
ThinManagerは 
従来製品の機能を超越した 
管理ツールであり、 
現行の処理をより簡単にする
機能セットです。

一元管理された 
アプリケーションや情報を 
ほぼすべてのデバイスに 
簡単に配信できます。

配信。使いやすい。
完璧なソリューション。

ThinManagerはアプリケーションや情報を配信
ThinManagerにより、エンドユーザのターミナルの構成を簡単に管理できるよう
になり、一元管理されたアプリケーションやコンテンツをすべてエンドユーザのター
ミナルに提供することが可能になります。

ThinManagerは操作が簡単
ThinManagerではウィザードを使用して構成できるため、管理者はPC、シンクライ
アント、モバイル機器などのエンドユーザのデバイスに対して高度な機能を簡単に設
定できます。ThinManagerは誰がログインしているか、作業環境内でのその人の
役割に基づいて、ターミナルに配信されるコンテンツを簡単にカスタマイズすること
もできます。

ThinManagerは完璧なソリューション
ThinManagerは、現在普及しているコンピュータネットワークのサーバ側とター
ミナル側の両方を管理する唯一のプラットフォームです。サーバのフェイルオーバ
や冗長化に関する完全なオプションが用意されているため、リソースの「常時稼働」
状態の維持、ダウンタイムの短縮や総所有コストの削減が可能です。



X

ThinManager®

動作概要
強化されたセキュリティ
かつてない制御能力

高価なハードウェアが不要
使い慣れたアプリやツール
モバイルソリューション

それぞれのシンクライアントやPC、 
モバイルタブレットを1つのパワフルな 
ソフトウェアプラットフォームから一元管理し、 
コンピュータネットワークに 
比類なき柔軟性を持たせます。

複数のモニタ、1つのシン
クライアント上のカスタマ
イズされた仮想スクリー
ン、またはその両方に対し
て複数のセッションを実行

USBや 
IPカメラからの 

フィードにアクセス

PCを 
シンクライアントとして 

動作させ、 
仮想デスクトップを 

管理・実行

ターミナルや 
ユーザに割付けられた 
役割に基づいて 
アプリケーションを 
提供 適切なタイミングで 

適切な人物に 
コンテンツを配信

ユーザの役割に必要とされる 
アプリケーションへのモバイルアクセス

リモート・ 
デスクトップ・サーバ 仮想リソース



ThinManager®

マルチ・ 
セッション・
コア

さまざまなソースから 
複数のアプリケーションが提供され、

ユーザごとの作業環境を作成

ThinManagerのMultiSession技術により、管理者はリモート・デスク
トップ・サーバ (ターミナルサーバ )、IP/USBカメラ、その他のターミナル、
VMWare、Hyper-V、さらにはCitrixサーバといったさまざまなソースから、
アプリケーションやリソースをほぼすべてのエンドユーザのデバイスに提供
できます。ThinManagerは、権限のある各ユーザが一元管理されたアプ
リケーションにアクセスできるよう、固有のセッションを作成します。

ThinManagerを使用するとこれらのセッションを簡単に管理でき、エンド
ユーザは1つのターミナルから複数のアプリケーションにアクセスできる
ようになります。ユーザはもはや、1台のPC上で複数のアプリケーションが
リソースを奪い合うことを心配したり、電力を大量消費するプログラムを補う
ために一度に複数のPCで作業する必要はありません。ThinManagerは
1つのシン・クライアント・ターミナルで必要なすべてのものを提供します。

