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CACHATTOが実現するワークスタイル 

ユニバーサルワークプレイス® 

端末にデータを残さずに 

インターネット環境があれば 

安全に 様々なシステムへ 

どこでも いつでも 

クラウドもオンプレミスも 

移動中 オフィス内 自宅 商談先 

その時に、一番身近な端末で 
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課題3 

課題2 

課題1 

このような課題ありませんか？ 

「クラウド」、「オンプレミス（自社内システム）」の両方に 
 対応できるリモートアクセスインフラはないだろうか。 

個人端末の業務利用（BYOD）の推進を考えているが、 
セキュリティや運用に不安がある。 

スマートデバイスの業務利用を考えているが、 
情報セキュリティ対策や社内セキュリティポリシーとの調整は 
どのように進めたらよいだろうか。 

すべてCACHATTOで解決できます！ 
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CACHATTOとは 

セキュアなリモートアクセス環境を提供 

CACHATTOは、各種端末（携帯電話、スマートフォン、タブレット型端末、PC）からクラウド型グループウェア
や、社内業務リソース（メール、スケジュール、グループウェア、ファイルサーバー、アドレス帳など）をセキュアな環
境下で利用できる法人向けリモートアクセスサービスです。 

タブレット PC 

メール 
スマートフォン 携帯電話 

アドレス帳 オンプレミス型 
グループウェア 

クラウド型 
グループウェア 

社内ネットワーク 

ファイルサーバー スケジュール 
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CACHATTOとは 

多くの企業に選ばれてシェアNo.1 

４年連続 
シェア 

           No.1 
スマートデバイス用 
リモートアクセスサービス 

ミック経済研究所（2012～2015年発表） 
富士キメラ総研（2013、2015年発表） 
株式会社アイ・ティ・アール（2012～2015年発表） 

スマートデバイス用リモートアクセスツール分野において、4年連続シェアNo.1を獲得しています。 
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CACHATTOとは 

CACHATTOで変わるワークスタイル 

インターネット環境があれば、時間、場所、端末を選ばず安全に社内システムを利用できます。業務
効率向上をCACHATTOは強力にご支援いたします。 

ファイルサーバーの情報を 
いつでも安全に閲覧、商談利用 

現場の報告を 
いち早く実施 

移動中にメール確認 場所を選ばず 
ワークフロー承認 

私物端末での業務を可能に 

その場で 
次回打ち合わせの 
スケジュール登録 
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CACHATTOとは 

専用ブラウザをインストールした「アクセスクライアント」、クラウド上で運営される「CACHATTO
アクセスポイント」 、社内システムと連携する「CACHATTOサーバー」で構成されます。 

システム構成イメージ 

CACHATTO 
アクセス 
ポイント 

スマートフォン 
iOS、Android 

タブレット 
iOS、Android 

PC 
Windows、Mac 

携帯電話 クラウド型 
グループウェア 

セキュア 
ブラウザ 

クライアントサーバー型 
グループウェア 

Notes/Domino、Exchange 

メールサーバー 

POP、IMAP 

CACHATTO 
サーバー 

Web系 グループウェア 

desknet’s、サイボウズなど 

ファイルサーバー、ストレージ 

Windows、Isilon、NAS 

ディレクトリサーバー 

Active Directory、LDAP 

外向きの 
HTTPS通信 

（port 443） 

アクセスクライアント 

※   携帯電話向けセキュアブラウザの新規提供は終了しました。 
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CACHATTO 
アクセス 
ポイント 

