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 【トピックス】

 ・＜プレスリリース, 導入事例＞

 　西宮市役所で高信頼ネットワークを構築

 　～高セキュリティと高信頼性を低コストで実現～

 ・＜プレスリリース＞

 　トヨタデジタルクルーズがアラクサラのAX1250S を採用

 　～工場環境についてのノウハウを活かし、共同で仕様開発～

 ・＜営業セミナー＞

 　最新の導入提案事例と新製品AX2530S のご紹介

 　～クラウド時代のギャランティードネットワーク～

 ・＜資料ダウンロード＞

　Interop Tokyo 2010 「クラウド時代のギャランティードネットワーク」

 　ブースセミナー資料

 【新着情報】

 ■━トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　＜プレスリリース, 導入事例＞

 　西宮市役所で高信頼ネットワークを構築

 　～高セキュリティと高信頼性を低コストで実現～

　http://www.alaxala.com/jp/news/press/2010/20100714.html

　http://www.alaxala.com/jp/introduce/case13/index.html

 　西宮市は「e 都市ランキング2005」、「e 都市ランキング2006 」（日経BP 社）

 　を連続受賞するなど、先進的な情報化の取り組みで高い評価を受けている

 　自治体です。

 　同市はシンプルで高信頼、高セキュリティのネットワークを目指し、

 　リプレースを検討。

 　アラクサラ製品を導入し、住民情報系ネットワークと内部事務系ネットワークを

 　論理的に分ける「ネットワーク・パーティション」と信頼性を向上させる

 　「フォールト・トレラント・ネットワーク」によって、それらの課題を

 　解決しました。

 　◎詳細はこちらから

 　　プレスリリース

 　　┗ http://www.alaxala.com/jp/news/press/2010/20100714.html

 　　導入事例

 　　┗ http://www.alaxala.com/jp/introduce/case13/index.html

 ■━トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　＜プレスリリース＞

 　トヨタデジタルクルーズがアラクサラのAX1250S を採用

 　～工場環境についてのノウハウを活かし、共同で仕様開発～

　http://www.alaxala.com/jp/news/press/2010/20100729.html

 　株式会社トヨタデジタルクルーズは、アラクサラネットワークスの耐環境・
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 　ファンレススイッチAX1250S を工場等でのネットワークシステム構築のために

 　採用いたしました。

 　トヨタデジタルクルーズでは、トヨタグループ各社のIT システム構築を通じて、

 　工場等の厳しい動作環境下で使用するIT 機器についてのノウハウを蓄積して

 　おりますが、AX1250S の採用にあたっては、このノウハウを活用し、

 　アラクサラと共同で耐環境仕様開発を行いました。

 　◎詳細はこちらから

 　　┗ http://www.alaxala.com/jp/news/press/2010/20100729.html

 　　耐環境スイッチAX1250S

 　　┗ http://www.alaxala.com/jp/solution/network/index.html#02

 ■━トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　＜営業セミナー＞

 　最新の導入提案事例と新製品AX2530S のご紹介

 　～クラウド時代のギャランティードネットワーク～

　http://www.alaxala.com/jp/news/event/2010/20100803.html

 　アラクサラではAX シリーズに対して、継続的に機能の追加、拡張などを

 　行っておりますが、今回はさまざまな市場で適用可能な新製品AX2530Sの

 　ご紹介と、各業種の導入事例についてセミナーを開催することと

 　なりましたのでご案内いたします。

 　■開催概要■

 　１．日程

 　　　名古屋：2010年8月 4日(水)14:30～16:30

 　　　大阪　：2010年8月 5日(木)14:30～16:30

 　　　福岡　：2010年8月 6日(金)14:30～16:30

 　　　※東京開催は定員に達したため申込締切とさせて頂いています。

 　２．対象
 　　　アラクサラ製品のご提案に携わっている営業、SE の方
　　　( 競合他社のご出席はお断りさせていただきます)

 　３．費用

 　　　無料( 事前登録が必要となります)

 　◎内容ならびにお申込はこちらから

　http://www.alaxala.com/jp/news/event/2010/20100803.html

 ■━トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 　＜資料ダウンロード＞

　Interop Tokyo 2010 「クラウド時代のギャランティードネットワーク」

 　ブースセミナー資料

　http://www.alaxala.com/jp/news/event/2010/20100630.html

　「Interop Tokyo 2010 」アラクサラブースで開催されましたセミナー

 　資料をダウンロードいただけます。

 　■ブースセミナータイトル■

 　１．クラウド時代のギャランティード・ネットワーク

 　２．セキュリティと運用性を両立させるシンプルなユーザネットワーク 

 　３．新製品 AX2530S  で進化するフォールト・トレラント・ネットワークの提案

 　４．トラフィック量に応じて自動的に省エネ!