MultiSessionは、ThinManagerが複数のソースから 
ユーザアプリケーションやコンテンツを確実に提供するためのコア技術です。

リモート・ 
デスクトップ・サーバ

仮想リソース

複数セッションの実行、 
複数モニタの使用、および
画面レイアウトの 
カスタマイズ

ターミナルやユーザに 
割付けられた 
役割に基づいて 
アプリケーションを 
提供

PCをシンクライアントとして
動作させ、仮想デスクトップを

管理・実行

ユーザの役割に必要とされる 
アプリケーションへのモバイルアクセスシンクライアント

USB/IPカメラ

ソース が ディスプレイ
クライアント を作成し、 ディスプレイに配信



生産性向上機能 セキュリティ機能視覚化機能 モビリティ機能

Relevanceの位置情報モバイル機能により、
適切な人物に対して適切なコンテンツを 
適切な場所で配信することができます。

Relevanceは、受賞歴のあるThinManagerシンクライアント管理プラットフォーム 
に強力なモバイル管理ツールセットをもたらすことで、すべてのデバイスを管理す
る能力を強化しています。アプリケーションや情報を位置に基づいて配信すること
もできるようになりました。これにより、定義済みの場所に達した場合や位置 IDの
スキャン時に、モバイル機器で情報を自動的に有効にすることが可能になります。 
その後、そのエリアを離れると、許可されたユーザがアクセスしない限り、情報は
画面から削除されるか、隠されます。

また、Shadow機能を使用すれば、距離やログイン状態に基づいてユーザが他の
デバイスと画面情報を共有できます。例えば、管理者は工場内を移動して、技術者
の肩ごしにのぞき込んだり、席をかわってもらう必要はありません。コンピュータで、
技術者がアクセスしている画面と同じ画面を自分のモバイル機器で確認できます。
アクセスを表示のみにすることも、インタラクティブにすることも可能です。

ThinManager Relevanceではデータをローカルに保存することなく、すべて
セキュアな中央サーバに保存するため、非常に高度なセキュリティが約束されます。
デバイスを紛失したり、盗難にあった場合でも、情報や管理書類が流出することは
ありません。

モバイル機器 *への 
アプリケーション配信も、 
PCやシンクライアントへの 
配信同様に簡単に 
行なえます。
*Apple App Storeから入手可能な iTMCモバイルクライアント、または
ThinManagerダウンロードページから入手可能なaTMCモバイルクライアントが 
必要です。

産業向けの位置情報 
モビリティソリューション

ThinManager®

RELEVANCE®

for Mobility



生産性向上機能 セキュリティ機能視覚化機能 モビリティ機能

スーパーバイザ 
制御

ESXiサーバアプリサーバ 管理サーバ

アプリサーバ ESXiサーバ 管理サーバ

認証 ユーザはあらゆるターミナルで、標準ログイン、RFID近接型 ICカード、
USBフラッシュキー、または生体セキュリティ機器を使用して本人確認をする 
ことが可能です。複数の認証方法を組み合わせることで、セキュリティが大幅に
向上します。

セキュアな配信 Relevanceユーザサービスにより、ユーザのコンテンツをユー
ザ認証されたあらゆるターミナルに自動的に配信できます。プラントのどこでも、
プログラムがユーザの後を追いかけます。コンテンツが既にターミナルに割付け
られている場合でも、Relevanceユーザサービスはユーザの役割に応じて 
その場で追加コンテンツを配信できます。ターミナルアクセスおよびコンテンツ
は、グループレベルでも割付け可能です。

スケジュール 特定のユーザを週ごと、日ごと、または時間ごとのスケジュールに
応じて制限したり、選択した時間にターミナル自体を無効することができます。

拡張 ActiveXコントロールをアプリケーション内に配置して、セッション切換え、
イベントロギング、ターミナルのステータスや管理など、ターミナルやユーザ固有
の機能をプログラムできます。

保存 システムへの不正アクセスを防止することで、データの盗難やダウンタイム
を防ぐことが可能です。

すべてのセッションで、Windowsのユーザアカウントが必要
です。RelevanceユーザサービスはActive Directoryと 
自動的に同期するため、エンジニアリング管理者やプラント
フロア管理者がプラントフロアへのコンテンツ配信を管理
する一方で、システム管理者はユーザネットワークのセキュ
リティを管理できます。

