数のログオンに失敗した際、
端末にロックをかける設定が可能です。

認証失敗ロック自動解除機能認証失敗ロック自動解除機能
認証失敗ロック後、一定時間で自動的
にロックを解除する設定が可能です。

ログ管理機能ログ管理機能
端末のログを管理します。

位置情報の取得機能位置情報の取得機能
ログ上にて、端末の位置情報を
把握することが可能です。

グループポリシー機能グループポリシー機能
各種設定をグループ化した端末ごとに
反映する事が可能です。

Windows 画面ロック機能Windows 画面ロック機能
認証を用いた FIDO キーを抜いた時
Windows 画面をロックします。

バージョン更新機能バージョン更新機能
クライアントソフトウェアの
バージョンアップが可能です。

アンインストール制限機能アンインストール制限機能
利用者がソフトウェアをアンインス
トール出来ないように制限します。



指紋 ATKey.Pro
スタンドアローン登録 ( 特許 ) ✓

キー側マッチング ✓
Windows 側マッチング

指紋登録最大数 10
キーロック / リセット ( 複数回失敗時 ) ✓

充電式リチウムイオン電池
認証方法 ATKey.Pro

パスワードレス ✓
2 要素 / 多要素認証 ✓
インターフェース ATKey.Pro

USB-A ✓
USB-C

NFC
BLE
認定 ATKey.Pro

FIDO2 認定 ✓
FIDO U2F 認定
FIPS140-2 準拠 ✓

MISA(Microsoft Intelligent Security Association) ✓
RSA Ready ✓
機能 ATKey.Pro

WebAuthn ✓
FIDO2 CTAP2 ✓

U2F(Universal 2nd Factor) ✓
AT OTP ✓ ( カスタマイズオプション企業向け )

OATH-HOTP( イベント式 ) ✓ ( カスタマイズオプション企業向け )

OATH-TOTP( 時間式 )
ツール ATKey.Pro

ATKey for Windows ✓
ATKey for Mac

ATKey Admin( 管理 ) ツール ✓ ( 企業様向け )

AT ADPU SDK ✓ ( 企業様向け )

クライアント / サーバーマッチング SDK
アクセス管理 ATKey.Pro

Microsoft Activity Directory
Microsoft Azure AD ✓
デバイスログイン ATKey.Pro

Windows ✓
Mac

Chrome ✓
対応OS ATKey.Pro

Windows OS ✓
Mac OS ✓

Linux
ChromeOS ✓

Android
iOS

アカウントアクセス ATKey.Pro
Google アカウント ✓

Microsoft アカウント ✓
Github ✓

Dropbox ✓
Evernote ✓
Facebook ✓

Twitter ✓
Youtube ✓

Gitlab ✓
デバイスタイプ ATKey.Pro
FIDO HID Device ✓

HID Keyboard ✓ ( ファームウェアカスタマイズ )( 企業様向け )

Windows Hello コンパニオンデバイス ✓ ( サポート終了 )

Windows Hello WBF ドライバー

※ Bio-Safe ™は Windows の Google Chrome ブラウザのみ対応です

対応一覧表 商品仕様

使用上の注意 

本製品を使用時に発生した際に生じた PC本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一
切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
指紋専用の機器となります。指紋以外の登録はしないでください。
本製品の取り付け、取り外しはお客様の責任において行ってください。
本製品は PC本体 /USB ポートへの傷や汚れを完全に防ぐものではありません。
本製品接続時において、全ての機能 /動作を保証するものではありません。
接続する前に本製品に付いているほこりや油分・水分、ごみなどをよく拭き取ってから使用してく
ださい。
機器の汚れは、乾拭き程度で拭き取るようにしてください。
ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
電子部品を使用していますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いなどはお避けください。
本製品のセンサー部分に傷をつけないようご注意ください。動作不良の原因となります。
本製品を分解・加工したり、重い物を載せたりしないでください。
高温多湿の場所、乳幼児の手の届く場所を避けて保管してください。
お客様のご使用状況・環境などにより、変色する場合があります。
本製品を加熱したり、火気に近づけたりしないでください。
濡れた指で本製品に触れないでください。動作不良の原因となります。

本製品は電子機器です。雨や一定時間水分に触れる場所でのご利用、設置はおやめください
防水機能はございません。
次の場合は指紋を認識できない場合や、照合率が低下する場合があります
　－指が乾燥している場合
　－指が汗や水で濡れている場合
　－皮膚が濡れている場合
　－泥や油で指が汚れている場合
　－指紋が薄い場合
　－センサー面に埃や汚れ、水分や傷がある場合
指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本製品を使用された、又は
使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても一切の責任を負いかねますので予め
ご了承ください
Bio-Safe™ は全てのWeb サービスログインでの動作を保証するものではございません。予めご了承
ください。
Bio-Safe™ は全ての ID/ パスワードの格納を保証するものではございません。予めご了承ください。
万が一、ATKey.Pro を紛失してしまった場合は、Web サービス登録済の ATKey.Pro を必ず解除する
ようにしてください。また、Bio-Safe™ で登録しているパスワードも変更するようにしてください。
ATKey.Pro を他人に譲渡したりしないでください。
Bio-Safe™ のアップデートにより ID/ パスワードが消去されてしまう場合がございます。予め ID/ パ
スワードのバックアップはお客様ご自身で行ってください。
Bio-Safe™ ソフトウェアの不具合については Broadcom社にお問合せください。

・　ドライバー不要の HID デバイス
・　ポータブルサイズで Windows や Mac、Chromebook にも。
・　最大 10 個の指紋登録が可能
・　マッチングの速度は 1 秒以内
・　FAR( 他人受入率 ) 1/50,000 以下
・　FRR( 本人拒否率 ) 2% 以下
・　FIDO2 認定
・　1 年保証

指紋センサー

シリコンキーケース

クリックボタン

Tri カラー LED/ ロゴ

キーコード