スマートフォン 
iOS、Android 

タブレット 
iOS、Android 

PC 
Windows、Mac 

携帯電話 クラウド型 
グループウェア 

セキュア 
ブラウザ 

クライアントサーバー型 
グループウェア 

Notes/Domino、Exchange 

メールサーバー 

POP、IMAP 

CACHATTO 
サーバー 

Web系 グループウェア 

desknet’s、サイボウズなど 

ファイルサーバー、ストレージ 

Windows、Isilon、NAS 

ディレクトリサーバー 

Active Directory、LDAP 

製品特長 

社内のセキュリティポリシーへの影響を極小化した簡単導入 

社内LANに「カチャッと」設置するだけで利用できます。社内セキュリティポリシーの変更や既存の
社内システムの大幅変更は不要です。 

C 社内システムの大幅変更は不要 

B 社内LANにCACHATTOサーバーを「カチャッと」 
 設置するだけの簡単導入 

A 外向きのHTTPS（port:443）で社外と通信。 
 VPN不要、ファイアウォールの設定変更は不要※1 

VPN 

B 

C 

※1 外向きのHTTPS通信（port 443）が許可されている必要があります。新着メールのプッシュ通知をご利用の場合、追加設定が必要な場合があります。 

※   携帯電話向けセキュアブラウザの新規提供は終了しました。 

外向きの 
HTTPS通信 

（port 443） 

A 

アクセスクライアント 
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CACHATTO 
アクセス 
ポイント 

スマートフォン 
iOS、Android 

タブレット 
iOS、Android 

PC 
Windows、Mac 

携帯電話 クラウド型 
グループウェア 

セキュア 
ブラウザ 

クライアントサーバー型 
グループウェア 

Notes/Domino、Exchange 

メールサーバー 

POP、IMAP 

CACHATTO 
サーバー 

Web系 グループウェア 

desknet’s、サイボウズなど 

ファイルサーバー、ストレージ 

Windows、Isilon、NAS 

ディレクトリサーバー 

Active Directory、LDAP 

製品特長 

BYOD（私物端末の業務利用）推進を支援 

閲覧情報を端末に持たない、持ち出させない専用ブラウザ（CACHATTO SecureBrowser）によりセキュアなア
クセスが可能です。セキュリティ面、運用面からBYOD（私物端末の業務利用）に最適なソリューションです。 

C 直接アクセスしないため、端末のセキュリティ 
 リスクが組織内に及ぶ可能性を極小化 
 

B 専用ブラウザのインストールのみ。利用者の 
 ストレスとなる監視・管理ツール（MDM）は不要 

A 専用ブラウザにより、端末に閲覧情報は残らない 
 ため盗難、紛失時も安心 

B 
C 

外向きの 
HTTPS通信 

（port 443） 

アクセスクライアント A 

※   携帯電話向けセキュアブラウザの新規提供は終了しました。 
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CACHATTO 
アクセス 
ポイント 

スマートフォン 
iOS、Android 

タブレット 
iOS、Android 

PC 
Windows、Mac 

携帯電話 クラウド型 
グループウェア 

セキュア 
ブラウザ 

クライアントサーバー型 
グループウェア 

Notes/Domino、Exchange 

メールサーバー 

POP、IMAP 

CACHATTO 
サーバー 

Web系 グループウェア 

desknet’s、サイボウズなど 

ファイルサーバー、ストレージ 

Windows、Isilon、NAS 

ディレクトリサーバー 

Active Directory、LDAP 

製品特長 

クラウドもオンプレミスも安全に、便利に 

オンプレミスはもちろんのこと、クラウドサービスも安全にかつ便利に利用できます。複数のクラウ
ドサービスの併用も可能です。 

C 社内の認証基盤と連携しクラウド利用を許可※1 

B   クラウドサービスへのシングルサインオンに対応 
 （利用者へのログイン情報開示が不要） 

A 専用ブラウザにより、端末に閲覧情報は残らない 
 ため盗難、紛失時も安心 

B 

C 

外向きの 
HTTPS通信 

（port 443） 

アクセスクライアント A 

※1 社内のActive Directory との連携には、AD FS Proxy Server、Active Directory Federation Server、または類似サービスとの連携が必要です。 

※   携帯電話向けセキュアブラウザの新規提供は終了しました。 
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導入形態 

