
“守る力
”が凝縮された

マルチフ
ァンクシ

ョンサー
バー

型式
電源（ACアダプタ）

消費電力

本体外寸

本体重量
基準適合
OS
イーサーネットポート
VPN・スループット
VPNトンネル数
VPN暗号
認証
対応回線
リモート監視
リモートアクセス
タイムサーバー
FTPサーバー
ファイルサーバー
アンチウイルスエンジン
インターフェース

入力：AC100～240V（50～60Hz）
出力：45W（VA）
最大：20W
アイドル時：14W
エネルギー消費効率：TBD
省エネ法に基づく表示：TBD
272（W）×44（H）×195（D）mm
（突起部分は含まず）
2kg（ACアダプター含まず）
CF/FCC/RoHS適合
SSD/Linux0.4-20090303/2.6.16
WAN×1　LAN×3　100BASE-T
60Mbps
200

Mini D-sub 15pin x1（ディスプレイ）
RJ45 x1（Console Port）
USB2.0 4pin x2
PCI Expansion Slot x1 

LAN×1　100BASE-T
8Mbps
200
SSL-VPN
事前共有鍵方式
フレッツ/YahooBB/CATVなど（ISDN不可）
ICMP/SNMP/ログ監視など
VPN（PPTP）/MS-CHAP-V2
SNTP/NTP/TIME
ユーザー領域1GB（拡張可能）
ユーザー領域8GB～128GB
F-Secure製
Mini D-sub 15pin x1（ディスプレイ）
USB2.0 A-Type 4pin x1（背面1）
コンパクトフラッシュスロット（TypeⅠ/Ⅱ）x1
Mini-PCI×1
PS/2　キーボード　x1

WAN×1　LAN×1　100BASE-T
8Mbps
200

Mini D-sub 15pin x1（ディスプレイ）
D-sub 9pin x2（RS232）
USB2.0 A-Type 4pin x1（背面1）
コンパクトフラッシュスロット（TypeⅠ/Ⅱ）x1
Mini-PCI×1

入力：AC100V（47～62Hz）
出力：20W（VA）
最大：10W
アイドル時：7W
エネルギー消費効率：TBD
省エネ法に基づく表示：TBD
115（W）×35（H）×115（D）mm
（突起部分は含まず）
505g（ACアダプター含まず）
CF/FCC
SSD/Linux0.4-20080602/2.6.16

TRS-200 TRS-110 TRS-120
入力：AC100～240V（50～60Hz）
出力：45W（VA）

TRS-200
入力：AC100V（47～62Hz）

TRS-110
入力：AC100V（47～62Hz）

TRS-120

サービスポータル事業部
〒146- 8580 東京都大田区久が原 5- 13 -12

 TEL:03-3752-0947
http://teraokaseiko.com D1102WD##

911909140

●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されている内容は平成23年2月現在のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります



外部へのアクセス
ウィルスチェック

バックアップ

ユーザー認証
アクセス管理

アプリケーションの制御
モニター機能・ログ機能

一元管理

Thin Client専用T-GATE登場!
セキュリティの向上とシステム運用の効率化に
内部統制強化（J-SOX、ISMS対応インフラ）

TCO削減

ワークライフバランス実現

●既設PCのシンクライアント化

クライアントPC故障時にお
けるデータ復旧作業等、ワ
ークロードの大幅な軽減

最新の承認されたパッチ管理情報資産の
有効期限の管理データをバックアップ

運用の実施記録・ログ許可された以外のソ
フトウェア、ハードウェア特定の業務用ソ
フトウェアの禁止

1

2

3

データへの不正アクセスの防止、機密保護及び
個人情報保護のためのアクセスコントロール及
びモニタリング等ネットワークセキュリティ対策

インターネットを利用する場合の
不正侵入対策

T-GATE（TRS-110・TRS-120）はハード不良の原因となるモーター類を一
切使用していないノンスピンドルサーバーです。消費電力も最大20W
（T-GATE nanoは10W）で、他社コンパクトサーバーと比較しても約1/10程
度、CO2排出量も最低限におさえます。またTERAOKAリモートセンターから
の24時間リモート監視（※5）もセットで、より満足のいく安心を提供いたします。

T-GATE は多くの機能を搭載する一方で、徹底的にローコストを追求いた
しました。是非他社製品と比べてみてください。お客様の立場に立ったネット
ワークソリューションを提案いたします。

