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 ※このメールの配信に関する事項及び各種お問い合わせは、本メール末尾のご案内を

 　ご確認ください。

----------------------------------------------------------------------------

 【トピックス】

 ・＜新製品＞

 　フォールト・トレラント・ネットワーク構築に最適な

 　コンパクト・ギガビットレイヤ2 ファンレススイッチ『AX2500S シリーズ』

 ・＜パートナー＞

 　■新規掲載■AX シリーズ連携ソリューション

 ・＜協賛セミナー＞

 　クラウド時代のネットワークソリューション（10月14 日開催）

 ・＜トレーニング＞

 　大阪・名古屋・福岡でのアラクサラネットワークス資格認定制度

 　（認定試験及び推奨講座）新規開催決定

 【新着情報】

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

 　＜新製品＞

 　フォールト・トレラント・ネットワーク構築に最適な

 　コンパクト・ギガビットレイヤ2 ファンレススイッチ『AX2500S シリーズ』

　http://www.alaxala.com/jp/products/AX2500S/index.html

　AX2500S シリーズは、2 台のスイッチ間にまたがるリンクアグリゲーション

　(SML ：スプリットマルチリンク) をサポートし、安定度の高いネットワーク構築に

 　最適な装置です。

 　更に、設定したスケジュールに従い電源を落とす『ダイナミック省電力』機能

 　サポートし、AX6000S ファミリとの組み合わせにより最大限の効果を発揮する

 　ギガビット・レイヤ2 ファンレススイッチです。

 　◎製品概要

　http://www.alaxala.com/jp/products/AX2500S/index.html

 　◎スプリットマルチリンク技術：大規模フォールト・トレラント・ネットワーク

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

 　◎プレスリリース

　http://www.alaxala.com/jp/news/press/2010/20100603.html

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

 　＜パートナー＞

 　■新規掲載■AX シリーズ連携ソリューション

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

 　アラクサラの販売パートナー各社が独自に提供するAX シリーズ連携

 　ソリューションの紹介を新規掲載しました。

 　掲載ソリューションは順次追加の予定です。

 　●掲載ソリューション（社名50 音順）●
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 　・住商情報システム株式会社 

　　『QUALINET （クオリネ）』

 　　ネットワーク全体のクオリティの向上を実現するソリューション群

　　http://www.alaxala.com/jp/partner/bps_QUALINET.html

　　

 　・株式会社日立システムアンドサービス

 　　『オープンネット・ガード＆AX 連携』

　　MAC アドレスの管理が簡単にできる、認証サーバ＆AX シリーズ認証ログ管理

　　http://www.alaxala.com/jp/partner/bps_ONG.html

　　

 　・日立電線ネットワークス株式会社

　　『Secure Network Solution』

 　　経験豊富なネットワークインテグレータが提供する強固なセキュリティ

　　http://www.alaxala.com/jp/partner/bps_SN.html

　　

 　・ユニアデックス株式会社

 　　『ネットワーク全体最適化』

 　　ソリューションモデルを活用し、シーンに応じた構築を容易に実現

　　http://www.alaxala.com/jp/partner/bps_AAPU.html

 　◎詳細はこちらから

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

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

 　＜協賛セミナー＞

 　クラウド時代のネットワークソリューション（10月14 日開催）

　http://www.alaxala.com/jp/news/event/2010/20101014.html

 　アラクサラの販売パートナーが提供するAX シリーズ連携ソリューションの1つ

 　である、住商情報システム株式会社の「クオリネ」をご紹介するセミナー。

 　クラウド時代の企業ネットワークに求められる、ネットワーク・セキュリティ

 　ネットワークの高信頼化・安定化にご興味のある方は、是非ご参加ください。

 　◎詳細はこちらから

　　http://www.alaxala.com/jp/news/event/2010/20101014.html

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

 　＜トレーニング＞

 　大阪・名古屋・福岡でのアラクサラネットワークス資格認定制度

 （認定試験及び推奨講座）新規開催決定

　http://www.alaxala.com/jp/techinfo/training/schedule/index.html#201010

 　皆さまからのご要望が多いアラクサラネットワークス資格認定制度

 （認定試験及び推奨講座）の大阪・名古屋・福岡地区での開催が決定

 　しました。

 　東京地区での参加が難しい方は、この機会にぜひ受験・受講ください。

 　◎詳細はこちらから

　http://www.alaxala.com/jp/techinfo/training/index.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
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 【高信頼】

 ・スプリットマルチリンク技術: 大規模フォールト・トレラント・ネットワーク

　（9月6 日）

 【運用管理】

 ・フローマイニング技術　（9月6 日）

─────────────────────────────────────

 ▼製品

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

・AX2500S シリーズ（特長・仕様、モデル一覧、Visio ステンシル）　（9月16 日）

 【データシート/ パンフレット一覧】

データシート

・AX1250S【Ver.2.2 】第4 版　（9月27 日）

・AX1240S【Ver.2.2 】第4 版　（9月27 日）

・AX1230S【Ver.1.4 】第6 版　（9月27 日）

パンフレット

・AX2500S シリーズ　（9月16 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】

・AX6700S 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（9月16 日）

・AX6600S 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（9月16 日）

・AX6300S 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（9月16 日）

・AX7800S 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（9月6 日）

・AX5400S 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（9月6 日）

・AX7800R 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（9月6 日）

・AX7700R 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（9月6 日）

・AX3600S 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（8月31 日）

・AX2400S 　ソフトウェアマニュアル訂正資料　（8月31 日）

・AX-Config-Master（Ver.3.4 update01 対応版）マニュアル　（8月23 日）

・AX7800S 　ハードウェア取扱説明書訂正資料　（8月4 日）

・AX6700S 　ハードウェア取扱説明書訂正資料　（8月4 日）

・AX6600S 　ハードウェア取扱説明書訂正資料　（8月4 日）

・AX6300S 　ハードウェア取扱説明書訂正資料　（8月4 日）

・AX3600S 　ハードウェア取扱説明書訂正資料　（8月4 日）

・AX2400S 　ハードウェア取扱説明書訂正資料　（8月4 日）

・AX7800R 　ハードウェア取扱説明書訂正資料　（8月4 日）

・AX7700R 　ハードウェア取扱説明書訂正資料　（8月4 日）

 【トレーニング】

 ・認定試験及び推奨講座の日程：2010年10 月～2011年3 月日程　（8月25 日）

 ・受験・受講申込み：認定試験 兼 推奨講座  申込書　（8月4 日）

─────────────────────────────────────

 ▼ニュース＆イベント

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

 【イベント・セミナー】

 ・クラウド時代のネットワークソリューション　（9月17 日）

─────────────────────────────────────

 ▼パートナー

http://www.alaxala.com/jp/partner/index.html
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 【パートナーソリューション】

・QUALINET( クオリネ）（9月28 日）

 ・オープンネット・ガード＆AX 連携　（9月3 日）

・Secure Network Solution　（9月3 日）

 ・ネットワーク全体最適化　（9月3 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URLから  解除手続きをお願いいたします。 

　　{{c:44}} 

 ＊「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

 　ご連絡願います。

　　http://www.alaxala.com/jp/contact/index.html
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 発行：アラクサラネットワークス株式会社　営業本部　マーケティング部

　　　〒212-0058 　神奈川県川崎市幸区鹿島田890 　新川崎三井ビル西棟

URL：http://www.alaxala.com/

Copyright (C) 2010 ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

 個人情報保護規約：http://www.alaxala.com/jp/privacy/index.html
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