
ＦＬＯＲＡ Ｓｅ210 リモートアクセスパック 

自席ＰＣへ簡単アクセス！ 

出張先へ持ち運びやすいモバイル シン・クライアントとリモートアクセスサービスを 
セットにした簡単導入パックです。 

自社オフィス 

自席ＰＣ 

 製品概要 
 

シン・クライアントにはデータの保存が一切できません。万一、紛失や盗難が発生しても情報漏えいの心配はありません。  
ASPサービスの利用により、ユーザー側の認証・暗号化サーバの導入やシステム構築は不要です。イントラネットの設定を変えること 
なく(*1)、自席PCの画面をシン・クライアントに表示し、リモート操作できます。(*2)  

シン・クライアントを使用中にUSB認証キーを取り外すと、自動的にログオフしますので、少し席を外すときも簡単に情報漏えいを防ぐ
ことができます。  
利用者数分のUSB認証キー(*3)を購入いただければ、１台のシン・クライアントを利用者間で共有でき、初期導入費用を低減するこ
とも可能です。  

インターネット インターネット 

・利用ユーザー管理/ 

 機器認証 

・アクセスコントロール 

・暗号化（128bit SSL） 

入力データ 

画面データ 

入力データ 

画面データ 

*1 インターネット経由でのSSL通信を許可していない場合や、Proxyサーバが多重稼働しているなどの特殊な環境の場合は設定を変更する必要があります。 
*2 リモートアクセスサービスは、利便性をご提供する反面、画面表示に遅れを生じます。レスポンスの速さを要求される用途には、他のシステム形態（VDIなど）をご検討ください。 
*3 FLORA Se 210 RK3 リモートアクセスモデルでサポートしているUSB認証キーは、PC-FK1200のみです。PC-FK1100、PC-FK1000は使用できません。  
 

リモートアクセス 
コントロールサーバ 

 製品構成・価格表 
 

 
FLORA Se210

リモートアクセスパック
１ユーザ

１０ユーザ

パック

２５ユーザ

パック

５０ユーザ

パック

１００ユーザ

パック

リモートアクセスモデル

（FLORA Se210 本体）
115,000円～(税別)　形名等詳細は弊社営業まで別途お問い合わせください。

USB認証キー PC-FK1200  6,000円/本 （税別）

リモートアクセスサービス初期費用
SD-41CM-RI1

10,000円(税別)

SD-41CM-RI10

80,000円(税別)

[8,000円/台(税別)]

SD-41CM-RI25

175,000円(税別)

[7,000円/台(税別)]

SD-41CM-RI50

300,000円(税別)

[6,000円/台(税別)]

SD-41CM-RI100

400,000円(税別)

[4,000円/台(税別)]

リモートアクセスサービス月額費用
SD-41CM-RP1

3,000円(税別)

SD-41CM-RP10

30,000円(税別)

[3,000円/台(税別)]

SD-41CM-RP25

75,000円(税別)

[3,000円/台(税別)]

SD-41CM-RP50

150,000円(税別)

[3,000円/台(税別)]

SD-41CM-RP100

200,000円(税別)

[2,000円/台(税別)]

（注） サービス費用の上段は総費用，下段は１台あたりの単価を示します。サービスの契約単位は、年単位になります。 

   上記の価格・費用には、プロバイダ料金、電話料金、モバイル通信カード、公衆無線LAN接続などのインターネット接続に関わる料金は含まれておりません。 

    リモートアクセスサービス初期費用は既存の契約を解約し、後に契約を再開する際にも必要となります。   

FLORA Se210 
リモートアクセスモデル 

（モバイル シン・クライアント） 

自宅で 

外出先（駅・店舗）で 

出張先の支店で 

USB認証キー 

日立シン・クライアント 

ＦＬＯＲＡ Ｓｅシリーズ 



USB認証キー 

 リモートアクセスサービス導入手順 

リモートアクセス用モバイル シン・クライアント 

自席ＰＣの動作条件　*1

Microsoft
®
 Windows

®
 XP Professional(32bit)(SP3) *2

Microsoft
®
 Windows

®
 7 Professional(32bit/64bit)(SP1)

Microsoft® Windows® 8 Pro(32bit/64bit)

Microsoft® Winodws® 8.1 Pro(32bit/64bit)ほか

 CPU（周波数） インテル
®
 Pentium

®
 4 1.3GHz相当以上

 RAM OSの推奨メモリ容量以上

 HDD
OSがイ ンストールされているドラ イ ブに100MB以上の空き容量、

DoMobileエージェ ントをイ ンストールするドラ イ ブに30MB以上の空き容量

接続回線 イ ンターネットなど、DoMobileサーバに接続可能なネットワーク環境

 OS

 リモートアクセスサービスのお申込み 

リモートアクセスサービス申込書に必要事項を 
記載していただきます。 

自席ＰＣ側の設定 

・自席ＰＣにて「リモートアクセス用プログラム」の 
 インストールを行います。 

・お申込書に記載いただいたご利用者様メールアドレスあてに、自席PCにインストールする 
 プログラムのダウンロード用URLが送信されます（CD-ROM媒体などでの配布は行って 
 おりません）。  

