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ハイフリッドとリモ ー トワー クのオールイン
ワンソリュ ー ション

ハイブリッドワークやリモートワークに従事するスタッフに、 カ

スタマイズ設計された理想的なデジタルワークスペースを提供で
きます。 Parallels® RASは、 アプリケ ー ション／デスクトップの仮

想化ソリュ ー ションであり、 スタッフがどこからでも、 どのデバ
イスからでも、 安全かつ簡単に作業できるようにします。

どのようなユーザー がタ ーゲ
ットですか？

Parallelsの目標は、 組織やパートナーが、 一

元化された管理コンソ ールからより俊敏にサ
ー ビス提供を拡大できるようにすることで
す。

組織

• 柔軟で俊敏性のあるデジタルワークスペ
ースが必要な、 すべての利用環境向けに
設計されています。

• 垂直方向の指示系統を有する組織向けに
構築—ヘルスケアからITファ ーム、 教育

機関から公的機関まで。

Parallels RASを選ぶ理由

巨 含

パートナー

• サー ビスプロバイダー—オンプレミス、

またはクラウド環境やホスティング環境
を通じてサー ビスを提供し、 ビジネスを

成長させます。 単一の管理コンソ ールか

ら、 俊敏性のある管理を実行できます。

• 独立系ソフトウェアベンダー (ISV)

ビジネスをクラウド対応のSaas
(Software as a Service)に転換しま

す。 迅速なアプリケ ー ションオンボーデ

ィングで、 より幅広い利用者にお届けで

きます。 費用対効果の高いライセンスか

らホワイトラベリングまで、 あらゆる段
階でお客様をサポートします。

・ リセラー—信頼できるパートナーとし

て、 カスタマーヘの提案力を高め、 革新
的なテクノロジーソリュ ー ションを活用
できます。

®

優れたユーザー エクスベリ 

エンス

ブラウザー経由のWebク 

ライアントまたはデバイス 

にインストールしたロ ー カ 

ルクライアントを使用し 

て、 各種のデバイスやOS 

の仮想デスクトップ／アプ 

リケーションに、 どこから 

でもアクセスできます。ネ 

イティブコントロ ールによ 

る、 卓越した信頼性と直感 
的なユーザー エクスペリエ 

ンス。

データセキュリティとコン 

プライアンスの強化
一元化されたファイルスト
レー ジ、 細分化されたフィ

ルタリングポリシー、 暗号

化コントロ ール、 多要素認

証(MFA)を活用して企業
データを保護します。

展開、管理、保守の容易性
一元化された管理コンソ ー

ルから展開を合理的に実行
できます。 自動化ツ ールと

Webベースの管理ポータ
ルを使用して、 外出先でも

数分で簡単にプロビジョニ

ングとスケーリングを実行
できます。

令
総所有コストの削減

単一のライセンスモデル 

で、 オールインワンのリモ 
ートワークソリュ ーション 
を利用できます。 ハードウ 

ェアの耐用年数を延長した 

り、 レガシーソフトウェア 

の効率性を向上させたりで 

きます。

ITの俊敏性とビジネスの即

応性

オンプレミス、 パブリック

クラウド、 ハイブリッド環
境で、 仮想ワークスペ ース

を導入できます。 広く普及
しているハイパーバイザー

や、 MicrosoftAzure、

Azure Virtual Desktop、

Amazon Web Servicesな

どのクラウド上で、 展開の
自動化とスケーリングを実
行できます。

ご
常時サポート

24時間年中無休のサポ ー

トと無料の技術トレーニン
グを活用して、 Parallels

RASを展開／維持するのに

必要な知識を増やし、 自信
を深めます。 展開と維持が
うまくいくよう、 お手伝い
をいたします。

お客様の声

「ParallelsRASは、 セットアップが簡単で使いやすく、 従業員の
安全を確保しながらビジネスの継続性を確保できるため、 複雑で

高価なエンタープライズソリュ ーションに代わる完璧なソリュ ー

ションです」

＊＊＊＊＊

Massimiliano Varutti氏—
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia、 情報システムと電子政府サ
ー ビス

「ParallelsRASにより、IT管理者は学生と教員が好んで使うデバ

イスを簡単にサポートできます。 また、 セットアップに要する時

間も削減できます」

＊＊＊＊＊ 

Paul Miller氏—

Cambridge Judge Business School、 IT責任者

お問い合わせ: コーレル株式会社 セールスチーム  E-mail: ras-jp@parallels.com 　詳細はこちらをご覧ください: www.parallels.com/jp/ras



E
優れたユーザーエクスペリエンス

Parallels RASは、デバイスの種類に制限され
ることなく直感的でシ ームレスなユーザーエ
クスペリエンス(UX)をお届けします。ま
た、従業員はオフィスであろうと外出先であ
ろうとあらゆる場所から自分のワ ークスペ ー

スにアクセスできます。
•迅速なファイル検索
• ドラッグアンドドロップ機能
・マルチタスク
・クイックキ ーパッド
•筆圧感知のサポ ート
• R emoteFX全般のサポ ート
•双方向のオ ーディオ
•向上した音声およびビデオに対応するロ