お客様社内ネットワーク内にCACHATTOサーバーを構築します。仮想環境への構築やスタンバイ機
の構築も可能です。 

標準的な導入形態 

※  専用ブラウザとは「CACHATTO SecureBrowser」のことです。 

※  新着メールのプッシュ通知機能をご利用の場合、CACHATTOサーバーからインターネット上のApple Push Notification service（APNs）およびGoogle Cloud Messaging (GCM)への接続を許
可する必要があります。なお、GCMがご利用いただけない国では、Android端末におけるプッシュ通知機能をご利用いただけない場合があります。 

※ 社内のActive Directory との連携には、AD FS Proxy Server、Active Directory Federation Server、または類似サービスとの連携が必要です。 
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導入形態 

その他の導入形態 

CACHATTOダイレクトアクセス 

リバースプロキシやSSL-VPN、閉域網などと組み合わ
せてCACHATTOサーバーを構築します。 

クラウドホスティング for AWS（オプション） 

※ オンプレミスのリソース群との連携には別途オプションが必要です。 

お客様専用のCACHATTOサーバーをAWS（アマゾン 
ウェブ サービス）上の仮想環境で提供します。 

※  専用ブラウザとは「CACHATTO SecureBrowser」のことです。 

※  新着メールのプッシュ通知機能をご利用の場合、CACHATTOサーバーからインターネット上のApple Push Notification service（APNs）およびGoogle Cloud Messaging (GCM)への接続を許
可する必要があります。なお、GCMがご利用いただけない国では、Android端末におけるプッシュ通知機能をご利用いただけない場合があります。 

※ 社内のActive Directory との連携には、AD FS Proxy Server、Active Directory Federation Server、または類似サービスとの連携が必要です。 
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標準機能 

ログイン認証 

複数の要素を組み合わせることで、お客様のセキュリティレベルに合わせた認証を行えます。 

■トピックス 

• 端末個体認証によるログイン制御（1ユーザー4端末まで利用可） 

• CACHATTO SecureBrowser利用バージョンによるログイン制御 

• CACHATTO SecureBrowser以外でのログインを禁止 

• 指定アプリケーションがインストールされた端末でのログインを禁止 

• root化/JailBreak端末でのログインを禁止 

• アプリロック解除失敗時に設定情報を消去（ローカルワイプ） 

• 共有端末（複数人利用端末）でのログインに対応 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 

端末個体認証 

CACHATTO SecureBrowser認証 

アプリケーションバージョンチェック 

■ログイン認証の組み合わせ 

アプリロック 

指紋認証（対応端末のみ） ロック解除コード ⇔ 

パスワード 

指紋認証（対応端末のみ） 
固定パスワード認証 

ワンタイムパスワード認証 
AD/LDAP認証 

⇔ 

root化/Jailbreakチェック 



14 

標準機能 

TOPページ 

TOPページから各業務リソースへアクセスできます。 

■トピックス 

• アイコンの種類、並び順のカスタマイズが可能 • 社内イントラWebを機能ごとにメニュー化 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 
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標準機能 

クラウド連携 

クラウド型グループウェアをそのままのインターフェイスで利用できます。 

■主な機能 

• クラウドサービスの閲覧/利用 

■トピックス 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 

• 各サービスが提供するユーザーインターフェースを利用可能 

• 複数のクラウドサービスを併用可能 

• パブリック/プライベートクラウド両対応 

• クラウドサービスとAD FSを連携し運用可能 

• シングルサインオンでサービスへログイン可能 

• ユーザー毎にアクセス可能なリソースを設定可能 
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標準機能 

社内イントラWeb連携 

社内でご利用のWeb形グループウェアをそのままのインターフェースで利用できます。 

■主な機能 

• 社内イントラWebの閲覧/利用 

■トピックス 

• シングルサインオンでサービスへログイン可能 • ユーザー毎にアクセス可能なリソースを設定可能 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 
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標準機能 

