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● ログ収集

IPv6 Enterprise

IPv6

DHCP 1500/3000モデル

Syslog

Syslog XG

WebフィルタリングProxy powered by i-FILTER

WebフィルタリングProxy powered by i-FILTER 小規模版

WebキャッシングProxy

WebキャッシングProxy 小規模版

Hinemos®4.1 アプライアンス

PATROLCLARICE®アプライアンス

Zabbix Enterprise Appliance ZS-5220/ZP-1220

SkeedDelivery™アプライアンス

PacketiX VPN アプライアンス

教育機関向けProxy AE

PATROLCLARICE®アプライアンス教育機関向け・官公庁向け

● Webキャッシング

● Webフィルタリング

● 監視管理

● 大容量データ配信
● L2-VPN

● 教育機関・官公庁向け
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シンプルに構築できる
ネットワークアプライアンス
シンプルに構築できる
ネットワークアプライアンス

● DHCP

● DNS･DHCP･NTP･
監視管理 統合型

アプライアンス本体やネットワーク
サービスの設定、設定情報のバッ
クアップ、ファームアップデートなど
を直感的な操作で行えるWeb UIを
搭載しており、管理者の手間を煩わ
せません。

Web UI搭載により
直感的な操作が可能 サービスを自前で導入する際、サ

ーバーハードウェアやOSの選定か
らはじまり、インストール作業、設定
作業等、膨大な工数がかかります
がEasyBlocksなら機器選定、設置、
設定のみで完結し、サービス導入
時の手間と時間を削減します。

導入の手間と時間を削減

Web UI上でEasyBlocksのアップデ
ート作業を行うだけでOSやアプリ
ケーションを最新の状態に保つこ
とができ、ソフトウェアメンテナンス
の手間を削減出来ます。

Web UI上でEasyBlocksのアップデ
ート作業を行うだけでOSやアプリ
ケーションを最新の状態に保つこ
とができ、ソフトウェアメンテナンス
の手間を削減出来ます。

ソフトウェアメンテンスの手間削減

HDDやファンといったスピンドル類
を排除した堅牢性の高いハードウェ
アを採用し、故障する確率を極限ま
で低減しました。ハードウェアそのも
のの故障の心配をする事無く、サー
ビスの長期運用が可能です。

HDDやファンといったスピンドル類
を排除した堅牢性の高いハードウェ
アを採用し、故障する確率を極限ま
で低減しました。ハードウェアそのも
のの故障の心配をする事無く、サー
ビスの長期運用が可能です。

安定稼働する
ハードウェア採用

EasyBlocks
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DNS・DHCP・NTP・監視管理 統合型

それぞれ、1ノード、1アプリケーションで動作した場合の測定
数値は目安であり、構成・使用条件によって異なります
自身が保持しているゾーン・レコードに対する問い合わせ
ソフトウェアによる疑似試験による測定

※1
※2
※3
※4

アプリケーション

DNS

DHCP

NTP

監視管理

500 queries/sec (※3)

30 leases/sec (※4)

端末 300台程度の内部DNS, 外部DNS

端末 300 台程度

端末 300 台程度

監視対象 50 台程度

－

－

性能指標 ※1 適用可能規模 ※2

アプリケーション

DNS

DHCP

NTP

監視管理

5,000 queries/sec (※3)

500 leases/sec (※4)

端末3,000台程度の内部DNS, 外部DNS

端末 3,000 台程度

端末 3,000 台程度

監視対象 300 台程度

－

－

性能指標 ※1 適用可能規模 ※2

EBX3/IPV6ENT・EBA7/IPV6
オープン ※

型　　番
参考価格

EasyBlocks IPv6 Enterprise
EasyBlocks IPv6
企業ネットワークに必要な各種サービスをまとめて運用できる、

統合型アプライアンスです。

専用設計のハードウェアで、大規模環境にも対応します。

特 長

各アプリケーションの性能

堅牢、小型、低消費電力

HDDやファンといったスピンドルをす

べて排除した耐熱・耐塵・高堅牢筐

体、手のひらにのる小型サイズ、わず

かな消費電力で稼働します 。

安心・スムーズ長期稼働

ネットワーキングアプライアンス

どんなネットワークにも必要な

サービスをまとめて運用できる、高

信頼で手離れのよいアプライアン

スです。

DHCP, DNS, NTP, 監視管理

Active-Standby 方式

IPv6 Enterpriseは、障害発生時にスタ

ンバイ機へサービスを切り替える

Active-Standby方式で冗長化を行う

ことが可能です。長期に渡る安定運

用を実現します。

冗長化で安定運用

大規模環境に最適のハイエンドモデル

※ 本製品は年間サポートサービス への加入が必須となります

DHCP

IPv6 対応の DNS・NTP・監視管理

DNSサービスはフォワード先やゾーンの設定、従来のIPv4アドレスに加

えIPv6アドレスの名前解決に対応が可能です。また、NTPサービスは

IPv4/IPv6アドレスを持つNTPサーバーからの時刻情報取得やNTPクラ

イアントからのIPv4/IPv6アドレスでの時刻要求にも応える事が可能

です。IPv6ホストの監視管理機能にも対応しています。

IPv6アドレス対応

ログ閲覧や設定作業の簡略化

アプライアンス本体にWeb UIを実装

しており、DHCPやDNSなどのサービ

スのON/OFFや、アプライアンス本体

のIPアドレス設定等をWeb UI上で容

易に実行する事ができ、管理工数を

削減します。

専用 Web UI

パッチ管理の手間削減

ソフトウェアやOSなど、それぞれ個別に行っていたアップデートを一元

管理。Web UI でファームアップデートを行うことができ、管理工数を削

減します。

アップデートの一括管理

IPv6 Enterprise

IPv6

監視管理

NTP

DNS
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型番
参考価格

：
：
EBX3/DHCP1500・EBX3/DHCP3000
オープン 

性能指標※1 適用可能規模※2 ※3

最大1,500 台 /最大 3,000 台500 leases/sec 

DHCP

EasyBlocks

DHCP 1500/3000●

使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた高性能DHCPアプライアンス

特 長 ・ 機 能

冗長化機能

障害発生時にスタンバイ機へサービスを切り替える Active-Standby 方式で
冗長化を行うことが可能です。長期に渡る安定運用を実現します。

LED によるステータス通知

稼働状態に加え、冗長化構成時の Active 側・Standby 側を本体ステータ
ス LED により可視化しました。現場の作業者による機器交換時の誤作業な
どを防止します。