ーカルデバイスリソ ースを使用する 、指
定UR Lリダイレクトおよびメ ールリダイ
レクト

・ホワイトレ ーベル機能（カスタマイズ機
能）

•手軽な印刷、スキャン機能
•超高速ログインとメ ールベ ースの接続検

出
•強化された Parallelsクライアントのパフ

ォ ーマンス(ARM64ベ ースのネイティ
ブクライアントなど）

• Androidおよび iOS/iPad OSフォ）区ブー

のリダイレクト
実機同様の操作性

モバイルデバイスのWindowsアプリケーシ
ョンで 、ロ ーカルの作業環境と同じように 、
スワイプ 、ドラッグ 、タップしてクリック 、
ズ ームなどのネイティブなタッチ操作を使用
できます。

® 
データセキュリテイの強化

Parallels RASでは、組織がマルチクラウド環
境でアプリケーションやデスクトップ 、デ ー

タを管理し保護する上で有用な機能やツ ール
を幅広く提供しています。

•表現的な記述による高度なフィルタリン
グル ール

•クライアントポリシ ーの適用
•クライアント管理
•暗号化プロトコル
・ 一元化されたデ ータストレ ー ジ
•複数の MFA（多要素認証）のサポ ート
•構成可能なログオン時間

SAMLSSO 

sso認証を提供して 、異なる組織に属するユ
ーザーの ID管理を合理化できます。ユーザ
ーはログイン認証情報の再入力を促されるこ
となく 、ホストされているWindowsや
Web、 Saas( Software as a Service)の各ア
プリケーションを簡単に切り替えることがで
きます。

町
展開や維持が簡単

Parallels RASで利用できる幅広いツ ールや自
動化機能を活用して 、AzureV irtual 
Desktop、Microsoft RDS、および Amazon
Web Servicesインフラの管理を合理化でき
ます。

• 自動プロビジョニングとオ ートスケーリ
ング

• Webベ ースの管理ポ ータルにより一元化
された Parallels RAS管理コンソ ール

•電源管理
•ウイザードベ ースの展開
• MSIX app attachのダイナミックパッケ

ー ジ化デリバリ ーと FSLogixプロファイ
ルコンテナ ーの統合

• Let's Encrypt統合によるシンプルで 一元
化された証明書管理

•管理者権限を細分化
• 自動的なイメ ー ジ最適化
・マルチテナントア ーキテクチャ
•高可用性ロ ードバランス( HALB)
・ユーザー エクスペリエンス エバリュエ ー

タ ーと高度なセッションメトリック
• PowerShellと RESTAPI
・クライアント自動構成とメ ールベ ースの

アカウント検出
• 自動通知とカスタムアクション
•サ ーバ ー管理ツ ール
・リソ ースベ ースのロ ードバランス

全
総所有コストの削減

展開 、構成 、保守が容易な Parallels RASを
活用することで 、組織はスタッフやユーザー

の生産性を向上しながら 、 ITの複雑性を軽減
できます。
Parallels RASの包括的な単 ーライセンスモデ

ルには、すぐに利用できるあらゆる機能が含
まれており、アプリケーションやVDIの配
信、ロ ードバランス 、マルチクラウド 、24
時間365日のお客様サポ ートなど 、企業向け
の幅広い機能を網羅しています。

•短時間での習熟
• リ ーズナブルな価格のアドオン
•同時ユーザーモデル
•サ ービスプロバイダ ーライセンス契約

( SPLA) 
•管理されたサブライセンス

含
ITの俊敏性とビジネスの即応性

柔軟性と拡張性に富むParallels RASア ーキ
テクチャにより、継続的なワ ークスペ ースの
変更や新しいアプリケーションやデスクトッ
プのタイプの需要に迅速に適応できます。

・ハイパ ーバイザーに非依存
•複数のWindows Server OSと柔軟に融合
・ハイパ ー コンバ ー ジドソリュ ーション対

応
• Microsoft Azureや AmazonWeb Service 

(AWS)などのマルチクラウド対応
•デスクトップベ ースのVDI
•サ ーバ ーベ ースのVDI
・セッションベ ースのVDI
• リモ ート PC
• RDSH およびVDIロ ーカルストレ ー ジ配

信
•電源管理

マルチクラウド対応

Parallels RASは、オンプレミス 、ハイブリッ
ド 、パブリッククラウド展開をサポ ートしま
す。すべてのワ ークロ ードとリソ ースを
Parallels RAS管理ポ ータルに統合して集中管

理できます。これによりMicrosoftAzure、
Azure V irtual Desktop、AmazonWeb 
Services (AWS)の機能を大幅に拡張および

簡素化します。すべての展開を統合し 、単 一

のソリュ ーションをエンドユーザーに提供し
ます。

「Parallelsを活用することで、 ドメ
イン間で必要なユーザー数だけVDI 
セッションを簡単にスピンアップで 
きる柔軟性を得られています。ライ
センス拡張のコストも非常に小さな
ものであり、財務担当部署も大変満
足しています」

＊＊＊＊＊ 

Mikel Seidl氏—
Lake Forest Academy、システム

アドミニストレ ータ ー
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