メール連携 

社内で利用しているメールをCACHATTOが提供するインターフェイスで利用できます。 

■主な機能 

• メールの閲覧 

• メールの送信 
(新規作成/返信/全員に返信/転送) 

• メールの下書き 

• 添付ファイルの閲覧 

• メールの検索 

■トピックス 

• 事前読み込み（一時キャッシュ）によるメール本文の高速表示 

• スワイプ操作によるメール間の移動 

• HTMLメール/Notesリッチテキストメールの閲覧に対応 

• 本文リンクから社内イントラWeb、ファイルサーバーへアクセス 

• メールアドレス入力自動補完（オートコンプリート）機能を装備 

• メールへの写真および画像、ファイルの添付が可能 

• 通信遮断時などによる作成中メール喪失防止機能を装備 

• 新着メールのプッシュ通知（通知対象フィルタリングも可） 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 
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標準機能 

スケジュール連携 

社内で利用しているスケジュールをCACHATTOが提供するインターフェイスで利用できます。 

■主な機能 

• スケジュールの閲覧 

• スケジュールの作成/編集 

• 会議招集への返答 

• 仕事/タスクの閲覧 

• 仕事/タスクの作成/編集 

■トピックス 

• 自身および他者のスケジュール閲覧が可能 

• 予定の入っているおおよそ時間帯をタイムバーで表示 

• メール経由でNotes会議招集/Exchange会議出席依頼に返答可能 

• 各種イベント登録に対応 

• Exchangeスケジュールのプッシュ通知に近日対応予定 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 
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標準機能 

アドレス帳連携 

各種アドレス帳をCACHATTOが提供するインターフェイスで利用できます。 

■主な機能 

• アドレス帳の利用 

• メール作成 

• 電話発信 

■トピックス 

• 会社アドレス帳（Notes、AD/LDAP、CSV登録）を装備 

• ユーザー毎の個人アドレス帳（最大1,000件まで）を装備 

• Exchangeアドレス帳（Exchangeで登録したアドレス帳）を装備 

• 特定アドレスを上位に表示する優先表示機能を装備 

• アドレス帳からメール作成が可能 

• 050/VoIPアプリと連携しアドレス帳からの電話発信が可能 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 
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標準機能 

ファイルサーバー連携 

社内で利用しているファイルサーバーをCACHATTOが提供するインターフェイスで利用できます。 

■主な機能 

• 共有フォルダ/ファイルの閲覧 

■トピックス 

• リスト形式/詳細形式に表示を切替可能 • ユーザー毎にアクセス可能なファイルサーバーを設定可能 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 
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標準機能 

ファイル閲覧 

メールの添付ファイルやポータルサイト、ファイルサーバーなどのファイルを展開、閲覧できます。 

■主な機能 

• メール添付ファイルの閲覧 

• ファイルサーバー内のファイル
閲覧 

• 社内イントラWeb内ファイルの
閲覧 

■トピックス 

• 20MBまでのファイルを閲覧可能 

• OSごとに最適化された専用ビューアを装備 

• パスワード付zipファイル閲覧に対応 

• パスワード付Officeファイル閲覧に対応 

• 専用アプリによるPDFファイルへの注釈追加が可能（Android） 

スマートフォン向け タブレット・PC向け 
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標準機能 

その他 

便利機能 

マルチタブ機能やフルスクリーン表示機能など使い勝
手を向上させる便利機能を実装しています。 

グローバル対応 

日本国外の拠点でも快適にご利用いただけるよう、グ
ローバル対応を進めています。 

■トピックス ■トピックス 

• プレゼンテーションに便利なフルスクリーン表示機能 

• マルチタブ機能 

多言語表示例 フルスクリーン表示例 

• 英語、中国語（繁体字、簡体字）、ドイツ語、韓国語、タイ
語でのメニュー表示に対応 

• メール本文やスケジュールはUnicodeに対応 

• タイムゾーン設定の変更が可能 

• 低速回線用ユーザーインターフェースを装備 
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運用・サポート 