ThinManager®

RELEVANCE®

ユーザサービス
Relevanceユーザサービスは、 
TermSecureの後継となる 
ユーザ認証機能です。

ユーザ /ロールベース管理により 
コンテンツを確実に配信します。

ユーザ制御

スーパーバイザが 
ログインすると、スー
パーバイザに許可さ
れた 
アプリケーションおよび
サーバがターミナルに 
表示されます。

エンドユーザは、 
本人に許可された 
アプリケーションおよ
びサーバにしか 
アクセスできません。

Relevanceユーザサービスでは、 
管理者が複数認証機能によって 
ターミナルおよびアプリケーションへの 
アクセスを制御できます。

ACTIVE
DIRECTORY
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QRコード、Bluetooth、WiFi、GPSを使用して 
位置を特定し、アプリケーションをモバイル機器に 
確実に配信できます。

4つの異なる位置レゾルバ技術を使用するRelevanceにより、作業スペースを 
位置情報に基づいたモバイル施設として完全に定義できるようになります。位置が
定義されていれば、PC、シンクライアント、およびモバイルタブレットに位置情報に
基づいたアプリケーションやコンテンツの配信が可能です。これにより、管理者は 
コンテンツへのアクセスが許可されている特定のエリアにのみアプリケーションや
コンテンツを配信できるため、テザリングされたワークステーションやモバイル機器
のセキュリティを維持できます。

位置の設定や構成は、ThinManager Relevanceのウィザード形式のセットアップ
ツールによって簡単に管理できます。管理者は、システムを使用するユーザが、 
本人がアクセスを許可されたコンテンツしか受信できないように、位置やユーザの
定義方法を完全に制御することができます。

ジオフェンスを構築することで、簡単にセキュリティを高めることもできます。 
ジオフェンスは、WiFiやQRコードなどの2つのレゾルバ技術を組み合わせること
で構成できます。例えば、管理者は特定のWiFiアクセスポイント内にQRコードを
ネストさせることにより、WiFiアクセスポイント内からそのコードがスキャンされた
際にコンテンツを配信し、ユーザがWiFiアクセスポイントから離れた場合にコンテ
ンツへのアクセス権を取り上たり拒否することができます。他のレゾルバ技術を 
組み合わせてジオフェンスを構築することも可能です。

ThinManager®

RELEVANCE®

位置レゾルバ

位置レゾルバ技術が、
Relevanceと他の 
モビリティソリューションの
大きな違いです。

*Apple App Storeから入手可能な iTMCモバイルクライアント、または
ThinManagerダウンロードページから入手可能なaTMCモバイルクライアントが 
必要です。

レゾルバ技術を活用した 
モバイルワークフォースの 

管理を実現
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ThinManager®は、ユーザが移動中でも 
リソースに接続してアクセスできる、 
モビリティツールを搭載しています。

モバイルタブレットをシンクライアントに
ThinManagerは、iOSおよびAndroid機器をシンクライアント機器とし
て操作できるアプリを提供しています。ThinManagerの iTMC 
およびaTMCにより、既存コンテンツのモバイル機器への配信が可能で
す。HMIやアプリケーションを移動中でも使用できるようになり、しかも
コードの記述は不要です。

本当の意味でのモバイル・シン・クライアント機器を体験してください。

iTMCおよびaTMCは、一般的な以下のようなThinManager機能を 
サポートしています。
• ユーザ向けRelevance
• Relevanceの新しい位置情報モバイルプラットフォーム
• ActiveXコントロール
• バーコードスキャニング
• MultiSession
• クライアントからクライアントへのシャドーイング
• 即時フェイルオーバ
• ディスプレイクライアントによるオーバライド 

(解像度、ログイン、色の濃さなど )
• ターミナルサーバの無効
• あらゆるファンクションキーや特殊キー (Ctrl、Alt、F1、F2など )
• 会社ロゴなどのカスタム背景設定

