
SolarWinds 社概要（本社　米国テキサス州　1999 年設立）
フォーチュン 500 企業から中小企業まで、世界中の約 10 万社の顧客に効果的で手頃な価格の

IT 管理ソフトウェアを提供。IT プロフェッショナルが IT プロフェッショナルのために開発した

SolarWinds 製品は、現代の複雑なマルチベンダの IT 環境に対応するために必要なパワーとスケー

ルと柔軟性を提供します。SolarWinds の挑戦は、ネットワーク、サーバー、アプリケーション、

ストレージ、仮想化を含む広範な IT 管理の領域にわたります。

ジュピターテクノロジー株式会社概要
（本社　東京都府中市　2001 年設立）
設立当初から現在に至るまで、世界中の良質で画期的な製品を日本のユーザーに紹介するという企

業方針に揺らぎはありません。2013 年現在、世界各国 10 数社の革新的な製品を万全のサポート体

制とともに販売しております。SolarWinds 社は、弊社の基幹製品の一つです。Kiwi シリーズ製品

の販売開始から約 10 年になりますが、累積納入数は 5,000 社に達しました。

SolarWinds 製品総合カタログ



Network Performance Monitor（ネットワークパフォーマンスモニタ）
ネットワークのパフォーマンス問題をスピーディに検出、診断、解決できます。リアルタイムのビューとダッシュ
ボードでネットワークパフォーマンスをひと目で追跡することが出来ます。更にダイナミックなネットワークトポロ
ジマップや自動化ネットワークディスカバリにより、最新のネットワーク状態を把握できます。　　　　

•	 ネットワーク	デバイスとインターフェースの可用性、及び帯域幅使用率、パケッ
ト損失、レイテンシ、エラー、廃棄、CPU、および SNMPとWMI 対応デバイスの
メモリなどのパフォーマンス	インジケータを監視します	

•	 使いやすいWebベースの検出ウィザードからネットワーク	スキャンのスケジュー
ルを設定して、新しいネットワーク	デバイスを識別することで、すべての重要な
装置を確実に監視できます	

•	 相関性があるイベント、持続している状況、複雑に絡み合った複数のデバイスの
状態に関するアラートをスピーディに設定可能です。	トポロジおよび依存性に基
づくアラート抑制では、真に重大な問題に対してインテリジェントにアラート通
知のエスカレーションが可能です

•	 異機種混在ネットワークで大手ハードウェア	ベンダー製デバイスをすぐにサポー
トできます

NetFlow Trafic Analyzer（NetFlow トラフィックアナライザ）
連続的なネットワークトラフィックを取り込み、トラフィックデータを分かりやすいグラフや表で表示します。そ
の結果、会社のネットワークがどのように、誰にどんな目的で、使われているかを正確に把握できます。本製品は
Network	Performance	Monitor(NPM) の管理下で動作しますので、NPMの導入が前提です。
　　　
•	 NTA ダッシュボードは包括的でカスタマイズ可能なネットワークトラフィック

ビューを 1枚のページに表示します
•	 マルチベンダーサポートにより、Cisco	Systems,	Extreme	Networks,	HP,	Juniper,	

Nortel	Networks その他の製品の NetFlow,	j-Flow,	sFlow,	IPFIX および Huawei	
NetStreamデータをサポートします

•	 NTA のアプリケーションマッピング機能で、どのアプリケーションがネットワー
ク帯域をどのくらい使用しているかがわかります

•	 帯域使用閾値を超えたインターフェイスの上位利用者リストを含むアラート通知
が可能です

Server & Application Monitor（サーバー＆アプリケーションモニタ）
エージェント不要なサーバー監視、アラート、レポート、管理ソフトウェアです。この低価格で使いやすいソフトウェ
アはDell,	HP,	IBM	System	x や VMware 用プラットホームなどのマルチベンダー製品をサポートします。150 以上の
アプリケーションがサポートされているためカスタムアプリケーションの監視や新たなアプリケーション監視への展
開はとても簡単です。サーバー管理機能によりサービスのスタートやストップ、サーバーリブート、プロセス停止を
簡単に行えます。　　　　

•	 包括的なサーバーとアプリケーション監視機能でクリティカルなビジネスにおけ
るあらゆる要素を詳細に理解できます	

•	 どんな規模の組織にも対応できるアーキテクチャは数千エンドポイントまで拡張
できることが実証されています。集中監視によりハードウェア、ソフトウェア、
労力を軽減できます

•	 複数ベンダーのハードウェア監視に加え、アプリケーションは仮想基盤のヘルス
やパフォーマンスを監視できます。監視は SNMP,	WMI,	CIM,	VMware	API プロトコ
ルで行います

•	 サービス、プロセス、ポート、スクリプト、WMI パフォーマンスウンター、
Nagios などの第 3者によるスクリプトを含むカスタムアプリケーション監視も簡
単です
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Network Configuration Manager（ネットワークコンフィグレーションマネージャ）

コンフィグレーションエラーと性能の関係を視覚化しネットワークの諸問題が発生することを未然に防ぐための機能
を提供します。さらに、夜間のコンフィグレーションバックアップ、一括変更、ユーザー追跡、インベントリーやコ
ンプライアンスレポートなどの機能で、管理のための時間を節約できます。　　　

•	 ルータ、スイッチ、ファイアーウォール、アクセスポイントなどのデバイスのコンフィグレー
ションを定期的に自動バックアップします

•	 コンフィグレーション変更を監視し、変更があれば自動的に通知します。コンフィグレーショ
ン管理が容易になり、セキュリティ問題の発生を抑制します

•	 ネットワーク全体を自動スキャンし、検出したデバイスをデータベースに取り込みます
•	 未承認の、不適切なネットワークコンフィグレーションを識別し、修復する機能があります

