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クオリカ 仮想デスクトップサービスのご紹介
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Thin Office VDI とは、クオリカが提供するDaaS(Desktop as a Service)サービス
Virtual Desktop Infrastructure です。

Thin Office VDI はお客様のさまざまな課題を解決します。

モバイルワーカーの業務効率向上、セキュリティの向上、BCP（事業継続計画）への
活⽤、パソコン管理の負担軽減などユーザーの利便性を向上させつつ、セキュリティと
運⽤管理を一元化することで、次世代のエンドユーザーコンピューティング環境を
中心としたシンプルで働きやすく、生産性の高いワークスタイルを実現することが
可能となります。

クオリカ本社のオフィス風景

1. Thin Office VDI とは
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機材購入不要
データセンターの機材を貴社で購入せずに、⽉額利⽤料でご利⽤いただくことが出来ます。
ご予算・ご要件に応じて「リソース」や「SSL-VPNサービス」を選択可能です。

保守管理業務の負担からの解放
マスター管理により統一されたデスクトップ環境をご提供いたします。
OSの⽉次セキュリティパッチも一⻫配信されるため、適⽤漏れがなく
セキュリティが担保されます。

様々なニーズに応える柔軟な運用サービス
弊社VDIサービスでは、ユーザデーターサーバーの容量監視やマスター変更⽀援作業など
オプションメニューを準備しており、お客様ニーズに応じたサービスの選択が出来ます。

安心のデータセンター運用
サーバは弊社データセンターに設置されるため、セキュリティ・災害・
電源や空調対策などは、初めから万全の状態で利⽤することが出来ます。

大手企業様のＩＴ運用を支える実績
Thin Office VDIの運⽤について、大手企業様のIT運⽤を⽀える
経験豊富な専門の技術者が実施致します。

2. Thin Office VDI の特徴
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Thin Office VDIのご紹介
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お客様のデスクトップ環境を
クオリカのDaaSサービス「Thin Office VDI」で動かします

クオリカデータセンター
お客様
拠点

お客様
拠点

お客様
本社 事務所

ハウジング運用 セキュリティ運用

Iaasクラウド

ネットワーク運用

サーバ運用BPO運用ヘルプサポート

システム監視・通報

設備・リソース

BackupBackup

バックアップ

デスクトップリソース
の利用

充実の運用オプションDaasクラウド

お客様
ネットワーク網

様々なデバイスから
アクセス

3.サービス全体のイメージ
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パソコンのハードディスクに
ユーザーデータは保存されません

サーバ上の「自分専用のデスクトップ」を遠隔操作します

ネットワーク

クオリカデータセンター

アプリケーション
ファイルなど

オフィス 外出先外出先でも同じ画面を操作できます

4.ご利用⽅法のイメージ
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マスターにより統一されたデスクトップ環境を提供します

マスター管理 ①OS、アプリケーションなど
業務に必要なデスクトップ環境を⽤意

マスター

②利⽤者の数だけ
コピー

③ユーザデータは
ファイルサーバに格納

・アプリケーションのバージョンアップやパッチはマスターだけに適⽤すれば一⻫配布されます
・利⽤者はアプリケーションをインストールする必要はありません

5.仮想デスクトップの仕組み
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Thin Office VDIサービスは、利⽤者分の仮想デスクトップ環境(VMwareView)をご提供します。
ご⽤件に合わせてリソース追加や運⽤オプションをご利⽤いただけます。

最新の仮想化技術と、業界最高速クラスのストレージを採⽤した、デスクトップ区画の
リソースを⽉額費⽤のみでご利⽤いただけます。

サービス概要

選択可能なプラン
お客様の⽤途に合わせて、リソースメニューと運⽤メニューを選択する事ができます。

拡張運用
オプション

マスター変更
支援作業

スポット
ユーザー登録改廃

基本サービス・パック

仮想デスクトップ環境 50User分

リソース追加
オプション
ユーザーストレージ
追加
+300GB

機能追加オプション
ユーザー数追加

機能追加オプション
仮想PCマスター追加

仮想デスクトップ環境運用

仮想デスクトップ管理サーバ

パッチ適用運用
サポート

＜リソースメニュー＞ ＜運用メニュー＞

6. メニュー体系
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クオリカデータセンター

････

VDI(Windows10)