WinTMC ThinManagerのWindows®クライアントアプリケーション
WinTMCによってSurface ProタブレットやWindows10互換機器で
シンモバイル機能を使用するには、Windows10以上が完全に動作する
タブレットを使用する必要があります。

ThinManager®

モバイル 
アプリ

モバイル環境を整備すると、
生産性がさらに向上します。

既存のアプリケーションを 
モバイルタブレットで実行、 
しかもコードの記述は不要
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ThinManagerには、特定のターミナルの 
ユーザエクスペリエンスをカスタマイズする 
さまざまな方法が用意されています。

管理者シャドーイング
ThinManagerの管理者は、ThinManagerインターフェイス
から直接各ターミナルをシャドーイングできます。シャドーイング 
したいターミナルを選択して表示タブをクリックするだけの簡単
操作です。シャドーイングしているターミナルに接続された個々
のモニタをシャドーイングすることも可能です。

ターミナルからターミナルへのシャドーイング
ユーザが他のターミナルの表示内容を確認しなければならない
ことはよくあります。ThinManagerのターミナルからターミナ
ルへのシャドーイング機能を使用すれば、ユーザは他のターミナ
ルで動作しているセッションからコンテンツを簡単に見ることが
できます。この機能だけでも、トラブルシューティングの時間を 
大幅に短縮できます。

VNC表示
ユーザはVNCディスプレイクライアントを使用し、権限に応じて 
PanelViewやPanelView Plus、その他のVNCサーバ内蔵
機器からコンテンツに直接アクセスすることも可能です。これら
の機能は、Relevanceと組み合わせてモバイルタブレットで 
動作させることもできます。

シャドーイングと
VNC
 Powered by ThinManager®

ThinManager®を使用すれば、 
他のデバイスから 

簡単に情報を表示できます。

シャドーイングを使用し、 
管理者やユーザは 
ターミナルを表示 /操作で
きます。

VNCソースは、シャドー 
イングやモバイル機器を含む 
あらゆるターミナルへの配信
が可能です。
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ThinManagerには、カスタマイズ可能な 
形式のコンテンツを配信するための機能が 
複数用意されています。

MultiMonitor
MultiMonitorを使用すると、1つのシンクライアントで最大5つの 
モニタを表示できます*。MultiMonitorを使用すると、モニタ間の 
セッションのスパニングや、各モニタでの個別または複数セッション
の実行が可能になります。タッチスクリーンもサポートされています。

マルチモニタは、MS Server 2012以降では8192 x 8192まで
のスパン解像度と6,4000色をサポートしています。MS Server 
2008以前では、スパン解像度は4096 x 2048に制限されています。

ThinManager®

マルチ 
モニタ

個々の画面をカスタマイズし、 
お好みのレイアウトで 
コンテンツを表示

1つのアプリケーションを 
2つのモニタでスパニング

個別のセッションを 
3つのモニタで表示

1つのターミナルでの 
各モニタへのアプリケーショ
ン個別表示や、大きなアプリ
ケーションの複数モニタでの
スパニングにより、表示領域
の拡大や視認性向上を実現

* ハードウェアによる制約があります。
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4K

仮想スクリーンにより視認性が向上し、 
しかもモニタ数の削減が可能

仮想スクリーン
仮想スクリーンを使用することで、画面上にコンテンツの複数のソース
を考え得るほぼすべてのレイアウトで配置できます。管理者はカスタム 
サイズの画面オーバーレイを作成し、あらゆるターミナルの利用可能
なユーザコンテンツから「複合アプリケーション」を設計できます。

仮想スクリーンは、カメラオーバーレイとよく似た方法で設定します。
他のThinManagerの機能同様、仮想スクリーンもウィザード形式の
構成用ツールを使用して簡単に作成可能です。必要な操作は、画面座
標とオーバーレイサイズの入力と、選択したスペースへのアプリケー
ションやコンテンツの割付けのみです。