（※1）自動アップデート対応機種はお問い合わせ下さい。　（※2）自動バックアップ対応機種はお問い合わせ下さい。
（※3）未知のウイルスやローカルネットワーク上からの感染には対応できない場合があります。　（※4）T-GATEでの迷惑メール削除は行えません。　（※5）別途サービスパック契約が必要となります。

信頼性とecoを両立

“守る力”が凝縮

シ リー ズ

nano

モ バ イ ル 対 応 で さ ら に 進 化 ！

コンパクト＆省電力

徹底的にローコストを追求
お客様の拠点間ネットワークをより安全にT-GATEが接続
いたします。導入後のネットワーク変更や面倒な設定は
TERAOKAリモートセンターより速やかに行うことが可能
となります。

VPNルーター機能POINT 

1 企業のサーバーやパソコンの時刻を正確な時刻に合わせま
す。またTERAOKA製品の時刻も定期的に合わせることで
ラベル時刻印字の間違いを防ぎ、事故を未然に防止する
ことが可能となります。

タイムサーバー機能POINT 

5

TERAOKA製品はもとより、お客様のサーバー、通信機器
もT-GATEがリモート監視いたします。万が一異常が発生し
た場合、メールにてIT管理者またはTERAOKAリモートセ
ンターに通知され、速やかに障害復旧を行いダウンタイムを
最小限に抑える事が可能となります。

リモート監視機能POINT 

2 外出先や自宅より会社のネットワークにアクセスすることが
可能となります。例えば外出先より、「お店の売上げを確認
したい」「社内メールや業務データを確認したい」このような
場合インターネット環境があればVPN接続することが可能
となります。

リモートアクセス機能POINT 

6

日々動く業務データをT-GATEが安全に送受信いたしま
す。またTERAOKA製品のプログラムアップデート（※１）も
自動に行うことが可能となります。

FTPサーバー機能POINT 

3 インターネット上からのウィルスやスパイウェアの侵入をＴ
-GATEが防ぎます（※3）。わずらわしい迷惑（スパム）メール
も同時に隔離いたします（※4）。

アンチウィルス機能POINT 

7

業務データや社員で共有したいファイルをT-GATEに保存
することはもとより、ご導入いただいているTERAOKA
製品のデータバックアップ（※2）も可能となります。

ファイルサーバー機能
POINT 

4 インターネットのアクセスを制限したり、アクセスログを一元
管理いたします。使用例1：業務に関係のあるサイトしか従
業員に見せたくない場合。使用例2：従業員がどこのサイト
にアクセスしているか、また何時間インターネットを行って
いるか履歴調査したい場合など。

プロキシサーバー機能
POINT 

8

●製品機能

f o r  M o b i l e

VPNルーター

標準仕様

標準仕様

標準仕様

リモート監視

標準仕様

標準仕様

標準仕様

FTPサーバー

標準仕様

標準仕様

標準仕様
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ファイルサーバー
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●
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タイムサーバー

●

●
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リモートアクセス

●
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アンチウィルス
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●
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プロキシサーバー

̶
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WANポート

̶
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LANポート

1

（TRS-200）

高速データカード接続イメージ

マルチファンクションサーバー コンパクトベーシックサーバー

高速データカード接続イメージ

（TRS-110・TRS-120）

TRS-120
（2ポート）

TRS-110
（1ポート）

TRS-200

TRS-120

TRS-110

T-GATE は、3.5G 携帯回
線に接続する最新の高速デ
ータ通信カード（※）に対応し
ています。
受信時で最大7.2Mbps、着
信時で最大 5.7Mbps の高
速データを実現、快適なブロ
ードバンド環境を提供いた
します。

※T-GATE ならびに T-GATE nano に対応する高速データ
カードについては販売店にお問い合せ下さい。

TRS-200）

NEW

NEW

◆1 VPNスループットは8Mbpsとなります。　◆2 データ通信カードでの対応となります。 ● オプション

◆1

◆1、2



Linuxブートでウィルス知らず
個別設定はサーバーにて管理

ポリシーマネージャー
での集中管理
統合セキュリティ
ソリューション

モバイル
+

モバイル
+

セキュリティアプリケーションの
インストール・設定・更新・管理まで
全てをGUI画面により効果的に集中管理

C

Web プライム Mobile PC

＋nano

モバイル
+

T-GATEを活用した、ネットワー クソリューション
IT脅威対策のご提案

TERAOKAがお客様に最適かつ最新のネットワーク
ソリューションを設計から構築、運用、マネージメント
までワンストップでご提供いたします。T-GATEを活用した、ネットワー クソリューション