VDI接続端末
（VDI接続ソフトをインストールします）

お客様本社・拠点

外出先

････

VDI(Windows10)

インターネットVPN 外出先
インターネットVPN

パターン１ 自社ネットワーク接続型 パターン2 モバイルSSLVPN提供型

『自社ネットワーク接続型』『モバイルSSLVPN提供型』が選択可能です

データセンターへお客様ネットワークを接続いただく
ことで、従来通りの社内システム利⽤が実現

クオリカが提供する『SSL-VPNオプション』を利⽤する
ことでインターネット経由でセキュアな仮想デスクトップ
を利⽤することができます

7. ネットワークやセキュリティーのイメージ
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運用オプション サービスについて
仮想デスクトップ-OS固有の問題やユーザデーターサーバーのストレージ容量監視について弊社エンジニアが解決⽀援を⾏います
（お問い合わせ時間・・・平日9:00〜17:45）

Thin Office VDIサービス

＜例＞ 拡張運⽤オプションサービス 運⽤イメージ

お客様

システム
担当者様

②電話/メール連絡

Windows10

サービスデスク/
エンジニア

①問題連絡

③問題対応.復旧

①容量監視

システム担当者様からの
障害連絡(作業依頼)
を受付けます。

問題対応/復旧を実施し
システム担当者様へ
完了連絡します

8. 運用のイメージ
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¥お客様環境によって
別途お⾒積り(想定 約400万)

¥ 5,000 /台 お客様環境によって
別途お⾒積り

¥ 7,000/台

¥ 22,520/台

費⽤発生無し ¥ 7,000/台

仮想ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ ｿﾌﾄｳｴｱﾗｲｾﾝｽ ﾈｯﾄﾜｰｸ 端末 合計

＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＝

・仮想ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ環境
(1vCPU,ﾒﾓﾘ2GB,ｼｽﾃﾑDisk

30GB,Disk2GB/ﾕｰｻﾞｰ)
・運⽤ｻｰﾋﾞｽ
・各種ｵﾌﾟｼｮﾝ(ﾘｿｰｽ,運⽤)

・仮想ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ⽤
ﾗｲｾﾝｽ (Microsoft-VDA)

・ｱﾝﾁｳｲﾙｽﾗｲｾﾝｽ
Trend Micro Corp edit 

※ ・ﾈｯﾄﾜｰｸ回線
(お客様拠点接続)

※ ・通信機器
※ ・ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ設備
※ ・運⽤ｻｰﾋﾞｽ

・ｸﾗｳﾄﾞ環境準備
・ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟｶｽﾀﾏｲｽﾞ
(設計, 構築,ﾃｽﾄ)
※ ・ AD,ﾌﾟﾘﾝﾀｻｰﾊﾞ構築

・ｻｰﾊﾞｱｸｾｽﾗｲｾﾝｽ
(Microsoft-CAL)

※ ・ﾈｯﾄﾜｰｸ回線敷設
※ ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器導入作業
※ ・ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ設備準備

※ ・ｾｯﾄｱｯﾌﾟ作業
(ｷｯﾃｨﾝｸﾞ,ﾃﾞｰﾀ移⾏)
※出張費は別途発生

ｸｵﾘｶﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
運⽤

サーバ

お客様ｵﾌｨｽ

⽉額合計
¥ 1,400,000

※・・・お客様のインフラ環境をヒヤリングさせていただき別途お⾒積り致します☆200台のご利⽤前提で試算

お客様環境によって
別途お⾒積り

お客様環境によって
別途お⾒積り

初期合計
¥5,000,000

¥ 25,000/台

費⽤発生無し

年額合計
¥ 4,504,000

※ ・各種ﾗｲｾﾝｽ保守

¥ 22,520/台

9.品目と1台辺りの目安(200台)
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PC費用

セキュリティ・アンチウイルス
・パッチ運⽤

資産管理

PC更新
/交換

・アプリ追加/更新
・パソコン故障対応

機動⼒

セキュリティ

・拠点⽴上
・PC持出申請
・ワイヤーロック

・データ漏洩リスク
(外部デバイス、盗難)