CACHATTOの運用 

社内からのみアクセスできる管理画面（Webページ）で容易に管理、運用を行えます。 CACHATTO
サーバーの最新バージョンへのオンラインアップデートもオンラインで無償で行えます。 

• サーバー稼働状況の確認 

• HDD使用状況の確認 

• ライセンス情報の確認 

• 管理者の登録       など 

• TOPページのカスタマイズ 

• サーバー、システムの連携設定 

• セキュリティポリシー等の設定 

• 労務管理設定（利用時間制限機能） 

• MDM機能設定        など 

• ユーザーの登録、設定変更 

• アドレス帳の登録 

• CSVファイルでの一括登録 など 

• ログ監査（管理者/ユーザー） 

• バックアップ/リカバリー 

• プログラムアップデート  など 

■主な機能 

管理情報 

 

 

 

サーバー設定 

 

 

 

 

ユーザー設定 

 

 

メンテナンス 

ｋ 
■トピックス 

• 新バージョン、連携アプリケーション検証用IDを無償提供 

労務管理設定 
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運用・サポート 

CACHATTOのサポート 

管理者の運用を助けるサポートにより、安心して運用することができます。 

サポートイメージ 

不具合発生時のログ取得や設定変更を遠隔で行います。CACHATTOアクセスポイントを介して行うため、CACHATTOサーバーへの直
接アクセス、お客様のサーバー類へのアクセスは一切ありません。管理者様のご承諾後（管理画面での許可設定後）に実施します。 

CACHATTOスマートサポートとは 

CACHATTOサポートセンター 

• 電話/メールによるお問い合わせ対応 
• CACHATTOスマートサポートの実施 

平日 9:00 ～ 17:00 （土・日・祝・年末年始を除く弊社営業日） 

CACHATTO監視センター 

• CACHATTOサービスのログインチェック 
• 管理者様へ障害/復旧通知メールの送信 

24時間365日 

CACHATTO 
アクセス 
ポイント 

CACHATTO 
サーバー 

管理画面アクセス 

管理者様 

外向きの 
HTTPS通信 

（port 443） 

CACHATTO 
サポートセンター 

CACHATTO 
監視センター 

CACHATTOスマートサポート 
（ログ取得/パッチファイル適用など） 

15分に一度のログインチェック 

電話/メールによるお問い合わせ 

障害/復旧通知メールの送信 
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1ユーザーライセンスで 
4端末まで利用可能 
（端末個体認証利用時） 

年間契約 追加は10ユーザー単位 

ライセンス・ご利用料金 

CACHATTOのライセンス 

ご利用ユーザー数に応じた「CACHATTOライセンス」およびご利用環境に応じた「オプションライ
センス」をご購入ください。 

機能拡張 CACHATTO Desktop、Splashtop for CACHATTO 

システム連携 Notes連携ライセンス、Exchange連携ライセンス 

ホスティングサービス クラウドホスティング for AWS、オンプレミス連携オプション 

その他 スタンバイ機ライセンス、会社ID追加ライセンス 

オプションライセンス 

CACHATTOライセンスのポイント 



26 

ライセンス・ご利用料金 

CACHATTOのご利用料金 

ユーザー数 1年目（1ユーザー当たりの月額） 2年目以降（1ユーザー当たりの月額） 

     10ユーザー        278,000円～（2,317円～）    130,800円～（1,090円～） 

   100ユーザー     1,977,000円～（1,648円～）    930,000円～（ 775円～） 

   500ユーザー     6,670,000円～（1,112円～） 3,150,000円～（ 525円～） 

1,000ユーザー 10,320,000円～（   860円～） 4,080,000円～（   340円～） 

※  CACHATTOライセンスのみの参考料金です。追加されるオプションにより料金は異なります。 

※  料金には ①CACHATTOのソフトウェア、②CACHATTOアクセスポイント利用料、③ ①および②の保守サポートサービスが含まれています。サーバー、OS、設置にかかる費用は上記に含まれ
ません。 