VoIP & Network Quality Manager (VoIP& ネットワーククオリティマネージャ )
VoIP とWAN性能がひと目でわかります。通話詳細記録 (CDR）とその検索とフィルタ機能があります。　　　　

•	 ネットワーク性能データと通話性能の関連付けによる、先進的な VoIP 問題解決が可能です
•	 Cisco	CallManager が生成する通話詳細記録の解析により VoIP 電話の性能監視ができます
•	 問題解決のために通話詳細記録の検索とフィルター機能があります
•	 特定の VoIP,	WAN性能閾値を超えるとアラートを送信する機能があります

IP Address Manager (IP アドレスマネージャ )
IP アドレス空間の管理に、旧来のスプレッドシートを不要にする、使いやすい集中管理型の IP アドレス監視と管理
ソフトウェアです。	Microsoft®	DHCP サービスの管理、Microsoft	DNS および Cisco®	DHCP サーバーの監視、IP アド
レス空間の管理をすべて 1つの直観的な集中管理型Webコンソールから、かつてないほど簡単に行うことができま
す。　　　　

•	 使用中の環境に最適な間隔でサブネットの自動スキャンを設定することができます。SNMP
が無効な場合もサブネットを検出できるように ARP 近隣スキャン機能も備えています	

•	 集中管理型のWebベースのユーザー	インターフェースを使用して IP アドレス空間のタスク
や競合を簡単かつ効率的に管理することができます	

•	 強力な集中管理型のMicrosoft®	DHCP サービスの管理、Microsoft	DNS の監視、Cisco®	DHCP
サーバーの監視を実行します

User Device Tracker ( ユーザーデバイストラッカー )
強力なスイッチポート管理機能を備えた、自動的なユーザーおよびデバイス追跡が可能です。素早いコンピュータ
やユーザーの検出、切り離されたあるいは不審なデバイスをユーザー名、IP アドレ
ス、ホスト名、MACアドレスなどで追跡できます。ホワイトリスト、ウォッチリス
トを実行して、特定のユーザーやデバイスの接続時にアラートを送信できます。ネッ
トワークの脅威や性能問題の発生前にポートを緊急シャットダウンするようなアク
ションが可能です。　　　　

•	 コンピュータをすばやく検出し、ユーザー名、スイッチ名、ポート、ポートの説明、VLAN な
どを検索	使いやすいWebベースの検出ウィザードからネットワーク	スキャンのスケジュール
を設定して、新しいネットワーク	デバイスを識別することで、すべての重要な装置を確実に監
視できます	
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Virtualization Manager ( バーチャリゼーションマネージャ )
VMware と Microsoft	Hyper-V をサポートするキャパシティ計画、性能監視、VMスプロールコントロール、コンフィ
グレーション管理、課金のための仮想化環境統合管理ソリューションです。　　
　
•	 ひとつのウィンドウで VMware と Microsoft	Hyper-V を管理します
•	 仮想化固有の性能問題を可視化します
•	 リアルタイムのダッシュボードによって、予測、検出、および容量障害のトラブルシュー

ティングを簡素化	
•	 VMスプロールの特定のほか、容量の再利用と最適化、ライセンス	コストの低減を実現	
•	 VDI 性能監視で問題の早期解決や素早いロールアウトを可能にします

Serv-U FTP Server　　　　　　　
Windows と Linux のための簡単で安全なファイル転送ツール　

•	 Webブラウザ、スマホ、タブレットからファイルのアップロー
ド、ダウンロード、閲覧可能

•	 5 種類のプロトコル (FTP,	FTPS,	SFTP,	HTTP,	HTTPS)	で接続可
能

•	 強力な暗号化による取引先との安全なファイル転送
•	 管理者によるエンドユーザーアクティビティ監視機能
•	 HA 要求に対応できる拡張性のあるアーキテクチャ

DameWare Remote Support
サーバー、ノードブック、ラップトップの遠隔管理ツール
　　
•	 サーバーやノートをリモートからリブート
•	 モバイル PCをリモートからコントロール
•	 Windows サービスのスタートとストップ
•	 Windows イベントログの消去や閲覧
•	 リモートコンピュータのファイルコピーや削除
•	 Windows	Active	Directory 管理
•	 問題解決のためのエンドユーザーとのチャット
•	 リモートデスクトップの画面取得

【会社概要】
　会社名	　　　　　　	 ジュピターテクノロジー株式会社
　代表取締役	　　　　	 石川　幸洋
　設立	　　　　　　	 平成 13 年 1月 12 日
　本社	　　　　　　　	 〒 183-0023
　　　　　　　　　　　	 東京都府中市宮町 2-15-13　第 15 三ツ木ビル 8F
　　　　　　　　　　　	 電話	042-358-1250	　FAX	042-360-6221
　大阪営業所　	　　　	 〒 530-0001　　
　　　　　　　　　　　	 大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１-200-24
　　　　　　　　　　　	 大阪駅前第一ビル 2Ｆ　NTT	WEST	AP	First	Office
　　　　　　　　　　	 電話	06-6133-3164　	FAX	06-6133-3165
　テクニカルセンター　	 岐阜県可児市
　業務内容	　　　　　	 システム製品の輸入・販売およびサポート
　　　　　　　　　　	 システム構築
　Email		 	 	 info@jtc-i.co.jp
　URL		 	 	 http://www.jtc-i.co.jp
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