入力チェック機能

不適切な設定を入力した場合には警告が出るため、トラブルを防ぐことがで
きます。

固定 IP アドレス払い出し機能

IP アドレスを払い出した部署名、個人名の入力・確認ができ、重複を
防ぎます。編集は CSV ファイルによって行うことが出来るため、他社
製品からのインポートが容易に行え、リプレイスの手間を軽減します。

ログ表示機能

Web インターフェイス上でログの視認やダウンロードが可能となり、簡単に正
常動作の確認が可能。

機能

特長

全項目を対象とした検索が可能です。

全情報を見ながら全設定を行うことができます。 

 閲覧画面ではソートが可能です。

● IP/MAC アドレスによる、固定割り当て /動的割り当て
● IP/MAC アドレスによる、動的割り当て禁止
● リース状況の表示
● 割り当て前 Ping チェックの設定
● リースファイルの書き込み先を CF から RAMディスクに変更し性能向上
● 複数サブネットに対応したDHCP サーバ、または上位DHCP へリクエストを
　転送するDHCP リレーエージェントとして利用可能
● リレーエージェント時の上位DHCP 設定
● サーバ時のサブネット情報設定

※1 ソフトウェアによる疑似試験による測定

※2 数値は目安であり、構成・使用条件によって異なる

※3 レンジを含めた登録台数
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2つの内部ストレージ容量から
お選びいただけます。
SSD120GB/240GB

ログ収集

EasyBlocks

Syslog XG

EBX3/SYSLOGXG/480G

オープン※1
型　　番

参考価格

性能指標※2 適用可能規模

ひと月あたりのログ総容量 SSD 総容量の20% 以下ログ受信量10Gbytes / 日

EBAX/SYSLOGxG ※3

オープン※1
型　　番

参考価格

性能指標※2 適用可能規模

ひと月あたりのログ総容量 SSD 総容量の20% 以下ログ受信量1Gbytes / 日

●

※1 本製品は年間サポートサービス への加入が必須となります

※2 ログのバックアップ/リストア機能を利用しない場合を基準としております

※3 x：x は内部ストレージ容量を示します（例 EBAX/SYSLOG120G）

　   内部ストレージは120GB、240GB からお選びいただけます

ログ情報を蓄積し続ける機器を手軽に設置

EasyBlocks

Syslog●

特 長

高信頼なストレージを採用
ストレージには SSD を採用。長寿命を実現するコントローラーを搭載し、高信頼なデータ保存を
実現することにより、大切なログを長期に渡り運用出来ます。 

ログの状態を分かりやすく表示

蓄積したログを自動でプライオリティごとに色分けして表示し、異常を視覚的にキャッチすること
ができます。また、プライオリティごとの統計をグラフにでき、指定した期間のログの状態を分
かりやすく表示することで、異常の前ぶれ察知や稼働状況の把握に役立ちます。 

フィルタリング機能

ログの表示にフィルタリング機能を追加しました。複数のフィルタリングルールを予め設定・保存
することや、ログの確認時に都度フィルタリングを設定することなどができます。保存したフィル
タリングルールは、表示対象のシステムを切り替えたり、ログのエクスポート等に活用できます。 

らくちんバックアップ設定

月初に前月のデータのバックアップを自動で FTP サーバへ転送することが可能です。( バックアッ
プファイルの形式はMySQLのダンプファイルと同等 )
また、前日のデータを CSV 形式にして自動で FTP サーバに転送することも可能です。  

ログの活用が簡単に

管理用端末にログのエクスポートが可能です。フィルタリング結果をそのままエクスポートするこ
ともでき、レポートなどのためのログの活用を容易にします。 

データベースを利用した高速処理

ログはデータベース (MySQL) へ保存されるため、ログの表示やフィルタリングなどの処理を高速
に処理する事が可能です。
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Webフィルタリング

小規模・中規模のネットワークへ手間をかけずにWebフィルタリングを導入

特 長 ー インターネットの私的利用がもたらす弊害を未然に防止

型番
参考価格

：
：
EBX3/FILTER
オープン ※1（次年度以降サポートサービスの更新が必要です）

型番
参考価格

：
：
EBAX/FILTER-ST
オープン ※1（次年度以降サポートサービスの更新が必要です）

※1 本製品は年間サポートサービス への加入が必須となります
※2 数値は目安であり、構成・使用条件によって異なります

EasyBlocks

WebフィルタリングProxy
powered by i-FILTER

EasyBlocks WebフィルタリングProxy powered by i-FILTER

小規模版

禁止サイトなら
ブロック画面表示

インターネット
返答されたカテゴリ情報を基に、
閲覧の許可/禁止を判断 閲覧許可

POST禁止

Webブラウザで
閲覧

Webブラウザで
閲覧

閲覧禁止

デジタルアーツ社 
データセンター 閲覧しようとしている

サイトのカテゴリを返答

デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、アイフィルター/i-フィルター/i-FILTER はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

