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報道関係者各位 

2013 年 2 月 7 日 

    株式会社アイネット 

 

アイネット、ゼロクライアント「NComputing N Series」と「VIDAAS®」で 

新たに Hosted Virtual Desktop サービスを提供開始 

 

株式会社アイネット（以下アイネット）は、Citrix® HDX™専用ゼロクライアント「NComputing N 

Series」の販売を開始すると同時に、VAiOS プライベートクラウドサービス上で展開する DaaS 

「VIDAAS®」と NComputing N Series による Hosted Virtual Desktop サービスの提供を開始しま

す。 

NComputing N Series は、Citrix HDX 機能を最大限に発揮可能な「SoC（System on Chip）」に

対応した独自開発の専用プロセッサ「Numo™ 3」を搭載し、低コストかつ高品質、高機能を実現し

た劇的なゼロクライアント端末です。また、消費電力は 5Ｗ未満と極めて低く、企業におけるグリー

ン IT への取り組みも推進します。 

NComputing N Series に展開する DaaS は、VIDAAS®（Citrix XenDesktop®、Citrix XenApp®）、

VIDAAS®Lite（Citrix VDI-in-a-Box™）、VIDAAS®324（XenDesktop for PC Server）が対応可能

となります。 

 

 

【NComputing N Series 製品について】 

1. NComputing N400 

一般的な機能を備えた端末であり HD780p までの HDX セッションを支援しています。 

通常のビデオおよびフラッシュビデオ再生に際し、十分なパフォーマンスを発揮します。 

2. NComputing N500 

高いハードウェアスペックを保有し HD1080p までの HDX セッションを支援しています。 

更に効率的なビデオ再生能力を実現し、熟練のユーザが要求する十分なマルチメディア能力を 

提供します。 
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■ 製品情報 

 

 

 

 

 

 

Ｎ400                  Ｎ500 

 

 

前面 背面 

  

① 電源ボタン ⑤  USB 2.0 

② USB 2.0 ⑥ ネットワーク 

③ ヘッドホン ⑦ DVI-I 

④ マイク ⑧ 電源 

 ⑨ セキュリティスロット 

 

 

 N400 N500 

HDX 対応 対応 

プロセッサ Numo™ 3 

メモリ 256 MB 512 MB 

解像度 1920x1080 プライマリ：1920x1080 

セカンダリ：1920x1080（オプション）

ビデオ/FLASH HD 720p HD 1080p 

コーデック 非対応 H.264, MPEG-4, VC1 

マウス/キーボード USB USB 

USB 2.0 4 ポート（マウス/キーボード用を含む） 

モニタ I/F DVI-I 

ネットワーク 10/100BASE-T イーサネット 10/100/1000BASE-T イーサネット 

電源 5W（待機時：1.5W） 
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■ サービス内容 

 1．NComputing N Series 端末販売（N400、N500） 

 2．NComputing N Series 端末サービス（N400、N500） 

3．VIDAAS®（VIDAAS®、VIDAAS® Lite、VIDAAS® 324）サービス 

 

■ 販売、サービス価格（税抜） 

 1．NComputing N Series 端末販売価格 

・N400 ：19,800 円 

・N500 ：26,000 円 

2．NComputing N Series 端末サービス価格 

  ・N400 

  − 初期費用 2,000 円/台 

  − 月額費用   800 円/台 

  ・N500 

  − 初期費用 2,400 円/台 

   − 月額費用 1,000 円/台 

 3．VIDAAS®サービス価格（別途、初期費用が掛かります） 

・VIDAAS®（XenDesktop）  月額費用 6,500 円/ユーザ 

・VIDAAS®（XenApp）  月額費用 7,000 円/ユーザ 

・VIDAAS® Lite（VDI-in-a-Box） 月額費用 3,000 円/ユーザ 

・VIDAAS® 324（XenDesktop） 月額費用 5,200 円/ユーザ 

※上記価格は一例です。その他にも様々なサービスメニューがございます。 

 

■ 提供開始時期 

  − 2013 年 2 月 28 日 

 

※NComputing 端末サービスは、VIDAAS®サービス契約が前提です。 

※端末の設定は、設定マニュアルにより、お客様に行っていただくことが前提です。 

端末の設定を希望される場合は、設定代行サービス（有償）もご用意しています。 

※詳細は、営業担当へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 



 NEWS RELEASE  
 

4 
 

■ NComputing, Inc.様からのエンドースメント 

“iNet has demonstrated their success in Japan through an extensive customer base utilizing 

their cloud services,” says Raj Dhingra, CEO of NComputing.  “NComputing’s N-series thin 

clients for Citrix HDX teamed with iNet’s DaaS services will deliver advanced, high 

performance desktop computing solution at the lowest cost. We believe this offer will be well 

received by iNet customers, and we are very excited at this opportunity.” 

