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「Qloc Engine」
」の対応リナックス
」搭載製品ラインナップ
対応リナックス追加
リナックス追加と
追加と「Qloc Engine」
搭載製品ラインナップの
ラインナップの価格改定を
価格改定を発表
クワンティ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：寺澤陽一郎、以下クワンティ）は、「Qloc Engine」（クロッ
ク エンジン）の対応リナックスの追加と、「Qloc Engine」搭載製品の「e-Elic's」（イー・エリックス）および Qloc シリー
ズの新ラインナップと合わせ既存製品を含む価格改定を発表いたしました。
リナックスのセキュリティホールパッチ対策とリナックスベースのアプリケーションへのパッチ適用自動化ツールとし
て定評のある「Qloc Engine」が MIRACLE LINUX と Red Hat Enterprise Linux のイントラネット内利用に対応しま
した。
また、「MIRACLE LINUX Standard Edition2.1」をベースとした初等中等教育機関向けインターネットサーバソフト
「e-Elic’s」および、サーバ管理の専門技術者不要のオールインワンインターネットサーバソフト「Qloc IDC Edition」
（クロック アイディシィ エディション）を製品ラインナップに追加し、同時に既存製品価格について最大 75%以上の
低価格化を含む価格改定を行いました。
いずれの製品も「Qloc Engine」を搭載しており、クワンティのパートナー企業を通して販売されます。
企業はもとより、e-Japan をはじめ官公庁、自治体、学校など公共団体にリナックスが急速に浸透しつつありますが、
リナックスを採用する際の問題としてサポート期間があげられています。リナックスディストリビュータの殆どが通常、
製品出荷開始日から５年間をセキュリティホール対策パッチの供給期限と定めていることから、お客様への導入日
から５年間のサポートが実質困難な状況にあります。お客様への導入日から５年間の安全な運用を実現するため、
クワンティはミラクル・リナックス社とのタイアップにより、ライセンス期間内にパッチ提供が終了してしまう MIRACLE
LINUX のアップグレードバージョンをパッチ提供期間終了前にお客様へ提供することをお約束し、更にアップグレー
ドしたバージョンのセキュリティパッチを「Qloc Engine」が適用代行するモデルを実現しました。
また、安全対策や環境などでイントラネットや LAN とインターネットの直接接続が許されないネットワークでの利用
や、一旦ダウンロードし内容や適用稼動テストを行った後のパッチとアプリケーションプログラムの修正プログラム
を、イントラネット・LAN 内のリナックスサーバに効率よくパッチ適用する機能を充実させています。
クワンティの「Qloc Engine」は、ヌリテレコム社の統合運用管理ツール「Net-ADM®」 との連携や、インターネットサ
ーバアプライアンスモデルへの OEM 供給、更にレッドハット社による正規アップデートサービス終了後の Red Hat
Linux 向けパッチ適用にも用いられています。
「Qloc Engine」は今後もリナックスの情勢に合わせ対応リナックスおよび機能の充実を図り、リナックスベースシス
テムのパッチ提供ツールナンバーワンを目指します。

今回発表するラインナップと新価格一覧
■ e-Elic's 製品 ラインナップと新価格
製品名

標準価格

e-Elic's powered by MIRACLE LINUX (3 年 license)

¥448,000-

e-Elic's powered by MIRACLE LINUX (5 年 license)

¥498,000-

e-Elic's (Qwanty 製 RPM 版 3 年 license)

¥448,000-

e-Elic's (Qwanty 製 RPM 版 5 年 license)

¥498,000-

e-Elic's (RHL7.3 版)

¥448,0001

■ Qloc Engine 製品 ラインナップと新価格
製品名
Qloc Engine for Server (ML 版)

標準価格

*1

Qloc Engine for Server (TLES8 版)

¥79,800*1

¥79,800-

Qloc Engine for Server (Qwanty 製 RPM 版)

*1

Qloc Engine for Server (RHLnumber 版)

¥79,800¥49,800-

Qloc Engine Master Server(QEfS 3license 付)

¥298,000-

Qloc Engine for Server (RHEL 対応版)

¥79,800-

QEfS 年間利用ライセンス

¥39,800-

*1 ML 版、TLES8 版、Qwanty 製 RPM 版は、2 年目以降ご利用になる場合は、QEｆS 年間利用ライセンス
が必要です。

■ Qloc IDC Edition 製品 新ラインナップと価格ならびに出荷開始日
製品名

標準価格

Qloc IDC Edition (2 年 license)

¥158,000-

Qloc IDC Edition (3 年 license)

¥168,000-

Qloc IDC Edition (4 年 license)

¥178,000-

Qloc IDC Edition (5 年 license)

¥187,000-

Qloc IDC Edition は MIRACLE LINUX Standard Edition2.1 専用版が含まれています。

■ 各製品概要
【e-Elic's】[イー・エリックス] http://www.elics.com/
小・中・高校向けのインターネットサーバ・ソフトウェアです。コンピュータやインターネットに関する専門知識
を持たなくても簡単にしかも安全に運用頂けます。運用に関して、エリックスサポートセンターで電話サポ
ートはもとより、要望によりリモートメンテナンス対応を行い 320 校以上の導入校に好評を得ております。
【Qloc Engine】[クロック エンジン] http://www.qloc.net/
Linux OS のセキュリティホールパッチおよびアプリケーションプログラムのパッチを自動取得し適用代行す
る組込型ソフトウェアです。OS やアプリケーションにパッチ適用など保守が必要なコンピュータに導入し、
システム管理者の作業を代行します。
【Qloc IDC Edition】[クロック アイディシィ エディション] http://www.qloc.net/
オールインワンインターネットサーバでＩＤＣやＤＭＺに配置し、どなたでも簡単に運用出来る操作性と安全
性を持ったソフトウェアです。

Linux は Linus Torvalds 氏の商標または登録商標です。MIRACLE LINUX の名称およびロゴは、ミラクル・リナックス株式会社が使用権許諾を受けてい
る登録商標です。Red Hat、RPM および Red Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国におけ
る登録商標あるいは商標です。Qwanty、Qloc、HolePatcher および PatchCatcher は、Qwanty Corporation の商標または登録商標です。その他、
記載された会社名および製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。
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