フィルタ
対象サイト

性能指標 適用可能規模 (端末数 )※2

推奨100 台程度、最大 250 台程度170Mbps ※3

性能指標 適用可能規模 (端末数 )※2

推奨 50 台程度、最大100 台程度170Mbps ※3

※3 単一のデータファイル (300MB) をダウンロードした場合

フィルタリングエンジンに i-FILTER を採用
業界最高水準を誇るデジタルアーツ社のWebフィルタリングデータベースを、
手間をかけずに利用可能です。

ソフトウェアインストールが不要

面倒なソフトウェアインストールが不要で Webインターフェースも利用可能な
アプライアンスサーバーだから、自分でサーバー構築をおこなう場合と比べ、
飛躍的にかんたんな導入・運用が可能です。

出口対策機能により悪意のある誘導を遮断

マルウェアに感染した PC が誘導される先の Web サイト情報を取得可能で、
標的型攻撃などによる悪性Webサイトへの通信を検知・遮断します。

Web 経由の情報漏えいを抑止

書き込みやアップロードなど、情報漏洩の原因となるような行為をブロック
可能です。掲示版やSNSの閲覧は許可しつつ書き込みやアップロードは禁止、
といった規制ができます。

アクセスログの取得

誰が、いつ、どこにアクセスしたのかなど、Webアクセスの情報を管理・
分析が可能です。

キャッシュ機能を搭載

判定結果をキャッシュすることで、判定済みのサイトへスムーズなアクセス
を実現します。

透過 Proxy 機能

Proxy 設置時におけるブラウザ設定が不要となり、管理者の手間を削減します。
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Webキャッシング

集中するWebアクセスへキャッシュ上から応答し閲覧を快適に

特 長 ー 信頼あるWEBキャッシングサービス運用が可能に

型番
参考価格

：
：
EBX3/PROXY
オープン ※1

EasyBlocks

WebキャッシングProxy

Proxyモデル機能比較表

型番

主な機能

WEB キャッシュ機能

EBX3/FILTER

Webフィルタリング Proxy

●

推奨100台程度 , 最大250 台程度

約 170Mbps ※2

1,536MB (RAMディスク )

256MB (RAMディスク )

256MB

EBX3/PROXY

キャッシュ用 Proxy

●

最大 300 台程度

約 170Mbps ※2

2,048MB (RAMディスク )

256MB (RAMディスク )

WEBフィルタリング機能

( 対応ブロック方式 )

適用可能規模 (端末数 ) ※1

性能指標 

キャッシュ領域

ログ領域

判定結果キャッシュ領域

Proxy
powered by i-FILTER 小規模版 小規模版

Proxy

・カテゴリ

・POST

・ファイルアップロード

・ブラックリスト

・ホワイトリスト

EBAX/FILTER-ST

Webフィルタリング Proxy

●

推奨 50 台程度 , 最大100 台程度

約 170Mbps ※2

512MB (RAMディスク )

64MB (RAMディスク )

64MB －

EBAX/PROXY-ST

キャッシュ用 Proxy

●

最大100 台程度

約 170Mbps ※2

640MB (RAMディスク )

64MB (RAMディスク )

－

・ブラックリスト

・ホワイトリスト

教育機関向けモデル
（教育機関Proxy AE）

EBAX/PROXY-E/5Y

キャッシュ用 Proxy

●

最大100 台程度

約 170Mbps ※2

640MB (RAMディスク ) ※3

64MB (RAMディスク ) ※3

－

※1 数値は目安であり、構成・使用条件によって異なります

フィルタリング キャッシング

※2 単一のデータファイル (300MB) をダウンロードした場合 ※3 メインメモリと排他

性能指標 適用可能規模 (端末数 )※2

最大 300 台程度170Mbps ※3

教育機関向けモデルは11Pへ教育機関向けモデルは11Pへ

▲

型番
参考価格

：
：
EBAX/PROXY-ST
オープン ※1

EasyBlocks WebキャッシングProxy

小規模版

性能指標 適用可能規模 (端末数 )※2

最大100 台程度170Mbps ※3

※1 本製品は年間サポートサービス への加入が必須となります
※2 数値は目安であり、構成・使用条件によって異なります

※3 単一のデータファイル (300MB) をダウンロードした場合

Webコンテンツキャッシングサーバーを素早く運用開始 万が一のトラブルにも備えた安心設計

指先サイズのUSBメモリに格納した設定情報を挿し替えるだけ

で別の EasyBlocks Web キャッシング Proxy に設定を移行可

能です。

万一のプラグ抜けや停電が起きても挿し直し起動するだけで

サービスを停止前と同じ状態で再稼働することが可能です。

●

●

Webアクセスに対し本体メモリ上のキャッシュ領域から即座に LANを

通じて応答します。Webコンテンツキャッシングサービスを手間なく運

用開始することが可能です。

従来の EasyBlocksで選択できた Proxy 機能へのユーザーニーズに応え

るかたちで、更にWebキャッシング Proxy 機能に特化しました。

透過 Proxy 機能を搭載し、Proxy 設置時におけるブラウザ設定が不要と

なり、管理者の手間を削減します。

●

●

●
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監視管理

型番
参考価格

：
：
BPV4/HNMS41/x/1Y ※1

オープン ※2 （次年度以降サポートサービスの更新が必要です）

EasyBlocks

Hinemos®4.1 アプライアンス

EasyBlocks Hinemos®4.1アプライアンスは、複数のコンピュータを任
意のグループとして統合運用管理できる、オープンソースソフトウェア
（OSS）「Hinemos®」を容易に導入できるアプライアンス製品です。
堅牢かつ低消費電力なハードウェアを採用する事でサービス立ち上
げの手間を大きく低減します。

1 監視管理機能 2 性能管理機能 3 ジョブ管理機能
イベントログ情報やステータス情報の
集中監視が可能です。
管理対象をグループ単位での切替表示
が可能です。

