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リモートデスクトップとは？

モニタ画面は通常PCに繋がっています。

リモートデスクトップの仕組みを使えば、持ち運べるも
う一つのモニタがあるかのように離れた場所から

自分のPC画面を見ることができます。

とは
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 タブレット端末の種類関係なくオフィスのPCで使っているソフトが
閲覧・操作が可能！

 フルデスクトップ大きな画面でサクサク操作！

 タブレット端末の容量を気にする必要なし！

の実績

Splashtopとは世界中で3千万人以上が便利に楽し
く使っているナンバー１リモートデスクトップア
プリです。※ ビジネス版では会社などの組織に
対し、安全で優れたビジネスソリューションを提
供します。あらゆるモバイルデバイスから自由に、
高速に、安全にオフィスのPCにアクセスし、使
い慣れたアプリやデータで作業する、リモートデ
スクトップの利点を全てビジネスに活かせるビジ
ネスソリューションです。
※コンシューマ版を含む

iPad全カテゴリー 有用アプリランキン

25か国以上 No.1

iPadビジネス 有用アプリランキング

60か国以上No.1

iPadリモートデスクトップ

アプリランキング No.1

Android Market “新有料アプリ”

（2011/1） No.1

リモートデスクトップのメリット
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高パフォーマンス

スマホ＆タブレットに、いつも使っているPC画面をリアルタイムで
高速に動画配信する技術を採用。

リモートデスクトップではありがちな、押した後に反応がないなどのストレス
も感じることなく、スムーズにご利用いただけます。

安全な通信 使いやすいインターフェース

通信内容を暗号化することにより悪意のある第三
者から盗聴されても心配ありません。

PCにつながったマウスのような使いやすさを、
タッチパネルでも実現。

使いやすいインターフェイスも、
Splashtopのアプリが高い評価を
いただいている大きな理由で、
ほぼトレーニングすることなく
ご導入いただけます。

商品概要
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Splashtop Businessは、自社で独自サーバのサーバを所有せず
にサービスをご利用いただけます。
Splashtop社が提供するクラウドサービス基盤を利用し、日本を
含む世界中でご利用いただけます。

簡単にはじめられる

サポートデスク標準完備 サポートデスクも弊社 (沖縄クロス・ヘッド株式会社) が運営しております。

日本語による安心サポート

「操作方法がわからない」などお困りの際は、電話・メールによるサポートをご利用いただけます。

対応時間：平日10:00～12:00 13:00～17:00

世界で唯一の技術サポート専門パートナー

OCHは2013年からSplashtopサービスの販売を開始し、Splashtop社開発チームと連携し、

製品開発へのフィードバック、サポート技術の向上に努めてまいりました。

この成果が認められ、2017年7月21日に世界で唯一のサポートパートナーに認定されました。

とは
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外出先のデバイスにはオフィ
スPCの画面のみ転送され
るため、データは一切残り

ません。

データが転送されるネットワーク上での通信は
全てSSLで暗号化（AES 256ビット）されています。

認証サーバーはお客さまを認証するためロ
グイン情報を保持しますが、中継サーバー

は画面転送するだけで、
画像は一切残りません。

お客さま側でF/Wを設定をし
ている場合、最小限の許可設
定（443Outgoing）のみ

でご利用が可能です。

3つの構成要素とセキュリティ



7

スマートフォン
出先でも社内のPCが確認できます。
社内データの持ち出し不要、社内の最新情報確認可能、社内だけでデータの一元
管理が可能です。

タブレット
スマートフォンより大きい画面で、出先でも社内のPCが確認できます。また画面
が大きいことで確認だけではなく、資料の修正など社外で

社内と同じ仕事ができます。レスポンスも早く、

動画再生などにも向いています。

※iPhone、iPad、Android、Windows端末に対応。

パソコン
WindowsやMacのパソコンからも

接続していただけますので、社外

のデスクトップやノートPCからも

自席と同じような操作感でお使い

いただけます。

デバイスに応じた利用シーン
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リモートデスクトップでオフィスのPCにアクセスし使い慣れたアプリやデータで作業できるため、様々な業種のビジネス
シーンで活かすことができます。

急な設計図の変更にも...