・シン･クライアント本体に同梱のUSB認証キーの秘匿領域に保存している“アクティブ化コード” 
 をインストール時に入力することで、そのUSB認証キーが接続されたシン･クライアントでのみ 
 自席PCにアクセスできるようになります。 

・インストール時に指定した自席PCのコンピュータ名やログイン名／パスワードはシン・クライア 
 ントからのリモートアクセス時に必要となります。お忘れにならないよう管理してください。  

 

ご利用開始 ・これで設定は完了です。FLORA Se210 リモートアクセスパックをご利用いただけます。 

・リモートサービスを利用するには、ユーザ登録が必要です。お申し込み時に、メール 
 アドレスなどの登録情報を利用申込書に記載していただきます。  

・FLORA Se210リモートアクセスモデルとUSB認証キーをお貸し出しいたしますので、 
 テストアカウント経由で接続確認を行っていただきます。  

・シン・クライアントからお客さまの自席PCに接続し、稼働確認および動作検証をされたい場合は、
弊社営業担当までお問い合わせください。  

■形名：PC-FK1200  
■希望小売価格：6,000円/本 （税別） 

利用者数分のUSB認証キーを購入いただけれ 
ば、１台のFLORA Seシリーズを利用者間で共有で
き、初期導入費用を低減することも可能です。 

 導入オフィスのネットワーク環境確認 

ご購入前に、ご導入予定オフィスのネットワーク環境で 
当サービスの稼動確認を行っていただきます。 

自席ＰＣの動作条件 

対応通信カード （2014年5月現在） *1 

ａｕ 
 ・ data03B 

SoftBank 
・C01SW     ・C01LC    ・C02LC 
・C02SW     ・004Z 

NTT docomo 
・FOMA A2502  ・FOMA L-02A  ・FOMA L-05A 
・FOMA L-02C  ・FOMA L-08C  ・FOMA L-03D 

WILLCOM 
・AIR-EDGE[PRO] AX530S  

EMOBILE 
・D02HW  ・D11LC  ・D21HW  ・D22HW   
・D23HW  ・D26HW   ・D31HW  ・D32HW 
・D33HW  ・GD51 

 出張先へ持ち運びやすいモバイルＰＣ型 

モデル名：ＦＬＯＲＡ Ｓｅ２１０（RK3） 
        リモートアクセスモデル 

OS    ：Windows® Embedded Standard 7 SP1 
CPU   ：AMD E2-1800 APU＋AMD Radeon™ 
メモリー ：2GB 
HDD   ：非搭載 (セキュリティ確保のため書き込み 
             不可の8GBフラッシュメモリーを搭載) 

液晶   ：13.3型TFTカラー 
通信機能：LAN /無線LAN 
希望小売価格：115,000円～(税別) 

*1 注意事項等詳細は、製品Webサイトをご参照ください。 
内容は予告なしに変更する場合があります。 
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/product/spc/ 
florase210_remote/index.html 

    

安全に関するご注意 ・ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
・本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。 

情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部 

■情報提供サイト  
 http://www.hitachi.co.jp/flora/ 
■インターネットでのお問い合わせ  
 http://www.hitachi.co.jp/flora-inq/ 
■電話でのお問い合わせはHCAセンタへ 
 0120-2580-12（利用時間：9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日を除く) ） 

●本カタログに記載されている製品の内容・仕様は2014年5月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。 
●本カタログに記載されている価格は、2014年2月現在のものです。 
●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。 
●本製品を輸出されている場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。 なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。 

・インテル、Intel、Pentium、Atomは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ・AMD、Radeonならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。 
・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およ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。  
・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 

製品に関する詳細・お問い合わせは、営業担当員または下記へ 

*1 詳細は、製品Webサイトをご参照ください。 
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/product/spc/florase210_remote/rdesk/spec.html 

*2 Interneｔ Explorer® 7.0以降がインストールされていること。  

シン・クライアント側の設定 

インターネットへの接続設定および、自席ＰＣへの 
アクセスID等の初期登録を行います。 

・シン･クライアントを起動するには、同梱されたUSB認証キーをシン･クライアント本体に装着 
 する必要があります（USB認証キーがないとシン･クライアントを操作することができません）。  

・シン･クライアントに、LAN接続環境やモバイルカード、公衆無線LANなどのインターネットアク 
 セス情報の設定と、自席PCのインストール時に指定したコンピュータ名やログイン名を登録し 
 ます。  
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