CPU・メモリ・ディスク・ネットワークのリソース情報を、
グループまたは管理対象ごとに管理することができま
す。リアルタイムの性能グラフ表示と実績性能情報収
集の各機能を有します。

ユーザー作成ジョブを、複数
の管理対象で連携させて定
義・実行することが可能です。

さらに、EasyBlocks Hinemos®4.1アプライアンスは、下記の機能を備えているため、どんなシステム環境でも
簡単に管理運用が可能です。詳細な機能一覧はWebからご確認いただけます。

インシデント可視化機能 仮想化環境一元管理機能 ジョブ可視化機能

イベントやスコープを二次元のマップ上
に展開しグラフィカルに表示し、直感
的かつ効率的な操作での運用管理を
実現します。

仮想化ソフトの特有なシステム構成の
相違に自動で対応し、仮想化環境と物
理環境が混在した環境でも容易な一元
管理が可能です。

ドラッグ＆ドロップでジョブネット作成、
ジョブネットを状態ごとに色分け表示な
ど、視覚的で直感的な管理を実現しま
す。（有償オプション） 

物理・仮想化環境を一台で完結、統合運用管理アプライアンス

多くのネットワークセグメントごとに信頼性の高い運用管理環境を導入
したい大企業や、サーバー機器の管理にソフトウェアインストールやメ
ンテナンス、トラブル対処や設置スペース用意といった手間を最小限に
押さえたい中小企業などで、きわめて優れた導入効果を発揮します。

特 長 ー 複雑化するシステムの監視運用業務を効率化

機 能

性能指標 適用可能規模※3

最大 500ノード監視－

※1 x には対応監視ノード数が入ります　※2 本製品は年間サポートサービス への加入が必須となります
※3 数値は目安であり、構成・使用条件によって異なります

Hinemosは株式会社NTTデータの登録商標です。

教育機関・官公庁向けモデルは11Pへ教育機関・官公庁向けモデルは11Pへ

▲

型番
参考価格

：
：
EBAX/PCMx/1Y ※1

359,452 円（税別）～ ※2  （次年度以降サポートサービスの更新が必要です）

EasyBlocks

PATROLCLARICE®アプライアンス

「 エージェントレス 」監視アプライアンス

EasyBlocks PATROLCLARICE® アプライアンスは、コムスクエアが開
発した、エージェントレス型の高品質な監視を実現する
PATROLCLARICE®（パトロールクラリス）を容易に導入できるアプラ
イアンス製品です。

小型・堅牢・低消費電力を兼ね備えたハードウェアをベースとし、昨今の運
用監視に対する厳しいコスト要求と高度な監視要望との両立を果たしつつコ
ストパフォーマンスに優れた監視システムを実現します。

適用可能規模※3

～1,000 台程度 (ping 監視のみを想定 )

性能指標

－

※1 x には付属する監視ポイント数が入ります　※2 本製品は2年目以降年間サポートサービス への加入が必須となります
※3 数値は目安であり、構成・使用条件によって異なります

PATROLCLARICEは株式会社コムスクエアの登録商標です。
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機 能

型番
参考価格

：
：
ZS-5300-01
298,000 円（税別）※2

Zabbix Enterprise Appliance ZS‐5300※1

直感的なインターフェースで操作性の高い監視アプライアンス

性能指標 推奨監視対象台数 (端末数 ) ※3

監視対象 200 台程度－

型番
参考価格

：
：
ZP-1300-01
149,000 円（税別）※2

Zabbix Enterprise Appliance ZP‐1300※1

特 長 ー 中小規模向け高信頼・高パフォーマンス監視アプライアンス

Zabbix Enterprise Applianceは、オープンソースの可用性およびパ
フォーマンス監視ソリューション「Zabbix 3.0」をかんたんに導入・運
用できるアプライアンス製品です。
Zabbixは、商用製品を含めた他の監視システムにはない高度な監視、
アラート、可視化機能を有しています。
そのZabbixを、小型・堅牢・低消費電力を誇る筐体でアプライアンス
化することにより、高度な監視機能を必要とする技術者は、より高信
頼な監視環境を手間なく構築することが可能になります。

Zabbix Enterprise Appliance ZP-1300は、Zabbixサーバーの子サー
バーとして監視を行うことができます。
収集した監視データはZabbixサーバーに送付され、監視データは
Zabbixサーバーで一元管理されます。

※ Zabbix Enterprise Appliance ZP-1300のみで監視を行うことはで
きません 

性能指標 推奨監視対象台数 (端末数 ) ※3

監視対象 200 台程度－

※1 Zabbix Enterprise Appliance ZS-5300 および Zabbix Enterprise Appliance ZP-1300 は Zabbix Japan LLCの製品です
※2 本製品は初年度サブスクリプションへの加入が必須となります
※3 20000 監視項目、5分間隔の監視の場合 / 1監視対象あたり100 監視項目としてパフォーマンス測定

データ収集
ネイティブエージェント、SNMP、IPMI、trapper、SSH、Telnet など様々な
方法を利用できます。

可視化
Web インターフェースによるグラフィカル表示が可能です。

システム監視 Web インターフェース
システムの稼働状況の確認やサポート情報の取得、ネットワークの設定を行
うことができる専用の Web インターフェースを備え、Linux OS を操作する
ことなくシステムの管理を行うことが可能です。

設定バックアップ
Zabbix Enterprise Appliance に内蔵されている専用ツールを利用して、
Zabbix データベース内の監視設定の定期及び手動バックアップ、リストアが
可能です。