※  日本国外でご購入される場合には、ライセンス体系及び価格が異なります。 
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動作環境・仕様 

CACHATTOサーバー推奨動作環境 

※  ハードディスクは、主としてログの保存に使用されます。利用頻度およびログの保存期間により必要な容量は変動します。表中の値は、ユーザーログを90日間および詳細ログを10日間保存する 
場合の例です。 

※  サーバーはお客様にてご用意いただきます。また、上記の推奨OSを正式サポートしている仮想化環境でもご利用いただけます。 

※  CentOS は、有志のボランティアにより開発されている無料OSであることをご理解の上、ご利用ください。 

※  Red Hat Enterprise Linux 7.0およびCentOS 7.0は非対応です。 

250ユーザーまで 1000ユーザーまで 2000ユーザーまで 5000ユーザーまで 

CPU 
Xeon 1.8GHz  
4 Core × 1 

Xeon 2.4GHz  
4 Core × 1 

Xeon 2.4GHz 
6 Core × 1 

Xeon 2.4GHz  
8 Core × 2 

RAM 2GB 4GB 8GB 16GB 

HDD 36GB 73GB 146GB 400GB 

OS 
Red Hat Enterprise Linux  6 / 7.1 / 7.2  

CentOS 6.4 / 6.5 / 6.6 / 6.7 / 7.1 / 7.2 
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動作環境・仕様 

CACHATTO連携アプリケーション・サーバー・ストレージ 

※  連携するアプリケーションのバージョンやカスタマイズ状況、ご利用の端末、インターフェース(携帯電話/スマートフォン/タブレット型端末/ PC用)によっては、一部機能が制限またはご利用
いただけない場合があります。詳しくはCACHATTO製品情報サイトをご確認ください。 

※  携帯電話でご利用の場合、各社が提供するオプションが必要な場合があります(有料の場合もあります)。 

※  IBM Notes/Domino 6.0、 6.5、 7.0、 8.0につきましてはIBMでの製品サポートが終了しているため、サポートにおいて制限が生じる可能性があることを予めご了承ください。 

※1 SMB Direct Hosting（Server Message Block）（445/tcp）を使用できる必要があります。ただし、機種によっては連携できない場合があります。 

グループウェア 
（クラウド） 

Microsoft Office 365（Exchange Online） 

Google Apps for Work 

Salesforce 

グループウェア 
（オンプレミス） 

IBM Notes/Domino 6.0 / 6.5 / 7.0 / 8.0 / 8.5 / 9.0 

Microsoft Exchange 2007 / 2010 / 2013 / 2016 

desknet's NEO V1.0 / 2.5 / 3.0 

サイボウズ Office 6 / 7 / 8 / 9 / 10 

サイボウズ ガルーン 3.0 / 3.5 / 3.7 / 4.0 

INSUITE 3.1.0 / 3.2.0 / 3.3.0 / 3.4.0 

メールサーバー 
POP3/APOP対応サーバー 

IMAP4対応サーバー 

ファイルサーバー連携対応 
サーバー・ストレージ 

Windows Server 2008 / 2012 

Isilon 7.0.2.12 

NAS ※1 
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動作環境・仕様 

閲覧可能なファイル形式 

対応ファイル形式 

Microsoft Word 2003、2007、2010、2013、2016 

Microsoft Excel 2003、2007、2010、2013、2016 

Microsoft PowerPoint 2003、2007、2010、2013、2016 

PDFファイル 

DocuWorksファイル 

テキストファイル 

画像ファイル（GIF、JPG、PNG） 

ZIPファイル 

※  20MBを超えるファイルは閲覧できません。 
※  パスワード付きMicrosoft Officeファイルは、iOS、Android、Windows、Macでのみ閲覧できます。携帯電話ではご利用いただけません。 
※  ZIPファイル、パスワード付ZIPファイルは、iOS、Androidでのみ閲覧できます。携帯電話、Windows、Macではご利用いただけません。 
※  携帯電話でご利用の場合、ファイルをテキストに変換した閲覧方式を推奨しています。 
※  端末のOS、ファイルフォーマット、Officeのバージョン、セキュリティ設定などにより、表示が崩れる場合や閲覧できない場合があります。 
※  ポータル連携経由でのファイル閲覧は、アプリケーション仕様や端末のOS、ファイルフォーマット、Officeのバージョン、セキュリティ設定により、表示が崩れる場合や閲覧できない場合があ