セッションスケーリング
セッションスケーリングにより、アプリケーションが特定のレイアウトや
モニタ解像度にフィットするように自動的にスケーリングされます。 
解像度が変わる度に、アプリケーションを画面にフィットするよう再コー
ディングする必要はありません。作成されたオーバーレイにコンテンツ
を自動的にフィットさせるセッションスケーリングにより、仮想スクリーン
を快適に使用できます。

4K解像度
仮想スクリーンでオペレータの経験により多くのコンテンツを追加でき
るよう、ThinManagerは4K解像度をサポートし、追加コンテンツや
アプリケーションの表示性能を向上しています。これにより、1つの4K
モニタを表示領域が1920 x 1280の4つの物理モニタとして使用で
きるため、追加コストをかけて4台の物理モニタを取付けたり、配線す
る必要がありません。

ThinManager®

仮想 
スクリーン

1つの高解像度モニタ上に 
カスタムレイアウトの 

「複合アプリケーション」を作成

複数のソースから 
アプリケーションや 
コンテンツを配信する 
カスタム画面レイアウトを設計

* ハードウェアによる制約があります。
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視認性の向上は、より生産性の高い 
ワークフォースの実現や 
安全な作業環境の構築につながります。 
IP/USBカメラを使用して、視認性を高めましょう。

簡単設定
カメラの IPアドレスをネットワークに追加してディスプレイサーバとして
定義し、ウィンドウやウィンドウグループの一部として配置するだけで 
使用できます。

複数表示オプション
単一カメラ表示、複数のカメラによる複数表示、または既存アプリケー
ションへのオーバーレイをオプション選択できます。ユーザはカメラオー
バーレイのレイアウトを独自にカスタマイズすることも、定義済みレイ
アウトから選択することも可能です。ThinManagerでは、IPカメラの
フィードをタイル表示するかどうかも選択できます。

バンド幅の管理
シンクライアントがデュアル・イーサネット・ポートを搭載している場合は、
IPカメラをシンクライアントの2番目のイーサネットポートに直接接続
することもできます。これにより、ネットワークリソースの使用量が大幅
に削減され、バンド幅を節約することができます。

メリット
IPカメラをサポートすることで、ユーザは隅々まで確認することが可能
になります。IPカメラは生産プロセスの視界を広げるだけでなく、 
施設の各所を同時にモニタするセキュリティツールにもなります。
ThinManagerのカスタマイズ可能な IPカメラサポートにより、カメラ
の導入や定義が簡単に行なえるため、あらゆるカメラをすぐに使用でき
ます。

ThinManager®

カメラ 
サポート

簡単設定
複数の表示オプション

IP/USBカメラを使用した、 
高速かつスムーズな
30 fpsのHD H.264 
ビデオ画像を提供します。
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WinTMCによってWindows PC上でThinManagerの 
クライアント機能を実現 SmartSession、MultiSession、AppLink、
即時フェイルオーバといったThinManagerのさまざまな機能を
Windows PC上で使用できます。これにより、ターミナル・サーバ・ 
ネットワーク全体の管理、構成、および設計における選択肢が広がります。

PCをリモート管理 WinTMCを一元的に構成することで、ネットワーク
接続されたすべてのPCをThinManagerから直接管理することができ
ます。ネットワーク管理者は、ThinManagerのシャドーイング機能を 
使用し、ユーザにアクティブなターミナル・サーバ・セッションがなくても
PCのデスクトップをリモートで表示および制御することができます。

PCやターミナルサーバ上でアプリケーションを実行 一部のユーザは
ローカルアプリケーションを実行する必要がありますが、WinTMCに 
よって、ローカルで実行しているアプリケーションとWinTMCターミナル・
サーバ・セッションを簡単に切換えることができます。

WinTMCとタブレット ThinManagerのWindows®クライアント 
アプリケーションWinTMCによってSurface Proタブレットや 
Windows10対応機器でシンモバイル機能を使用するには、
Windows10以上が完全に動作するタブレットを使用する必要があります。