VPN 機能の搭載
専用の VPN 機能がプリインストール済みになっており、システム管理 Web
インターフェースからVPN 機能を有効にするだけで、簡単に Zabbix サーバー
との通信を暗号化することができます。
VPN 通信は HTTP プロキシ経由で利用することも可能なため、拠点のファイ
アーウォールの設定変更を行わず、データセンターやクラウド上にインストー
ルされた Zabbix サーバーへ安全に監視データを送信することが可能です。

Zabbix サーバへの監視データ送信
監視設定を Zabbix サーバーから取得、動作し、収集した監視データは
Zabbix サーバーに送付します。

自己監視
Zabbix サーバー、Web インターフェース、データベース、SNMPトラッ
プ受信プロセスなど監視サーバーとして動作が必要な機能が正しく動
作するかを定期的にチェックし、停止している場合は自動的に起動を
行う機能を内蔵しています。自己監視機能により監視サーバー自体の
可用性を向上させ、より安定した監視システムを構築することができ
ます。

アラート送信
収集したデータを閾値と比較し、様々な方法 ( メール、SMS) で障害通知が
可能です。対応状況に応じたエスカレーション機能やコマンド実行機能も有
しています。

データ蓄積
収集したデータを長期蓄積し、グラフ表示機能を活用してリソース使用状況の
傾向分析や、過去の障害解析、カスタムレポート作成に活用可能です。

ZS-5300/ZP-1300 共通

ZS-5300

ZP-1300
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大容量データ配信・L2-VPN

大容量データの多拠点データ配信を容易にするアプライアンス

EasyBlocks

PacketiX VPN アプライアンス

安定性が高く拡張性および柔軟性に富んだVPN ソフトウェア

EasyBlocks

SkeedDelivery™ アプライアンス
型番
参考価格

：
：
EBX3/SDAx ※1

オープン ※2

参考価格 ：オープン

性能指標 適用可能規模

1000 拠点以上-

同時接続数

クライアント接続 カスケード接続

30

100

1

3

型番

EBAX/P4xy ※1

EBX3/P4xy ※1

品名

Standard Edition

Professional Edition

※1 x は適用規模を示します 
※2 本製品は年間サポートサービスへの加入が必須となります。

※1 x はグレード、yにはサブスプリクション年数が入ります。

特 長 ー 多拠点・多店舗に向けた大容量データの一斉配信を安価に素早く配信

特 長 ー どんな環境でも容易に導入可能 柔軟性の高いL2-VPNプラットフォーム

高いコストパフォーマンス 優れた柔軟性と可用性

送信元のサーバ増強や回線の新設や帯域拡幅などの投資が不要です。
CDN のような契約流量超過に伴う支払増や物理搬送に伴うランニングコス
トがほとんどありません。

安心のセキュリティ

配信中のデータを暗号化することで通信傍受をブロックします。
配信先でもキャッシュとして格納されたデータは暗号化します。

配信完了までスピーディ

配信先が増加しても、先進的な多段転送（バケツリレー方式）とマルチパ
スにより柔軟かつスピーディに同時配信可能です。

大容量ファイルでも制限なく配信

サーバ、ネットワークの負荷分散により大容量ファイルでも問題なく配信
ファイル配信サービスにみられるようなファイルサイズ制限がありません。

配信元と一部配信先のノード間で遮断等のトラブルがあっても、他の配信先
から柔軟かつ自動的に最適な経路にてファイルを送達します。

多様な配信制御・管理が可能

●
●

●
●●

●
●

●

●

●
●

複数種類のファイルを同時配信したり、配信先をグルーピングするなど自在
に制御可能です。
スケジュール設定により、配信時間を自動制御できます。
ほぼリアルタイムに配信状況の詳細を表示確認可能です。

※ 本製品は配信元サーバーの構築が必須となります。詳細はお問い合わせください。

マルチテナント方式の ASP サービス提供を容易に

PacketiX VPN は SaaS やクラウドなどといったサービスのマルチテナント方
式での展開を容易に実現出来ます。

レイヤ 2 ネットワークを仮想化をしているため、提供するアプリケーション
やサービスの柔軟な開発が可能です。

また他の VPN と違い、HTTPS 通信が可能な環境であれば VPN サーバへ接
続出来る為、顧客側のルータやファイヤウォール等への設定追加やネット
ワークの再設計などが不要でかんたんにサービスの提供を行うことが可能
です。 

スマホなど外出先からのリモートアクセス環境をかんたんに導入

PacketiX VPN は L2TP/IPsec, OpenVPN, MS-SSTP, L2TPv3, EtherIPといった様々
なプロトコルがサポートされており、iPhone や Android OS を搭載した各種ス
マートデバイスはもちろん、インターネットが出来る環境であれば外出先のどこ
からでも社内へセキュアにリモートアクセスする事が可能です。

また、各デバイスに専用ソフトウェアをインストールする必要もなく、 リモートア
クセス環境導入の手間を大きく削減します。

大規模なプライベートネットワークを低コストで導入

PacketiX VPN は多拠点の VPN 構築でも、各拠点毎の固定 IP アドレスは不
要です。また、インターネットが出来る環境であれば既存のネットワーク環
境の設定を変更することなく本社と通信出来る VPN を構築する事が出来、
手間がかかりません。

30同時接続数 100同時接続数

社内ネットワーク

ホットスポット

ビジネスホテル

外出先

NATや
ブロードバンドルータ

無線LAN

3Gモバイル回線

PacketiX 
VPN Server

インターネットに
つなげられればOK！
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教育機関・官公庁向けモデル