　　　  さらに進化したダイナミック省電力システム

 　５．ネットワークの異常をリアルタイムに発見

　　　  －フローマイニング技術の御紹介－

 　６．OAN で実現するマネージャブルな仮想化ネットワーク

 　７．「認証スイッチによるMAC アドレス認証」適用時の課題と対策

 　■業界有識者によるスペシャルセミナータイトル■

 　１．ネットワークノードの高度化が切り拓く新しいネットワーク設計

 　　　－進化するネットワーク仮想化－
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 　２．クラウドコンピューティングとその先を切り拓くネットワーク技術

 　◎資料ダウンロードはこちらから

　http://www.alaxala.com/jp/news/event/2010/20100630.html

 ■━新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

　

 下記の情報が新規掲載／更新されました。

 ▼ソリューション

http://www.alaxala.com/jp/solution/index.html

 【ネットワーク・インフラ】

 ・耐環境スイッチ 　（7月28 日）

・IPv4枯渇対応(IPv6) 　（7月28 日）

 【グリーンＩＴ】

 ・省エネ法への取り組み 　（7月28 日）

 【運用管理】

 ・フローマイニング技術 　（7月28 日）

 【導入事例】

 ・事例：西宮市役所様 　（7月28 日）

 　住民情報系ネットワークと内部事務系ネットワークを

 　ネットワーク・パーティションで論理的に分割

─────────────────────────────────────

 ▼製品

http://www.alaxala.com/jp/products/index.html

 【製品概要】

・AX2400S シリーズ　（6月28 日）

・AX1200S シリーズ　（6月28 日）

 【シリーズ別機能比較表】

 ・スイッチ製品(シャーシ)　（6月14 日）

 ・スイッチ製品(ボックス)　（6月14 日）

 ・ルータ製品　（6月14 日）

 【データシート/ パンフレット一覧】

 データシート（スイッチ）

・AX3640S【Ver.11.4 】第2 版　（6月23 日）

・AX3630S【Ver.11.4 】第2 版　（6月23 日）

・AX2400S【Ver.11.4 】第2 版　（6月23 日）

・AX1250S【Ver.2.2 】第3 版　（6月23 日）

・AX1240S【Ver.2.2 】第3 版　（6月23 日）

・AX1230S【Ver.1.4 】第5 版　（6月23 日）

パンフレット

・AX2500S シリーズ　（6月30 日）

・AX2400S シリーズ　（6月28 日）

・AX1250S　（6月28 日）

・AX1240S　（6月28 日）

・AX1230S シリーズ　（6月28 日）

 ・総合パンフレット　（7月26 日）

─────────────────────────────────────

 ▼技術情報＆トレーニング

http://www.alaxala.com/jp/techinfo/index.html

 【製品マニュアル】

・AX1250S/AX1240S(ver.2.2 対応版） 　（7月6 日）

・AX1230S（ver 1.4 対応版） 　（7月6 日）
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・AX-Networker's-Utility（ver 4.0 対応版） 　（7月2 日） 

 【システム構築ガイド】

検疫

・AX  シリーズ検疫ソリューションガイド(第2版) 　（7月14 日）

　JP1とAX シリーズを連携した検疫システム構築ガイド

　(JP1 は株式会社日立製作所の登録商標です) 

高信頼

・GSRP 活用ガイド(初版)　（6月7 日）

 　アラクサラの冗長機能であるGSRP の概要とレイヤ2 ，レイヤ3 システムに

 　おける使用方法をまとめたシステム構築ガイド

 【他社相互接続情報】

 認証・検疫

・AX  シリーズ検疫ソリューションガイド(JP1 編) 　（7月14 日）

─────────────────────────────────────

 ▼ニュース＆イベント

http://www.alaxala.com/jp/news/index.html

 【プレスリリース】

 ・トヨタデジタルクルーズがアラクサラのAX1250S を採用 

 　～工場環境についてのノウハウを活かし、共同で仕様開発～　（7月29 日） 

 ・西宮市役所で高信頼ネットワークを構築

 　～高セキュリティと高信頼性を低コストで実現～　（7月14 日）

・Interop Tokyo 2010 の「Best of Show Award 」でグランプリを受賞　（6月10 日）

 【イベント・セミナー】

 ・アラクサラネットワークス主催　営業セミナー　（7月7 日）

・Interop Tokyo 2010 ：出展のご報告 　（7月2 日）

─────────────────────────────────────

 ▼会社情報

http://www.alaxala.com/jp/company/index.html

 【会社概要】

 ・環境への取り組みページ更新　（7月13 日）

 ・取締役の変更　（6月25 日）

─────────────────────────────────────

 更新情報につきましては、RSS 配信により効率的にチェックいただくことが

 可能です。ぜひご活用ください。

RSS 配信について

http://www.alaxala.com/jp/rss/index.html
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 ◆配信先

   このメールは、メールマガジンの配信申込をいただいた方、各種イベントにて弊

 　社に個人情報をご提供いただいた際に、催物のご案内を含む弊社からの各種ご連

 　絡に同意いただいた方にお送りさせていただいております。

 ◆弊社へのご連絡

 ＊「配信の解除」を希望される方は、下記ページから入力画面へ進んでいただき、

 　　メールアドレスを記入の後、「配信の解除」を選択してください。

　　http://www.alaxala.com/jp/mail/form.html

 ＊「宛先変更」を希望される方は、下記ページから入力画面へ進んでいただき、

 　　現在の配信先メールアドレスを「配信の解除」していただいた後、新しい

 　　メールアドレスの「配信のお申込み」をお願いします。

　　http://www.alaxala.com/jp/mail/form.html

 ＊本メールへのご意見などございましたら、下記の「総合お問い合わせ」から
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 　ご連絡願います。

　　http://www.alaxala.com/jp/contact/index.html
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