シンクライアントPCシンクライアントPCサーバー

Windows PC

Windows PC

Windows PC

Windows PC

拠点 A 拠点 B

シンクライアントPCシンクライアントPC シンクライアントPCシンクライアントPC

Mobile PC

サーバー

事務所
外出先

自宅

出張所

店舗 A 店舗 B 店舗 C

Windows PC

Windows PCWindows PCサーバーサーバー

Posレジ Posレジ
VPNルーター
機能搭載

モバイル
+

Windows PCPosレジ Windows PCPosレジ
VPNルーター
機能搭載

モバイル
+

VPNルーター
機能搭載

モバイル
+

VPNルーター
機能搭載

モバイル
+

VPNルーター
機能搭載

モバイル
+

Windows PCMobile PCPosレジ

＋

Posレジ
Windows PC Web Speeza

Windows PCWindows PC Web Speeza

TERAOKA
コールセンター

TERAOKA
コールセンター

TERAOKA
コールセンター

nano

＋ nano

VPNルーター
機能搭載

モバイル
+

Windows PCWindows PC Windows PC Windows PCサーバー サーバー

ルーター

TERAOKA
コールセンター

拠点

店舗 B

サーバーPosレジ

Windows PC ルータールーター

ルーター
nano nano

nano

VPN

サーサーバー

店舗 A

VPNルーター

モバイル
+

店舗 B

VPNルーター

モバイル
+

拠点 A

VPNルー
機能搭載

モバイ
+

モバ

シンクライアント

T-GATEアンチウィルス

T-GATEのアンチウィルス機能はインターネット経由のメールの送受信（SMTP,POP）、Webブラウジング（HTTP）およびファイル転送（FTP）
時のダウンロードなど、データの入出時におけるウイルス進入をリアルタイムに検出し、企業LANを外部から進入するウイルスから守ります。
また新種のウイルスに対し、定義ファイルをスピーディーに更新、通常でも毎日1～2回の頻度でパターンファイルの更新をしています。
ゲートウエイで一括してウイルス対策を行うことにより、統一されたセキュリティ環境を実現します。

T-GATE Ｔｈｉｎ ｃｌｉｅｎｔでクライアントPCを集中管理できます。クライアントには最小限の機能を搭載して、アプリケーションソフトなどの資源はサーバーで
一元管理することにより、運用・管理コストの削減をはかります。社内情報の持ち出し、ＰＣウィルス、不正アクセス等のセキュリティ対策にも有効です。

インターネットへの接続環境があれば、外出先や自宅などから事務所
のPCや業務システムにアクセスして利用できます。また独自のアク
セス方法で、なりすましなどによる不正アクセスを防ぎ、情報漏洩リ
スクを軽減します。

T-GATEリモートアクセスインターネット利用中

T-GATEでセキュアな拠点間ネットワークを構築します。（SSL-VPNを利用した暗号化機能で安心のネットワークを構築します。）
また本部のT-GATEをタイムサーバーとして活用することにより、ネットワーク上の端末の時刻同期が可能です。
お客様のネットワークはTERAOKAコールセンターが24時間365日リモート監視、万一の障害時もスピーディーに対応致します。

T-GATEをルーターとして活用することにより、インターネットへの
接続とリモートメンテナンスが可能となります。
プロバイダ契約はT@NET（ティーネット）をお薦めします。

既存のルーター配下にT-GATEを接続することでリモートメンテ
ナンスが可能になります。 ※ネットワーク環境により接続不可の場合もあります。

T-GATEシリーズは、新たなアクセス回線として注目されるHSDPAや
HSUPAと言った高速データ通信カードにも対応。USBタイプのデータ
通信カードを装着することにより高速なワイヤレス通信が可能です。イン
ターネット回線の工事ができない場所、期間限定でネットッワーク環境を
整えたいなど、さまざまな場所で快適なブロードバンド環境を提供します。

インターネット環境がない場合

T-GATEで拠点間をVPN接続 ・ リモートメンテナンス 

T-GATEモバイル

既に社内ネットワークがある場合

既に社内ネットワークがありインターネット接続可能な環境であれば、既存のルーターの配下にT-GATEを1台設置する事により各拠点への
接続も可能となります。（Webリモートについては各拠点に1台T-GATEが必要となります。） ※ネットワーク環境により接続不可の場合もあります。

T-GATEの活用例 ―こんな場面でＴ-ＧＡＴＥが お役に立ちます―T-GATEの活用例 ―こんな場面でＴ-ＧＡＴＥが お役に立ちます―