アップグレードにも柔軟に対応可能なWinTMC ThinManagerが使用
可能なシンクライアントと同様に動作するように、WinTMCを構成できま
す。これにより、PCからThinManagerが使用可能なシンクライアントに 
徐々に移行する場合に、必要な分だけ新しいシンクライアントに IT予算を
投入することができるようになります。

ThinManager®

WinTMC
PCを 

シンクライアントとして 
使用できます。

PC = シンクライアント = TCO削減

WinTMCを使用することで、 
PCやホストアプリケーショ
ンをリモート・デスクトップ・
サーバ上で管理できるため、 
ネットワーク全体での 
更新作業が簡略され、 
TCOが大幅に削減されます。

ThinManager®は、PCをリモート・デスクトップ・
サービス・ネットワークの一部として使用する企業に
最適なソリューションです。



生産性向上機能 セキュリティ機能視覚化機能 モビリティ機能

SmartSessionは、リモート・デスクトップ・ 
サーバの効率を最大に保つために、リソースの 
消費に応じてターミナルの割付け先を決定します。

SmartSession
重要なアプリケーションが実行されている医療施設で、多数のシンクライアントが 
使用されているとします。これらのアプリケーションは、すべてのシンクライアントを 
サポート複数のリモート・デスクトップ・サーバを必要とします。どのクライアントを
どのリモート・デスクトップ・サーバに接続するかは、どのように決定すれば良いので
しょうか? なぜThinManagerに決めさせないのですか?

SmartSession機能を使用すると、負荷を分散することができます。クライアント
の接続をサーバごとに手動で構成するかわりに、ThinManagerはどのターミナル
サーバが最も負荷が低いかをリアルタイムで正確に判断します。SmartSession
は異なるCPUレベル、メモリレベル、および現在のセッション情報を考慮し、次の 
クライアントセッションに最適なサーバを算出します。

追加したクライアントをサポートするサーバリソースが必要な場合は、他のリモート・
デスクトップ・サーバをSmartSessionグループにドロップするだけで負荷が分散
され、クライアントセッションの受信が可能になります。複雑な構成を管理する必要
はありません。

キューイング機能を使用すれば、多くのクライアントがサーバ上で同時にセッション
を開始する際に発生するサーバ負荷やディスクトラッシングを緩和できます。キュー
イングは、クライアントを順番に処理して、システムをスムーズに稼働させます。

即時フェイルオーバ
ThinManagerに搭載されている即時サーバフェイルオーバ機能により、安全性が
さらに向上します。サーバがオフラインになると、ThinManagerはすべてのクラ
イアントを中断することなくすぐにバックアップに切換えます。

ThinManager®

スマート
サーバ

一元管理サーバにより 
高度な知能と安全対策を提供

サーバ負荷分散
自動構成

SmartSessionは、各クライアント
セッションに最適なサーバを判別しま
す。即時フェイルオーバは、セカンダ
リサーバでセッションを実行し、サー
バ障害によるダウンタイムを防止し
ます。



生産性向上機能 セキュリティ機能視覚化機能 モビリティ機能

ThinManagerには、ThinManagerネット
ワーク内で特定のイベントが実行された際に、
管理者およびユーザに通知するための方法が
複数用意されています。

認証済み電子メール
認証済み電子メール機能により、プロキシサーバを使用せずに企業
のメールサーバから直接電子メールを送信できます。

SMSメッセージ
SMS機能により、運用上のイベントに関する瞬間的な情報を 
ユーザのモバイル機器に送信できます。

ターミナルメッセージ
ThinManagerからあらゆるターミナルに直接メッセージを送信し、
オペレータにリアルタイムで通知することも可能です。

レポート作成
レポート機能により、ThinManager環境内で管理される各デバイス、 
ユーザ、および位置に関する履歴を記録できます。レポート作成は
スケジューリングでき、必要に応じて定期的に送信することもでき
ます。