・災害時業務

コ
ス
ト

手
間
／
リ
ス
ク

PC費用

セキュリティ

資産管理

PC更新
/交換

機動⼒

セキュリティ

VDI費用

セキュリティ

PC更新
/交換

現状 現状の延⻑線 デスクトップ仮想化

BCP

・パソコン端末（ハード）

・資産管理ツール/運⽤
・(投資)

ハードディスク暗号化
ログ取得ツール 等

BCP

・(投資)
仮想デスクトップ
シンクラ端末（ハード）

10.トータルコスト削減のイメージ
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区分 内容 効果

①パソコン環境
運⽤負担軽減

パソコン故障対応
デスクトップがVDI上に存在するため、PCに障害発生しても
予備のPCに交換するだけで復旧するため、担当者の障害対応⼯数と業務損失時間が削減できます。

【想定】年間︓14回(1回 7H→0.5H) 98.0H→7.0H
72 % 削減!!

②アプリ配布簡素化
ソフトウエアインストール対応
全社標準のソフトウェア導入作業は、VDIであればマスタ１つに 対して作業するだけとなり
お客様の負担が軽減されます。

【想定】年間︓1回 1.0H×200台 → オプション:¥40,000 (8H)
96 % 削減!!

③デスクトップ
ゼロクライアント
採⽤による効果

パソコンデータ消去作業が不要
次回のリプレイス時もしくは故障時などに実施するハードディスクデータ消去が一切不要になります。

【想定】4年間で1回 0.5H×200台→0
100 % 削減!!

④MSセキュリティ
パッチ
適⽤簡素化

MSセキュリティパッチ適⽤対応
MSセキュリティパッチは、VDIマスタにだけ適⽤するだけで全ユーザに反映されるため、
利⽤者各々の対応⼯数が削減できます。

【想定】年間:12回 0.5H×200台×12ヵ月
→オプション:¥60,000×12ヵ月(96H)

70 % 削減!!

⑤ライセンス
管理負担軽減

ライセンス棚卸⼯数が不要
ソフトウェアはVDIなることで、ソフトウェア・ライセンス管理が簡素化できます。また、ユーザでは
マスタにソフトウェアの導入ができない様システムで制限しているためライセンス違反を防止できます。

【想定】年間:1回（棚卸チェック） 40H→ 0(不要)
100 % 削減!!

⑥デスクトップ
ゼロクライアント
採⽤による効果

消費電⼒低下による電⼒料削減
■通常PC ■ゼロクライアント
本体 44W モニタ 28W  合計 72W 18.5インチ一体型 20W

70 % 削減!!

例）パソコン200台の運用

パソコン台数と⽐例し、定量効果は増大します︕︕

4年間での故障率 28%を想定
出典︓Gartner社Dataquest

④-⑤はリンククローンタイプの場合に
適⽤される効果となります

11. VDI導入のメリット(定量的な効果)
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VDI導入のメリット
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外出先でタブレットを使⽤して
社内メール確認。
承認処理を実施。

迅速な承認処理

承認処理で待たされない︕

出張先ホテルからタブレットで
会議に参加。
(Unified Communication)

出張先から社内会議に参加

インターネットVPN

効率的な資料レビュー

コラボルームで各メンバーの
画面を切り替えて資料を確認、
その場で修正。
他事業部員も集まりやすい。

本社会議に出席するため
⽉一回東京へ出張。
重いPCを持ち歩く必要なし。

PCを持ち歩かない

台風で出社困難な場合でも
⾃宅の端末で仕事ができる。
(BCP)

自宅で仕事ができる その他

⻑期海外出張者や出向者も
活⽤できる︕

12. VDIで変わるワークスタイル ①経営層/エグゼクティブ
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移動中にスマホで社内メール、
本日のタスクを確認。

お客様との商談後、タブレット
で訪問記録をつける。

お客様先へ直⾏ 空き時間の活用 外出先から社内会議に参加

次の訪問があるため、外出先
からタブレットで会議に参加。
(Unified Communication)