土木・建築

現場作業に必要な沢山の書類もタブレットで社内のPCに
アクセスして確認ができます。図面を忘れてしまったり、
急に図面が変更になった際にも役立ちます。
社内のPCにアクセスしないと利用できない勤怠管理シス
テムへもアクセスできるので、直行・直帰も可能になりま
す。

お客様のニーズをすぐに反映...

印刷・出版

外出先・自宅からでも原稿を修正できます。
変更後、すぐに確認を行うことでお客様のニーズ
を素早くキャッチできます。

不動産・法律

写真や契約情報もその場で確認...

間取り図や物件写真・契約書を見せることにより、現場で
詳しく説明することが可能。
専用のタブレットアプリを作る必要はありません。

業種に応じた利用シーン
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様々な業務に就かれている方々の日々の業務を、リモートデスクトップにより効率化することができ、結果として時間や経費
の削減も期待できます。

会社に戻らずに、見積変更・報告書提出、交通費・移動時間の節約にも

営業・外勤

営業・外勤者の外出先における顧客の急な依頼にもリアルタイムで対応でき、案件
の受注・顧客満足のチャンスを逃しません。
また社員の交通費および移動時間を節約することにも繋がります。

一般的な在宅勤務者から、緊急時の事業継続計画としても

在宅勤務・BCP

在宅勤務者がVPNを持っていなくても、インターネットから暗号化された通信
（SSL256ビット）によって会社のパソコンに安全にアクセスできます。
また交通事故による遅延、災害、パンデミックなどの緊急時にも、Splashtopから
会社のPCにアクセスすれば業務を継続することができます。実際台風の際に自宅か
らSplashtop経由で実務をこなすなど、大変役立っています。

決裁担当者

頻繁に出張する方でも、代理を立てず、待たせることなく決裁完了

社内システムで決裁を取る場合でも、会社に戻るまで決裁書を溜める必要がなく、
タッチ操作だけで、決裁をすることができます。
よって決裁代理者を立てる手間や、申請者を待たせる時間もなくなります。

職種に応じた利用シーン
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社内個人PC

社内

社外

シーン① シーン②

社内にあるストリーマー（接続される側）のPCは最大5台まで設定することが可能です。
またPCにログインしているユーザー様以外からもアクセスできます。※要設定

or

社内個人PC１

社内

社外

社内個人PC２

or

シーン③

社内個人PC１

社内

社外

社内共有PC１

or

or

PC構成に応じた利用シーン
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項目 Business版 Personal版

高速通信 ● ●

高音質・高画質 ● ●

通信の暗号化 ● ●

商用利用 ● ×

管理画面 ● ×

アクセスログ ● ×

法人サポート（OCH独自） ● ×

法人様に必要な管理機能やアクセスログをご準備。
またOCHによるサポートも含まれておりますので、
法人ユーザー様も安心してご利用いただけます。

Splashtop各製品版の比較(Business版とPersonal版)
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Splashtop Business・Splashtop Business Pro機能比較
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Splashtop Business・Splashtop Business Pro

ユーザーの接続可能台数 比較

Business

接続するデバイス
（Clientデバイス）

1 ユーザーあたりのClient端末の接続
登録数に制限はありません。

接続されるデバイス
（Streamer）

1 ユーザー 5 台までとなっています。
5 台PCの入れ替えは、Web管理コン
ソールから変更可能です。

Client側

Streamer側

1 2 3 4 5 6

Business Pro

接続するデバイス
（Clientデバイス）

1 ユーザーあたりのClient端末の接続
登録数に制限はありません。

接続されるデバイス
（Streamer）

1 ユーザー10台までとなっています。
10台PCの入れ替えは、Web管理コン
ソールから変更可能です。

Client側

Streamer側

11

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Splashtop Business・Splashtop Business Pro