通知機能
 Powered by ThinManager®

全員に情報を提供できるように、 
豊富な機能から選択してください。

ThinManagerシステム
から認証済み電子メール
システムに電子メールを
直接送信

重要な情報はユーザ 
モバイル機器に直接送信
することも可能



ユニークなハードウェア対応技術 
拡張性に富んだクライアント管理ソリューション

XLr標準ライセンス (5バック、10パック、25パック )
Relevance、MultiMonitor、PXE Boot、WinTMC、MultiSession、
SmartSession、仮想マシン管理、iOSアプリ、AppLink、自動フェイルオーバ、
即時フェイルオーバ、ターミナルシャドーイング、リモート管理、冗長イーサネット、
タッチスクリーンサポート、共有キーボード/マウスなど。

エンタープライズライセンス
サーバライセンスには、2つのThinManagerサーバのライセンスが含まれており、
1つの場所での冗長化が可能です。このライセンスを使用すると、単一ネットワー
ク上に数の制限なくシンクライアントやターミナルサーバを配置できます。

FLEXライセンス
ThinManager FLEXライセンスの場合は、複数の施設で使用可能なライセンス
一式を購入可能です。詳細はFLEXデータシートをご参照ください。

RELEVANCEの位置情報モバイルソリューション
お使いのThinManagerに位置情報機能を簡単に追加できます。

MUNICI-PACKライセンス
この自治体向けのライセンス形態では、1つの自治体内の複数の施設にライセンス
を割付けられます。

冗長性
ThinManagerには、以下の2つの冗長サーバオプションが用意されています。 
ミラーリング冗長性は1対のサーバを同期し、1つはプライマリサーバ、もう1つは
「表示のみ」のインターフェイスとして動作します。
フル冗長性はサーバの冗長ペアを使用し、フルアクセス可能なThinManager  
GUIによって両方のサーバに構成を保存します。

ThinManager®

ライセンス

数を確認するには、
当社のROI計算機をダウン
ロードしてお使いください。
ThinManagerシンクライアント技術への切換え時にどれだけ 

節約できるかを計算するツールをご用意しました。すぐに無料 

ダウンロードしてお使いください !

www.thinmanager.com/roi 

完璧なプラットフォーム
スケーラブルなソリューション

ROIツール



ThinManager Flexライセンスの場合は、 
複数の施設で使用可能なライセンス一式を 
購入可能です。

ThinManagerクライアント接続は、世界中のあらゆる施設の要求に応じて、 
抜群の精度と最大の柔軟性をもって提供されます。ThinManager FLEXライ
センスでは、個別の冗長ターミナルへの同時接続が可能な100、250、または
500のThinManager XLrライセンス一式が付与されます。複数のネットワー
ク上において、場所もThinServerのペア (プライマリ/バックアップ )も数の 
制限なく配信可能です。