小学校・中学校・高校のお客様に最適

優れた運用性と高いコストパフォーマンス学校のインターネットアクセス速度を改善

型番
参考価格

：
：
EBAX/PCMx/y/1Y ※1

オープン ※2（次年度以降サポートサービスの更新が必要です）

EasyBlocks

PATROLCLARICE®アプライアンス
教育機関向け・官公庁向けモデル

「 エージェントレス 」監視アプライアンス

EasyBlocks

教育機関向けProxy AE

型番
参考価格

：
：
EBAX/PROXY-E/5Y
オープン ※1

IAサーバでの手間のかかる構築や、性能過多なアプライアンスへの

高い投資が不要です。

超小型USBメモリに全設定を格納、差し替えで別筐体に環境を移行できます。

停電や誤って電源ケーブルが抜けてもまた差し込めば簡単に稼働を継続します。

透過Proxy機能で、管理者の手間を削減します。

●

●
●
●

生徒に端末を配布する教育現場やPC教室など、アクセス集中が発生

するネットワークに導入することで、Webサイトのキャッシュ効果によ

りレスポンスを劇的に改善します。

機能や運用形態など、教育委員会や関連SIerのニーズを徹底的にヒヤ

リングしました。小、中、高校での非常に優れた導入効果を実現します。

●

●

ICT教育現場では、多人数が同じWebサイトへ

同時に接続を行う際など、集中的なアクセスの

発生によりWAN回線の帯域が占有され、応答

遅延やアクセスエラーが起きがちです。

授業を妨げるこうした事態を大きく改善するの

が、ProxyによるWebコンテンツキャッシングで

す。本製品はWebアクセスに対し本体メモリ上

のキャッシュ領域から即座にLANを通じて応答

することで、集中するWebアクセスにも快適な

閲覧を維持します。

アカデミック版・ガバメント版のライセンスを利用したモデルで監視アプライ

アンスの導入をご検討中の学校・教育委員会や官公庁のお客様に最適です。

教育委員会

Proxyモデル

キャッシュ領域

サイトA

サイトA

サイトB

サイトB

サイトC
サイトC

サイトA

サイトB

サイトC

初回アクセスでキャッシュされる

キャッシュ済みのサイトであれば、
LANから応答のみで、高速に表示が完了する

活用例

特 長 ー WEBキャッシングで、回線負荷を軽減

性能指標 適用可能規模 (端末数 )※3

最大100 台程度170Mbps ※2

適用可能規模※3

～1,000 台程度 (ping 監視のみを想定 )

性能指標

－

※1 x には付属する監視ポイント数が入り、yには教育機関向けモデル又は官公庁向けモデルの型番が入ります
※2 本製品は 2年目以降年間サポートサービス への加入が必須となります
※3 数値は目安であり、構成・使用条件によって異なります

※1 本製品は年間サポートサービスへの加入が必須となります。
※2 単一のデータファイル (300MB) をダウンロードした場合
※3 数値は目安であり、構成・使用条件によって異なります
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ハードウェア仕様

4
2
2

194（W） x 179（D） x 42（H） ゴム足含まず

温度：　  0℃～+50℃　湿度：20%～80%RH
温度：－20℃～+70℃　湿度：20%～95%RH

内蔵AC電源

内蔵AC電源：AC100-240V±10%　50/60Hz ±3Hz、 内蔵AC電源用電源ケーブル：AC100V用1本標準添付
＜ 環境保護＞RoHS指令、 PFOS規制、 省エネルギー法

弊社出荷日よりセンドバック1年間 （※5）
OpenBlocks EBX3ラックマウントケース

－

約1,160

11.0W(18.5VA)
14.5W(23.0VA)

SSD250GB

約1,255

SSD32GB SSD480GB

10/100/1000Base-T※2
USB2.0 (Type-A)
RS-232C(RJ-45)

動作時※3
保存時

アイドル時
高負荷時※4

動作条件

消費電力

ハードウェア分類

ハードウェアイメージ

WebフィルタリングProxy
WebキャッシングProxy
PacketiX VPN アプライアンス Professional Edition

Syslog XGZabbix Enterprise Appliance ZS-5220
DHCP 1500/3000
IPv6 Enterprise
SkeedDelivery™アプライアンス

内部ストレージ
寸法 (mm)
重量 (g)

電源 / 規格

電源条件
規格
保証
対応ラックマウントケース

外部インター
フェイス ※1

12.0W (19.5VA)
15.0W (24.0VA)

2 (ポート0はPoE受電対応) （※6）
2
2

81（W） x 133.5（D） x 32（H） ゴム足含まず

温度：0℃～+55℃　湿度：20%～80%RH 
温度：0℃～+50℃ ※PoE受電時

温度：-20℃～+80℃　湿度：20%～95%RH 
ACアダプタ 5V / UL, CE, PSE　又は　PoE受電 DC48V

専用ACアダプタ：AC100-240V±10% 50/60Hz ±3Hz
＜環境保護＞     RoHS指令, PFOS規制, 省エネルギー法

弊社出荷日よりセンドバック1年間 （※5）
OpenBlocks A7ラックマウントケース

10/100/1000Base-T※2
USB2.0 (Type-A)
RS-232C(RJ-45)

保存時

アイドル時
高負荷時※4

消費電力

ハードウェア分類

ハードウェアイメージ

内部ストレージ
寸法 (mm)
重量 (g)

動作条件

電源 / 規格

電源条件
規格
保証
対応ラックマウントケース

外部インター
フェイス ※1

動作時※3

Zabbix Enterprise Appliance ZP-1220 IPv6

ー

約230

6.6W (10.1VA)
7.7W (12.0VA)

SSD32GB

約310

7.6W（11.6VA）
8.7W（13.0VA）

品名 型番

OpenBlocks EBX3ラックマウントケース
OpenBlocks AX3 ラックマウントケース
OpenBlocks A7ラックマウントケース

PH-RMC/EBX3
PH-RMC/AX3
PH-RMC/A7

15,000円(税別)
24,500円(税別)
15,000円(税別)