 

「アイネットは、独自のクラウドサービスで数多くの顧客を獲得し成功を収めています。

NComputing 社の Citrix HDX に特化した N シリーズ・シンクライアントは、アイネットの DaaS

サービスと連携することにより、先進的かつ高パフォーマンスなデスクトップ・ソリューション

を安価に提供でき、アイネットの顧客に広く受け入れられると信じています。我々は、このよう

な機会を大変嬉しく思っております。」 

NComputing CEO Raj Dhingra 

 

■ NComputing, Inc.様について 

NComputing, Inc. is the leader in accelerating the adoption of desktop virtualization. 

Removing the barriers through a unique formula of simplicity, performance and value, 

NComputing’s integrated solutions serve global enterprise and mid-market companies in key 

verticals such as education, healthcare and government. With over 20 million daily users in 

140 countries, the company is fueling the adoption of desktop virtualization faster than any 

other in the world. To learn more, visit http://www.ncomputing.com.  

 

「NComputing 社様は、デスクトップ仮想化製品で最も著しい成長を遂げている企業で世界１４

０か国に展開、一日あたりのユーザ数は２千万人を超えます。受賞歴のある特許取得済みの技術

によって、デスクトップコンピューティングのコスト低減、管理能力の向上とエネルギー消費量、

および廃棄物の削減に寄与します。そして、ＰＣとクラウドコンピューティングの力を最大限活

用するソリューションを提供しています。」 

 

■ シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社様からのエンドースメント 

NComputing N Series は、Citrix HDX に対応した SoC（System on a Chip）を搭載する専用 

ゼロクライアント端末で、デスクトップ仮想化の導入や運用管理にかかるコストを削減し、通常 

の PC と同等の使いやすさを提供します。株式会社アイネット様が提供する DaaS VIDAAS®と 

NComputing N Series によって実現する、優れたパフォーマンスと TCO の最適化を両立した仮 

想デスクトップソリューションが、より多くのお客様に導入されることを楽しみにしております。 

 

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 

代表取締役社長 マイケル キング 
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■ Citrix Systems, Inc.様について 

Citrix Systems, Inc.（NASDAQ:CTXS）様は、モバイルワークスタイルを可能にするクラ

ウド コンピューティング カンパニーです。モバイルワークスタイルによって人々は、どこ

にいても、オフィスにいるときと同じように、簡単に最新のデバイスからデータとアプリケ

ーションにアクセスし、コラボレーションすることが可能です。Citrix 社様のクラウド コ

ンピューティング ソリューションは、IT 部門やサービスプロバイダーが、パブリッククラ

ウドとプライベートクラウドを容易に構築することを可能にします。また、モバイルワーク

スタイルを実現するために、仮想化技術とネットワーキング技術を活用し、優れたパフォー

マンス、弾力性、そしてコストパフォーマンスを兼ね揃えたサービスを提供します。モバイ

ル化によって多様化が進む中、あらゆるお客様の成功のため、Citrix 社様は、モバイル、デ

スクトップ仮想化、クラウド ネットワーキング、クラウド プラットフォーム、コラボレー

ション、データ共有の各分野における業界最先端のソリューションを提供し、お客様のビジ

ネスの俊敏性を向上します。現在、Citrix 社様の製品は、世界中の 26 万以上の企業や組織

において 1 億人以上の人々に利用されています。2012 年度の年間売上高は 25 億 9,000 万ド

ルでした。詳細については www.citrix.com をご覧ください。 

 

■ 商標について 

VIDAAS は、株式会社アイネットの商標または登録商標です。 

Numo は、NComputing, Inc.の商標または登録商標です。 

Citrix、XenDesktop、XenApp、VDI-in-a-Box は、Citrix Systems, Inc.の商標または登録商標 

です。 

 

■ お問い合わせ先 
・サービスに関するお問い合わせ先 

株式会社アイネット 
データセンター本部クラウドサービス事業部営業部 高橋、大沼 
TEL： 045-682-0845  mail：vaios.info@inet.co.jp 

 
・プレスリリースに関するお問い合わせ先 

株式会社アイネット 
広報担当 木下、高宮 

TEL： 045-682-0788  mail：infomc@inet.co.jp 

 

 

 