ります。 
※  DocuWorksファイルは、iOS、Androidでのみ閲覧できます。、端末にDocuWorks Viewer Lightがインストールされている必要があります。 
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CACHATTOを無償でお試しいただけます 

CACHATTOの機能や使用感をご確認いただけるよう、下記のメニューをご用意しております。 

※  本メニューのご提供は「自社導入をご検討中のお客様」に限定しております。  ※  仮想マシンイメージのOSは、CentOSとなります。 

評価環境のお貸し出し 

お客様環境でのご評価 

評価機でのご評価 

あらかじめCACHATTOをインストールしたPCをお貸し出し
いたします。お客様の社内LANに接続しご利用いただけます。 

仮想環境でのご評価 

デモサイトのご提供 デモサイトアクセス用アカウントを提供いたします。CACHATTOのユーザーインターフェースを
ご自身の端末にてご体感いただけます。 

お客様の仮想環境にインポートしてご利用いただける仮想マシ
ンイメージ（Hyper-V、VMｗare）をお貸し出しいたします。 

詳細は、https://www.cachatto.jp/sp/trial/をご覧ください。 
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お問い合わせ 

 

 

弊社営業部または販売パートナーまでご連絡ください。 

無償評価機貸し出し実施中 

 

 

e-Janネットワークス 営業部までご連絡ください。 

 

 E-mail sales@cachatto.jp 

 TEL 03-3239-5495 

 9:00～18:00（土･日･祝･年末年始除く） 

製品に関するお問い合わせ 
 

 

CACHATTO販売パートナーからご購入いただけます。 

https://www.cachatto.jp/partners/ 

購入方法 

 

 

 CACHATTO製品情報     https://www.cachatto.jp/ 

製品情報サイトでより詳しい情報をご覧いただけます 
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オフラインでもファイル編集可能 

Windows向けセキュアな 
仮想ワークスペース 

仮想ワークスペースクライアント 

さらに進んだワークスタイルを実現 

高セキュリティ & 簡単導入「新世代」シンクライアント 

端末にデータを 
残さない 

オフライン作業が 
可能 

セキュアな 
仮想ワークスペース 

大規模なサーバー 
設備は不要 

オプション製品（Windows） 
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様々なデバイスから社内自席PCへ 
安全にアクセス 

モバイル/在宅ワーク環境を簡単に構築 

リモートデスクトップソリューション 

オプション製品（iOS/Android/Windows/Mac） 

ハイパフォーマンス × 高セキュリティのリモートデスクトップ 

CACHATTOと連携 
（セキュアな認証、ユーザー管理） 

ハイパフォーマンス 
（30フレーム/秒） 

マルチデバイス 
対応 

Wake-on-Lan 
対応 

さらに進んだワークスタイルを実現 
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 自宅PCの活用に 
（BYOD） 

持ち出し用PCの活用に  出社困難時の在宅ワークに 
（BCP対策） 

サテライトオフィスや 
出向先での業務に 

オフライン環境での 
ドキュメント作成/編集業務に 
※ CACHATTO Desktop 

育児/介護時の在宅ワークに 

詳細は、各製品概要をご覧ください。 

モバイルワーク、在宅ワーク環境を簡単に構築 

CACHATTO Desktop、 Splashtop for CACHATTOを利用することで、モバイルワーク、在宅ワー
ク環境を簡単に、そして安価に構築できます。 

オプション製品 さらに進んだワークスタイルを実現 