オプション

参考価格
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※1 マニュアル等で指定する以外の利用方法は想定しておらず、他社製品の接続互換性や動作を保証するものではありません
※2  Auto MDI/MDI-X対応
※3  結露無きこと
※4  全イーサネットポートをリンクアップし、stressコマンドによりCPU 100%の状態にして計測
※5 添付品は弊社出荷日より30日間、欠品の充当、または初期不良交換のみ
※6 PoE規格上の受電能力は6.4W(Class2)となりますが機器性能としては7.7Wまで受電可能です。電力制限機能を有するイーサネットSW使用時、SSDなどの追加オプションで6.4Wを超えてしまう場合はイーサネットSWをマニュアル設定
でClass0またはClass3に設定変更してご利用ください。

※ PacketiX VPN アプライアンス Enterprise Edition の仕様はお問い合わせください。

＜EMC規格＞         FCC Part15 Class-A, VCCI Class-A 準拠, CE 
＜電気安全規格＞ IEC60950, UL60950-1, CSA C22.2, CE EN60950
＜環境保護＞         RoHS指令, PFOS規制, 省エネルギー法

6
2
1

194（W） x 283（D） x 44（H） ゴム足含まず
約2,010

内蔵AC電源
14.9W（23.4VA）
18.9W（28.6VA） 

＜環境保護＞     RoHS指令, PFOS規制, 省エネルギー法

ー

10/100/1000Base-T※2
USB2.0 (Type-A)
RS-232C(RJ-45)

動作時※3
保存時

アイドル時
高負荷時※4

ハードウェア分類

ハードウェアイメージ

内部ストレージ
寸法 (mm)
重量 (g)

電源 / 規格

電源条件

規格

保証
対応ラックマウントケース

外部インター
フェイス ※1

動作条件

消費電力

32GB

温度：0℃～+45℃　湿度：20%～80%RH
温度：-20℃～+80℃　湿度：20%～95%RH 

内蔵AC電源：AC100-240V±10%　50/60Hz ±3Hz、内蔵AC電源用電源ケーブル：AC100V用1本標準添付

弊社出荷日よりセンドバック1年間 （※5）

4
2
2

101(W) x 142.1(D) x 41(H)ゴム足含まず
約495

ACアダプタ 12V / UL, CE, PSE,
12.0W (19.5VA)
15.5W (24.5VA)

OpenBlocks AX3 ラックマウントケース

PATROLCLARICE®アプライアンス
PATROLCLARICE®アプライアンス 教育機関向け・官公庁向けモデル

101(W) x 142.1(D) x 41(H)ゴム足含まず

温度：－20℃～+70℃　湿度：20%～95%RH
ACアダプタ 12V / UL, CE, PSE,

 専用ACアダプタ：AC100-240V±10%　50/60Hz ±3Hz、 専用ACアダプタ用電源ケーブル：AC100V用1本標準添付

OpenBlocks AX3 ラックマウントケース

－

約350

9.0W (15.0VA) 
12.0W (19.5VA) 

2
2
2

SSD120GB、240GB

約475

11.0W (18.0VA)
14.0W (23.5VA)

＜ 環境保護＞
RoHS指令、PFOS規制、省エネルギー法

＜EMC規格＞         FCC Part15 Class-A, VCCI Class-A 準拠, CE 
＜電気安全規格＞ IEC60950, UL60950-1, CSA C22.2, CE EN60950
＜環境保護＞         RoHS指令, PFOS規制, 省エネルギー法

10/100/1000Base-T※2
USB2.0 (Type-A)
RS-232C(RJ-45)

動作時※3
保存時

アイドル時
高負荷時※4

動作条件

消費電力

ハードウェア分類

ハードウェアイメージ

内部ストレージ
寸法 (mm)
重量 (g)

電源 / 規格

電源条件

規格

保証
対応ラックマウントケース

外部インター
フェイス ※1

温度：0℃～+45℃　湿度：20%～80%RH

弊社出荷日よりセンドバック1年間 （※5）

温度：0℃ ～ + 50℃　湿度：20%～80%RH

弊社出荷日よりセンドバック5年間（※5）

SYSLOG
WebフィルタリングProxy 小規模版
WebキャッシングProxy 小規模版
PacketiX VPN アプライアンス Standard Edition

教育機関向けProxy AE

Hinemos®4.1 アプライアンス
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EasyBlocks サポートサービス

◇ 基本サービス

Q&A サービス※1 ※2 

下記の各種お問い合せに回答します。

・製品導入時のセットアップ方法に関するお問い合せ

・基本的操作・設定方法に関するお問い合せ

・製品機能に関するお問い合せ

製品保証（先出しセンドバック）
当社が故障と判断した場合、交換品を先出にて発送します。

1

2

最新バージョンファームウェアの提供※3

セキュリティパッチやバグフィックス等を含んだ最新バージョン

のプログラムを提供します。 
※1 カスタマイズ、システム構築、コンサルティング等は対象外です。
※2 Hinemos® アプライアンスのノード数 20 モデルは適用対象外となります。
※3 本サービスの提供期間はベースOS のコミュニティによるサポートが終了し、かつ代替 OS へのバージョンアップが行えない場合、そちらが適用されます。 

不具合に対する対応※2 

下記の各種お問い合せに回答します。

・不具合情報を元にした回避方法の提案パッチ情報の提供

・現象やエラーメッセージ、各種ログファイル等からの障害調査

3

4

特別割引
本体購入と同時に、2年以上の期間でお申込みいただくと単年度合計から20%割引  ※グループE、Iは割引対象外です。

グループ C
グループ D
グループ E
グループ I
グループ J
グループ N
グループ O

… Web キャッシング Proxy 小規模版
… DHCP 1500/3000、Web キャッシング Proxy、IPv6 Enterprise、Syslog XG
… Webフィルタリング Proxy powered by i -FILTER
… Webフィルタリング Proxy powered by i -FILTER 小規模版
… 教育機関向け Proxy AE
… IPv6
… Syslog 120G/240G

