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１ライセンス月額
ライセンス月額

900円(税抜)
税抜)

ライセンスから

1 お申し込み

初期（
初期（設備）
設備）
費用不要

システムサーバの
システムサーバの
設置/
設置/管理が
管理が不要

煩雑な
煩雑な契約・
契約・
更新手続き
き不要
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ハイレベルな
ハイレベルなセキュリティ環境
セキュリティ環境
RSA1024bitの暗号化によるSSL-VPNトンネリングで、セキュアな
アクセスを実現します。
運用ポリシーに応じて設定可能な各種認証機能を搭載し、安全
性を確保します。

簡単設定で
簡単設定で手間いらず
手間いらず
接続元と接続先のPCにアプリケーションをインストールするだけで、既存のネットワーク環境の設定変更が不要

シンクライアント・
シンクライアント・ライクな
ライクな利用形態
アプリケーションやファイルは全て接続先PCで稼動し、クライ
アントには接続先PCの画面のみ転送
ハードディスクやプリンタなどの共有禁止／許可をサーバ側
で設定可能で、クライアントにデータを残さない利用形態によ
り、情報流出の心配も不要

オンラインサービスだから
オンラインサービスだから簡単
だから簡単・
簡単・安心・
安心・低コスト
自社でシステム構築をする必要がないため、初期投資を削減でき、低コストでの利用が可能。
さらにメンテナンスコストも不要
高度なIT技術・運用知識が不要
利用規模や用途に応じて、必要な期間に必要なサービスだけを利用可能

VPN 接続の
接続の概要
Desktop VPN ソフトウェアは、以下の 2 つのソフトウェアによって構成
されています

さまざまな利用
さまざまな利用シーン
利用シーン
低コストで
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環境が構築でき
構築でき、
でき、中小企業の
中小企業のIT化推進
インフラとして
インフラとして活用可能
として活用可能

■Desktop VPN サーバー
リモートアクセスされる側 (インターネットを経由して、外部から接続さ
れたい側) のコンピュータにインストールするソフトウェアです。たとえ
ば、会社の PC に自宅の PC からアクセスしたい場合は、会社の PC
に Desktop VPN サーバーをインストールします。
■Desktop VPN クライアント
リモートアクセスする側のコンピュータにインストールするソフトウェア
です。たとえば、会社の PC に自宅の PC からアクセスしたい場合は
、自宅の PC に Desktop VPN クライアントをインストールします。

モバイルオフィス環境
モバイルオフィス環境を
セキュアに構築、
構築、業務効率化と
業務効率化と生産性
環境をセキュアに
の向上に
向上に貢献

簡単・手軽に導入
■SSLSSL-VPN 接続による
接続による安全
による安全な
安全な通信
上図 (図1) において、リモートアクセス先 PC とリモートアクセス元
PC との間の通信は、インターネットを経由して行われています。

遠隔地にある
遠隔地にある店舗
にある店舗の
店舗の業務用PCに
業務用 に本社から
本社からリモートアクセス
からリモートアクセスし
リモートアクセスし、
日常の
日常のメンテナンスや
メンテナンスや保守を
保守を実施

このとき、Desktop VPN は自動的にインターネット上に SSL-VPN 接
続と呼ばれるトンネル通信を確立し、そのトンネル内で、すべてのデ
ータの送受信を行います。
確立される SSL-VPN トンネル内を流れるすべてのデータは暗号化さ
れ (暗号パラメータの強度設定は RSA 1024 bit)、インターネット上の
盗聴者などから保護されます。

価格

システム要件
システム要件

１ライセンス

月額900 円（税抜）
Mac 接続オプション：月額500 円（税抜）
※初期費用不要 ※年額一括払いも可

最低契約期間

1 ヶ月

最低契約件数

1ライセンス（※追加は1ライセンスから可能）

契約更新

お客様からの解約の申し出がない限り自動
更新となります。

OS

【DesktopVPN サーバ】
●システムモード※1/ ユーザモード※2 ともにインストール可能なOS:
Windows XP / Windows Vista / Windows 7
Windows Server 2003 / Windows Small Business Server 2003
Windows Essential Business Server 2008 / Windows Server 2008 /
Windows Web Server 2008
●ユーザモードのみインストール可能なOS：
Windows XP / Windows Vista / Windows 7

【DesktopVPN クライアント】
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2003 /
Windows Server 2008 R2 / Mac OS X 10.4.9 以降
（※一部機能制限あり。別途Mac 接続オプションの申し込みが必要。）

CPU

Intel Pentium 以上のWindowsが動作するCPU［推奨：Intel Pentium2世代以降］

サービスに関する問い合わせは

メモリ

32MB 以上［推奨：128MB］

06－
06－61956195-7622

HDD

32MB以上の空き容量

9:00-12:00、13:00-17:30 / 土日・祝日・弊社指定定休日は除く

サービスの情報、お申し込みは
ネクストジェネレーション株式会社

http://www.next-ge.co.jp/

ﾈｯﾄﾜｰｸ

HTTPS でWeb ネットワーク閲覧ができる環境
（1.5Mbps以上のブロードバンドアクセス回線）

※1）システムモード：遠隔操作にマイクロソフト社の「リモートデスクトップ接続」を内部的に用いるため、「リモートデスクトッ
プ接続」で提供されるすべての機能がご利用できます。
※2）ユーザモード：「Desktop VPN 内蔵の代替機能による接続」を用います。この場合、ディスクやプリンタなどデバイスの
共有機能はご利用できません。
SoftEther/ ソフトイーサは、ソフトイーサ株式会社および三菱マテリアル株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
その他の会社名、製品およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。
※サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更することがあります。（2012 年10 月現在）