例 :
• HQ会社には、本社、稼働中の施設が3つ、
および1つの施設を建設中です。

• この会社が、250のライセンスの
ThinManager FLEXを購入していると 
します。

• 本社と稼働中の施設で、現在225の 
ラインセンスを使用しています。

• 25のライセンスは、新しい施設が 
完成した際に使用します。

FLEXライセンスパッケージの利点 :
• ThinManagerクライアント接続を一元管理
• 複数の施設で使用可能

• ネットワークおよびサーバの数に制限なし

• 追加ライセンスを追加可能

• ThinManager FLEXライセンスには、最初の年のプラットフォーム 
メンテナンスが付属

• 使用するライセンスを作成して配信する、プライベートThinManager 
ライセンス・サーバ・ポータルにアクセス可能

ThinManager®

FLEX 
ライセンス

複数の施設での使用に最適
ネットワーク上の制限なし
ライセンスを追加可能

ThinManager FLEX 
ライセンスには、最初の年の
プラットフォームメンテナンス
が付属します。

PLANT
A

PLANT
B

HQ

PLANT
D

PLANT
C

25

75

50

75

25



プラットフォームメンテナンスは、 
ThinManagerシステムがお客様の施設とともに
進化することを約束する、価格を最低限に抑えた 
フル機能のプランです。

リリース時に無料でバージョンアップグレード
プラットフォームメンテナンスのプランが新規リリース時に最新のものであれば、
ThinManager、ThinServer、Relevance、ThinManagerファームウェア、
ターミナル機能データベース、およびタッチスクリーンドライバを無料でアップ 
グレード可能です。システムを最新の状態に保つのに、これより安価な方法は存在
しません ! プラットフォームメンテナンスのプランにご契約いただければ、将来高額
なアップグレードを購入する必要はありません。

ライブ技術サポートにアクセス
ThinManagerの技術サポート部門は、ThinManagerの開発者が担当していま
す。いただいたお電話は、フレンドリで知識が豊富な当社の技術サポートチームの
メンバーに直接つながります。サポートチームは、お客様がシステムの稼働時間を
確実に伸ばせるようお手伝いいたします。

特別割引
プラットフォームメンテナンスをご契約いただいたお客様は、技術的な実践形式の 
トレーニングイベントや、新製品のご案内、ThinManagerのお客様感謝イベント
など、さまざまな割引特典を受けられます。

エンタープライズ /FLXへのアップグレードを割引
ThinManagerは非常にスケーラブルなソリューションです。プラットフォームメン
テナンスをご契約のお客様が初期インストールからエンタープライズライセンスや
Flexライセンスへのアップグレードを検討される場合、ThinManagerでは既に 
お持ちのライセンスの価格分、アップグレードライセンスの価格から値引きいたし
ます。アップグレードの費用は、アップグレード前のライセンスの購入金額に応じて
変わります。

所有者 /使用場所の変更が可能
プラットフォームメンテナンスをご契約のお客様は、ThinManagerライセンスの
使用場所を無料で変更できます。

ThinManager®

プラット
フォーム 
メンテナンス

常に最新のツールを 
使用すれば、投資を最大限に
活かし、生産性を 
維持できます。

無料のバージョンアップグレード
専門家による電話サポート

特別割引
アップグレード割引

所有者 /使用場所の変更

ThinManagerのプラットフォームメンテナンスのプランには、1年間の技術サポートが付属します。電話サポートは、祝
日を除く月曜から金曜までの午前9時から午後5時 (東部標準時 )までご利用いただけます。業務終了後、または休日
は、留守番電話にメッセージを残すか、電子メールを送信していただければ、技術サポートのメンバーが翌営業日にお電
話を差し上げます。当社では、ThinManager、Relevance、ThinManager対応ハードウェア、および「ACP」のシン・
クライアント・システムのサポートを行なっています。当社は、ターミナル・サーバ・アプリケーションに関する問題を適
切なアプリケーションベンダーに照会する権利を有します。プラットフォームメンテナンスのプランをご契約のお客様は、
ThinManager、ThinServer、ファームウェア、ターミナル機能データベース、モジュール、およびタッチスクリーンド
ライバの無料アップグレードが可能です。

サーバでアクティベートされた製品ライセンスまたはマスタライセンスが付与されたサーバの同期ペアのすべては、「プ
ラットフォームメンテナンス付き」としてタグが付けられ、当社のライブ技術サポートチームへの電話アクセスが可能なマ
スタライセンスの対象でなければなりません。

プラットフォームメンテナンス対象外の製品ライセンスは、「プラットフォームメンテナンス付き」のマスタライセンスを「プ
ラットフォームメンテナンスなし」にデフォルト設定する可能性があるため、プラットフォームメンテナンス対象外の製品は
インストールしないことをお奨めします。プラットフォームメンテナンスの対象となる製品ライセンスは、「プラットフォー
ムメンテナンス付き」のマスタライセンスを「プラットフォームメンテナンスなし」にデフォルト設定することはできないた
め、サーバやサーバペアでアクティベートすることをお奨めします。
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