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ぷらっとホームの統合型ネットワーキング・アプライアンス製品へ 
ネットワーク監視機能を追加 

 
 

2015 年 5 月 29 日、ぷらっとホーム株式会社（証券コード：東証二部 6836、本社：東京都千代田区、代表取

締役社長：鈴木友康、以下ぷらっとホーム）は、ネットワークサービスを手間なく低コストで導入できるアプラ

イアンス、『EasyBlocks IPv6』及び 『EasyBlocks IPv6 Enterprise』に監視管理機能を追加しました。 
 
従来の DHCP・DNS・NTP のネットワークサービス機能に加えネットワーク監視機能が追加され、『EasyBlocks 
IPv6 Enterprise』であれば監視管理機能の冗長化を行うことも可能で、より幅広い用途でお使い頂けるようにな

ります。 
さらに、『EasyBlocks IPv6』はハードウェアの仕様変更を行い、Ethernet ポートを 1ポートから 2 ポートへ増

加させ、複数のネットワークセグメントに対する監視や DHCP などのネットワークサービスの提供をする事が

可能となりました。 
 
 
追加された監視管理機能の特長 
 監視対象機器はメーカー・機種を問わず 

メーカー・機種を問わず TCP/IP 使用機器であれば一元監視管理が可能です。 
 

 エージェント・専用ハードウェアなどが不要 
監視対象側への設定や専用機器の増設などが不要。既存ネットワークに接続し設定するだけで運用が開始可

能です。 
 

 ユーザーと同じ経路で監視が可能 
省スペースでメンテナンス性に優れているため、ユーザー側に設置することで、ユーザーと同じ経路での監

視が可能で、「ユーザーからサービスの不具合の報告があったのに、監視上障害が見られない」などの問題

を解消します。 
 
 
製品詳細（仕様、価格、パッケージラインナップ、サポート） 
 
・ラインナップ・価格 
①EasyBlocks IPv6 
型番：EBA7/IPV6 
参考価格：オープン 

 
②EasyBlocks IPv6 Enterprise 

型番：EBX3/IPV6ENT 
参考価格：オープン 
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・各サービスの性能指標、適用可能規模 
モデル名 EasyBlocks IPv6 EasyBlocks IPv6 Enterprise 

DHCP 性能指標 30 leases/sec 500 leases/sec 
適用可能規模 端末 300 台程度 端末 3,000 台程度 

DNS 性能指標 500 queries/sec 5,000 queries/sec 
適用可能規模 端末 300 台程度の内部 DNS、外部

DNS 
端末 3,000 台程度の内部 DNS、外部

DNS 
NTP 性能指標 - - 

適用可能規模 端末 300 台程度 端末 3,000 台程度 
監視管理 性能指標 - - 

適用可能規模 端末 50 台 端末 300 台程度 

 
・ハードウェア仕様 

モデル名 EasyBlocks IPv6 EasyBlocks IPv6 Enterprise 
外部インター

フェース 
10/100/1000BA
SE-T 

2 4 

USB 2.0 2 2 
シ リ ア ル コ ン

ソールポート 
2 2 

筐体サイズ 81 (W) x 133.5 (D) x 32 (H) mm（ゴ

ム足含まず） 
194 (W) x 179 (D) x 42 (H) mm（ゴム足

含まず） 
動作条件 温度：0～55℃、湿度 20～80%Rh

（結露なきこと） 
温度：0～50℃、湿度 20～80%Rh（結

露なきこと） 
消費電力※1 アイドル時  7.6W / 高負荷時 

8.7W 
アイドル時 15W / 高負荷時 6.5W 

重量（本体のみ） 約 310g 約 1,255g 
 
・サポートサービス 
  ・基本サービス※2 

 EasyBlocks IPv6   参考価格：9,300円（税抜き）/年 

 EasyBlocks IPv6 Enterprise 参考価格：29,500円（税抜き）/年 

 

  ・拡張サービス※3 

 オンサイト保守サービス 8x5PRO 参考価格：オープン 

 カスタムプリセット  参考価格：19,300円（税抜き）/台(1回) より 

 設置・設定   参考価格：76,100円（税抜き）/台より 

 
詳しい仕様やサポートサービスの内容は下記「関連 URL」をご覧ください 

 
※1 全イーサネットポートをリンクアップし、stress コマンドにより CPU 100%の状態にして計測。 

※2 初年度は加入必須。 
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※3 基本サービスへの加入必須。 

 
 
関連 URL 
 
・高解像度の製品写真 
 http://openblocks.plathome.co.jp/products/eb/ipv6/pict.html 
 
・製品パッケージラインナップ、価格、サポートサービス、その他の詳細 
 http://openblocks.plathome.co.jp/products/eb/ipv6/ 
 
 
ぷらっとホームについて 
 
ぷらっとホームはマイクロサーバーの開発製造大手です。1993 年の創業より Linux サーバーのパイオニアとして、通信

やネットワーク分野に自社製コンピュータを供給してきました。手のひらサイズの超小型 Linux サーバー「OpenBlocks®」

は、大手通信事業者をはじめ、物流、輸送、金融、エネルギー産業、官公庁など日本の社会インフラを支える様々な領域

で採用されており、今後大きく成長すると見込まれるM2MやIoT（Internet of Things: モノのインターネット）でも大きな

注目を集めています。 
 
 
本発表に関するお問合せ先 
 

 報道機関からのお問合せ先： 
・ぷらっとホーム株式会社 製品マーケティング部 星 賢志（ほし けんじ） 
pr@plathome.co.jp 

Tel 03-5213-4373/Fax 03-3221-0882  
 

 ユーザー向けのお問合せ先： 
ぷらっとホーム株式会社 営業部 竹内 敬呂（たけうち よしろ） 
sales@plathome.co.jp 
Tel 03-5213-4370 / Fax 03-3221-3766 

 
* 外観・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。 

* ぷらっとホームおよび Plat'Home の名称・ロゴは、日本国及びその他の国における、ぷらっとホーム株式会社の登録商標または商標です。 

* その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。 