統合型・単機能型モデル

Hinemos®4.1 アプライアンス

ノード数 参考価格お申込時期
 ( 本体購入日から起算して )

50
( サポート無し )

50
100
250
500
50

( サポート無し )

50
100
250
500

1年目
－ 
(1年目は製品本
体に含まれてい
ます )

オープン2年目以降

SkeedDelivery™アプライアンス

対象規模 参考価格お申込時期
 ( 本体購入日から起算して )

1～ 6 年目

1～99 拠点
100～299 拠点
300～999 拠点
1,000 拠点以上

オープン

1年目

2年目

3年目

4 年目

5年目

6 年目

グループＣ

8,700 円

11,600 円

グループＤ

29,500 円

グループＥ

29,500 円

249,500 円※

グループ I

29,500 円

134,200 円※

グループJ

お問い合せ

－

お申込時期
 ( 本体購入日から起算して )

 ※i-FILTER のライセンス更新料を含みます。

 PATROLCLARICE® アプライアンス

監視ポイント数 参考価格※お申込時期
 ( 本体購入日から起算して )

1年目

15
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

128,500 円
359,500 円
569,500 円
1,019,500 円
1,379,500 円
1,649,500 円
1,829,500 円
2,117,500 円
2,381,500 円
2,621,500 円
2,837,500 円
3,029,500 円

2~6 年目

－ (1年目は製品本体に
含まれています )全ポイント共通

 ※ PATROLCLARICE® のライセンス更新料を含みます。

参考価格（年額・税別）

グループO

16,000 円

グループ N

9,300 円
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※ 1拠点につき10 台まで設定、設置が可能。11台目以降は別途ご相談ください。
　 また、指定地域外については別途ご相談となります。

◇ 拡張サービス
オンサイト対応

カスタムプリセット

●オンサイト保守サービス 8×5 STD

●オンサイト保守サービス 24/365 STD
サービス内容 : 弊社認定技術員を派遣し、障害のあったハードウェアを正常なものに交換し、設定情報のリストア※1を行います。

サービス内容 : 弊社認定技術員を派遣し、障害のあったハードウェアを正常なものに交換し、設定情報のリストア※1を行います。

※1 サービス加入時、設定情報バックアップ用 USBメモリを提供致します。
※2 土、日曜、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始 (12/31～ 1/3) を除く平日です。

●オンサイト保守サービス 8×5 PRO

※ EasyBlocksサポートサービス 基本サービスへの加入必須

受付時間
対象地域
対象機種
参考価格

：24 時間 365日
：日本全国 ( 離島を除く)
：EasyBlocks DHCP1500 モデル/3000 モデル
：お問い合せ

受付時間
対象地域
対象機種
参考価格

：平日※29：30 ～17：00
：日本全国 ( 離島を除く)
：EasyBlocks DHCP1500 モデル/3000 モデル
：お問い合せ

サービス内容 : 弊社サポート部門の技術員または弊社認定技術員を派遣し、障害の切り分けやハードウェアの交換対応などの
　　　　　　  トラブル対応にあたります。

お客様ご指定の内容で本体設定し出荷します。

受付時間
対象地域
対象機種
参考価格

：平日 (弊社営業日 )9：30 ～17：00
：日本全国 ( 離島を除く)
：EasyBlocks シリーズ全製品
：お問い合せ

参考価格 ：19,300 円 ( 税別 ) ～ / 台 (1回 )

参考価格 ：76,100 円 ( 税別 ) ～※/台 (1回 )

カスタマイズ
専用ファームウェア開発支援や、パフォーマンスチューニング、
既存環境からの移行など、高度な開発支援を行います。

キッティング
SSD の実装やソフトウェア書込み、同時梱包品変更などを行います。
参考価格 ：お問い合せ

設置・設定
指定地域 ：東京 ( 離島を除く)・神奈川・千葉・埼玉・茨城

1年目

2年目

3年目

4～6 年目

8,700 円

56,200 円

8,700 円

56,200 円
8,700 円

サブスクリプション3年モデル サブスクリプション1年モデル

お申込時期
 ( 本体購入日から起算して )

ライセンスなしモデル

 PacketiX VPN アプライアンス

Standard Edition

1年目

2年目

3年目

4～6 年目

15,700 円

90,700 円

15,700 円

90,700 円
15,700 円

サブスクリプション3年モデル サブスクリプション1年モデル

お申込時期
 ( 本体購入日から起算して )

ライセンスなしモデル

Standard Edition



お問い合わせください

本カタログに記載の製品については、当社営業部もしくはオンラインストアにて

ご購入・ご相談いただけます。上記までお気軽にお問い合わせください。

記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに記載の内容については予告なく変更する場合があります。

本カタログの価格は全て税抜表示となっております。

ぷらっとホーム株式会社
http://www.plathome.co.jp/

〒102-0073 東京都千代田区九段北４-１-３

日本ビルディング九段別館３Ｆ 

Tel 03-5213-4370
Fax 03-3221-3766

sales@plathome.co.jp

営業部
法人のお客様

お問い合わせ窓口

Tel 03-5213-4372
Fax 03-3221-0882

support@plathome.co.jp

カスタマーケア
購入後の

お問い合わせ窓口

http://online.plathome.co.jp

biz@plathome.co.jp

Tel  03-5213-4380

Fax 03-3221-2580

ぷらっとオンラインオンラインストア

Tel  03-3221-3200

Fax 03-3221-3733
管理部代　表

201606A

取扱店印

http://openblocks.plathome.co.jp/products/eb/

製品サイト
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