無駄な移動時間の削減 迅速な対応 その他

最寄のサテライトオフィスにて
2件目訪問先の顧客課題などを
まとめ、上⻑へ報告。

移動中に顧客より問い合わせ
メールあり。
すぐに開発と連携しご回答。

記憶装置にデータ保管する
必要なし。
パスワード管理で、紛失事故や
情報漏洩の心配もいりません︕

インターネットVPN

13. VDIで変わるワークスタイル ②営業マン
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新店舗対応

新店舗にもシステムをすぐに
導入できる

NEW 
OPEN!!

接客対応

商品展開や在庫情報を適宜
タブレットで確認、
お客様へ回答する

※端末トラブル

端末に動作不良が発生しても
別端末と入れ替えて対応継続

お客様を待たせません︕

システム更新反映

翌日のセール商品情報を
一括で反映、更新漏れや
⾦額設定ミスもなし

情報漏えい対策

端末に個人情報が残らないので
非正社員でも安心

エリアマネージャ

外出先でもモバイル端末で
各店舗の売上情報を閲覧可能

14. VDIで変わるワークスタイル ③店舗スタッフ
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あっ︕という時に
メールや資料を

確認できて便利︕

スマホで業務報告が
できるのでお客様先
から直帰できる︕

端末にデータがなく安心なの
でお客様からの急なお誘いを
受けられるようになった︕

休暇中でも、その場で
承認処理ができる︕

緊急の依頼も即対応︕

休暇を取りやすくなり
家族と過ごす時間が増え

た︕

サイドテーブルがなくスッキ
リ︕

物や書類を置きっぱなしに
しないのでオフィスがきれ

い︕

上司や先輩との
打ち合わせや相談を
気軽にできるように

なった︕

15. VDI導入のメリット(定性的な効果)
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NWが届かない場所ではレスポンスが遅く
なるなど、快適にご利⽤いただけないこと
があります。
例︓主要キャリアの電波が届かない場所、

インフラ整備が不⼗分な国

NWが不安定な場所では接続が切れることが
あります。
例︓トンネルの中など

ネットワークが届かない場所 ネットワークが不安定な場所

オフライン作業 データの持ち出し

端末に情報が残らないため、オフラインでは
データの編集や閲覧ができません。

USBなど外部媒体へデータを抜き出す
必要がある仕事には適しません。

16. VDIの苦手なところ(適さない使い⽅)
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通常パソコン
VDI（仮想デスクトップ）

通常パソコン
／シンクライアント ゼロクライアント タブレット

（iPad等）
構成図 サーバー

端末/機器

ハード
ウエア

CPU/メモリ ⽤途に応じたスペック
が必要

最低限のスペック
で⼗分

最低限のスペック
で⼗分

最低限のスペック
で⼗分

ハードディスク ⽤途に応じたスペック
が必要

最低限のスペック
で⼗分

不要 最低限のスペック
で⼗分

ネットワーク 無線/有線 無線/有線 有線のみ 無線のみ

ソフト
ウエア

OS ⽤途に応じたOS
が必要

最低限のOS
で⼗分

不要 最低限のOS
で⼗分

アプリケーション ローカルDiskに保持 VDIに保持 VDIに保持 VDIに保持

データ ローカルDiskに保持 VDIに保持 VDIに保持 VDIに保持

運⽤ メリット ネットワークレスでも
利⽤可能

端末の運⽤が簡素化 端末の運⽤がほぼ皆無
(Diskレス)

端末の運⽤が簡素化
モバイル活⽤

デメリット 端末の運⽤とリスク対応
が必要

ネットワークが繋がらない
エリアでは使⽤不可

ネットワークが繋がらない
エリアでは使⽤不可

ネットワークが繋がらない
エリアでは使⽤不可

ﾃﾞｰﾀ
ｱﾌﾟﾘ
OS 接続

ﾁｯﾌﾟ
専⽤
OS

VDI

OS

DiskDisk

17. パソコンとVDIの⽐較
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