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エクセルソフトは、ドイツ Paessler AG 社と
ディストリビューター契約を締結し、同社の
オールインワンのネットワーク監視ソフトウェア
PRTG Network Monitor を販売開始
エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、ドイツ Paessler AG 社とディストリ
ビューター契約を締結し、同社のネットワーク監視ソフトウェア PRTG Network Monitor
を 10 月 1 日より販売開始しました。PRTG Network Monitor の販売を記念し、近日中
に Paessler AG 社と共同でオンラインセミナーを開催する予定です。
■ 製品名：
PRTG Network Monitor
(ピーアールティージー ネットワーク モニター)

■ 製品カテゴリー：
ネットワーク監視ソフトウェア
■ 製品概要：
PRTG Network Monitor は、170 以上の国の 30 万人以上のシステム管理者が利用し
ているネットワーク監視ソフトウェアです。医療、製造業、教育、金融、官公庁、通
信などさまざまな分野で利用されています。IT インフラストラクチャ内のシステ
ム、デバイス、トラフィック、アプリケーションなど、さまざまな状態を監視し、迅
速に問題を検知して警告できます。また、収集したデータを可視化して確認できま
す。社内ネットワークの PC やデバイスだけでなく、社外の IoT デバイスやクラウ
ド上のアプリケーションも監視でき、システム管理者だけでなく DevOps でも効果
的です。
■ 主な受賞歴：
英国 Network Computing Awards (2014 ～ 2017 年、4 年連続)
Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020 IT Infrastructure Monitoring Tools (IT
インフラストラクチャ監視ツール) および Network Performance Monitoring and
Diagnostics (ネットワークパフォーマンス監視・診断) 部門
■ 製品特長：
日本語を含む複数の言語に対応した高機能かつ操作性に優れたインターフェイスを利
用して、ネットワーク上のさまざまな場所のさまざまな状態を簡単に監視できます。
ほとんどの監視に必要な機能は標準で含まれており、追加のプラグインやダウンロー
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ドは必要ありません。API やカスタムセンサーを使用してカスタマイズすることも可
能です。センサー数とコアサーバー数に基づく透明な価格設定も大きな特長です。
◆ フレキシブルなアラート
電子メール、プッシュ通知、アラーム音ファイルの再生、HTTP リクエストのトリ
ガーなど、10 個のビルトインテクノロジが搭載されています。無料のプッシュ通知
を使用すると、モバイル端末での使用時に最新状態を保つことができます。
◆ マルチプルユーザーインターフェイス
高いセキュリティスタンダードを備えた AJAX ベースで、シングルページアプリ
ケーション (SPA) テクノロジの採用により、高いパフォーマンスを発揮します。レ
スポンシブデザインを使用することで、システムに合わせて最適に調整されます。
◆ マップとダッシュボード
ライブステータス情報を備えたリアルタイムマップを使用して、ネットワークを視覚
化します。ダッシュボードで一意のURLを表示し、マップを共有できます。
◆ 分散監視
リモートプローブを使用して複数拠点にあるネットワークと社内ネットワーク(DMZ
やLANなど) を監視したり、監視負荷を分散することができます。ライセンスには、
無制限のリモートプローブが含まれています。
◆ 詳細なレポート
特定の監視データまたは構成の数値、統計、グラフを取得できます。監視履歴データ
は、PDF、HTML、XML、または CSV ファイルとしてエクスポートできます。

PRTG Network Monitor 操作画面

■ 推奨システム要件
ハードウェア: x64 PC/サーバー
OS: Windows Server 2019、2016、2012 R2、または Windows 10 (64ビット)
ソフトウェア: .NET Framework 4.7.2 以降

- 2 -

■ 価格
製品名
PRTG 500 新規ライセンス 1 年保守付き
PRTG 1000 新規ライセンス 1 年保守付き
PRTG 2500 新規ライセンス 1 年保守付き
PRTG 5000 新規ライセンス 1 年保守付き
PRTG XL1 新規ライセンス 1 年保守付き

標準価格 (税抜)
¥245,000
¥448,000
¥910,000
お問い合わせ
お問い合わせ

価格体系は、監視対象のセンサー数とコアサーバー数に基づきます。
年間保守には、新機能、多数の改良、バグフィックスを含む最新のアップデートの提
供と Email (日本語) でのサポートを含みます。
年間保守の更新およびセンサー数の増加によるアップグレードの価格はお問い合わせ
ください。
製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。
http://www.xlsoft.com/jp/products/paessler/index.html

■ Paessler AG 社について
「1997 年、Paessler は PRTG Network Monitor を導入し、IT 監視に革命をもたら
しました。現在、170 か国以上で 30 万人を超える IT 管理者が、ビジネスに不可欠
なシステム、デバイス、ネットワークインフラの監視に PRTG を利用しています。
PRTG は、IT インフラ全体を 24 時間 365 日監視し、ユーザーに影響を与える前
に IT 担当者がシームレスに問題解決できるよう支援します。」
「我々の使命は、技術者たちがインフラストラクチャを効率よく管理できるようにし、
最大限の生産性を確保するサポートをすることです。これを達成するために、我々は
永続的なパートナーシップと統合的で包括的なソリューションを提供します。IT ネッ
トワークの未来を考え、Paessler はデジタルトランスフォーメーション戦略や IoT
などにも対応するため、積極的にソリューション開発に取り組んでいます。」
「エクセルソフト株式会社様を日本のパートナーとして迎えることができ大変光栄に
思っております。エクセルソフト様の強力なビジネスネットワークとプレゼンスによ
り、PRTG が組織にとって理想的な IT 監視ソリューションとしてさらに多くのお客
様にご利用頂ける事を期待するとともに、日本市場における当社ビジネスの成長をサ
ポートしてくれるものと確信しています。」
高山 明 氏、Technical & Business Development Manager at Paessler
■ エクセルソフト株式会社について
エクセルソフト株式会社 (東京都港区 代表取締役 永山哲也 資本金 1 千万円 TEL
03-5440-7875) は、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを
日本およびアジアにおいて販売しています。
コンパイラー、帳票ツール、デバイスドライバ開発ツール、ヘルプ作成ツール、
セキュリティソフトウェアなど幅広い製品を提供し、今日のコンピューターユーザー
の多様なニーズに応えています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライ
ズ業務も承っています。
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本プレスリリースについてのお問い合わせ先
エクセルソフト株式会社 営業部
TEL: 03-5440-7875
FAX: 03-5440-7876
URL: http://www.xlsoft.com/jp
Email: xlsoftkk@xlsoft.com
記載された社名、製品名、機種名は、各社の商標または登録商標です。
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