ユーザーの同時接続可能台数 比較

Business

1ユーザー
1同時接続

1 ユーザーが複数 Streamer に対し
て、同時に接続はできません。

Client側

Streamer側

1 2 3 4 5 7

Business Pro

1ユーザー
10同時接続

Splashtop Business Pro では
1 ユーザーは同時に 10台のコンピュー
ターに接続することができます。

Client側

Streamer側

11

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

6

Client PC は 10 
台目以降のリモート
接続は行うことが
できません。

ユーザー



15

Splashtop Business・Splashtop Business Pro

共有設定 比較

Business

共有設定を利用して、1 台の PC を複数ユーザーに接続させる
権限を付与することができます。
1 台の PC に対し、複数デバイスから同時に接続することはで
きません。先に接続しているユーザーが優先されます。

Client側

Streamer側

Business Pro

共有設定を利用して、1 台の PC を複数ユーザーに接続させる
権限を付与することができます。
Splashtop Business Pro では、1 台の PC に対して 2 ユー
ザーが同時に接続することが可能です。

ユーザーA ユーザーB

① ② Client側

Streamer側

ユーザーA ユーザーB
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RDP/VPNに対するSplashtopの主な優位性

Splashtop Business RDP/VPN

デバイス認証 対応可 殆どのVPNsで対応不可

インフラストラクチャーアップデート 自動アップデート 手動対応かつハイリスク。VPN環境のほとんどが24/7で
運用されており、最新のセキュリティアップデートやパッチ
の対応が行われていないことが多い。

ソフトウエアアップデート 自動アップデート 異なるバージョンのVPN・RDPクライアントが混在する環
境の対応や互換性の問題が発生する恐れあり。

セッションレコーディング 対応可 対応不可

ファイル転送の可否設定 対応可 対応不可

個人デバイスやBYOD対応 タブレットやスマホを含むパーソナルデバイスから
も利用可。

会社貸与の機器に限って接続が許可されることが多い
です。

ゲートウエイ機器による制約 ソフトウエアベースのサービスのため、該当なし アクセス増によりゲートウエイのCPU/メモリオーバーロード
が発生した場合は、アクセス数の制限やゲートウエイ機
器のアップグレードが必要。

ネットワークトラフィック オフィスネットワークへのアクセスのみ会社の帯
域を使い、個人のインターネットアクセスは自
宅の帯域を使う。

ユーザーは VPN を使用していることを忘れることが多く、
すべての個人トラフィック (YouTube等) も企業ネット
ワークを通じてルーティングされ、ネットワーク混雑の原因
となる。スプリットトンネリングを無効にすると、生産性が
低下します。スプリット トンネリングを有効にするとリスク
が増大する。

費用 ライセンス費用は月額単位で契約可能のため、
必要に応じ迅速なスケールアップが可能です。
Splashtop社の「テクニカルサポート総代理
店」認定の沖縄クロス・ヘッドによる日本語サ
ポートを利用可能。

手動でセキュリティアップデートを行ったり、会社貸与の
機器が必要になる、常時ユーザサポートの課題に直面
するなど、設定や管理が複雑でコストがかかる。

参考サイト：https://www.splashtop.co.jp/special/vpn_rdp_splashtop2020.html

Splashtopを活用することで、企業はRDP/VPNの抱える管理の複雑さやスケーラビリティの課題を伴わず、
ユーザにシームレスで安全なリモートアクセスを提供できます。
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●テクニカルサポート
■アプリケーションインストール、使用方法

●カスタマーサポート (Business版のみ、新規加入時オプション）
カスタマーサポートの申し込みは新規加入時のみ可能となります。契約開始後の追加は不可となりますのでご注意下さい。
Splashtop Business Proではカスタマーサポートのオプションについては調整中となります。

■アカウント管理代行
ライセンス（新規、追加、削除）受付、ライセンス提供、アカウント登録

■緊急アカウントロック（24時間365日）
電話窓口：050-2018-0036（加入電話・携帯・PHS・公衆電話）
※タブレットを紛失した場合にアカウントを緊急ロックいたします。
※依頼時に所定の本人確認を行います。

●営業時間・連絡先
■時 間：10:00～12:00/13:00～17:00（土日祝年末年始休）
■メール：support＠cu-mo.jp(24時間受付)
■電 話：0120-087-228

サポート窓口

サポート内容

沖縄クロス・ヘッドのサポートメニュー
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