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報道関係者各位 
 
 
2021 年 1 月 29 日 

VAIO 株式会社 
 

最短 5 営業日で安全なテレワーク環境をゼロから構築できる 

『ソコワク Secure RDP Connect』の提供を開始 

～ソコワクがリモートデスクトップ機能に対応し、働き方の選択肢がより多様に～ 
 
 

VAIO 株式会社（本社：長野県安曇野市 代表取締役社長：山本 知弘 以下 VAIO）
は、独自の強固な個体認証技術（「LTE over IP」技術*1）等を用いて Windows リモート
デスクトップ機能*2 を利用することで、最短 5 営業日で安全なテレワーク環境を構築
できる「ソコワク™ Secure RDP Connect™」の提供を 2021 年 1 月 29 日（金）より開
始しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
これまで全くテレワークを導入していなかった企業でも、昨今はオフィスに縛られ

ない柔軟な働き方へのシフトが求められるケースが増えています。ソコワク Secure 
RDP Connect であれば、まずはテレワークで業務が滞りなく行えるのかトライアルを
したい、緊急でテレワーク環境を構築したいという場合にも迅速に導入が可能です。 
 

ソコワクは、従来のリモートアクセスサービスにおける課題を解決することを目指
し、2020 年 11 月より「あなたがいれば、“そこ”は“ワーク”プレイス」をコンセプト
に、PC1 台 1 台を安全・快適に社内ネットワーク利用ができるようにするクラウド型
のリモートアクセスサービスとして提供開始し、既に複数企業で導入が進んでいま
す。今回、ソコワク Secure RDP Connect が新たな選択肢として加わることで、企業の
「新しい働き方」への挑戦をより柔軟にサポートしてまいります。 
 
  
 
 
 
＜サービス概要＞  
サービス名： ソコワク Secure RDP Connect 
提供開始日： 2021 年 1 月 29 日（金） 
サービス内容： 強固な PC 個体認証、仮想閉域通信（Virtual Closed Network™）*、 

都度操作不要の自動接続等の独自の技術を活用し、安全・快適に 
リモートデスクトップ機能が利用可能なセキュアネットワークサー
ビス。 

価格： 端末 1 台当たりの月額利用料 1200 円＋税  
URL：  https://sokowaku.com/src/ 
 

*1 Wi-Fi などの IP ネットワーク上で、世界中の携帯電話等で使用されている LTE の認証方式および SIM の端末
認証をはじめとした各種機能を利用可能とする技術で、LTE-X 社が世界で初めて実用化に成功。PC 向けには国内
で初めて VAIO で導入されています。 

*2 Windows Remote Desktop Protocol（以下 Windows RDP）を用いて、手元の PC を使って別の PC1 台を遠隔操作する
ソリューション。主に会社にある PC を遠隔で操作するときなどに用いられる。 

* Virtual Closed Network: LTE over IP 技術を利用した安全な通信経路。 
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＜サービス概要図＞ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜サービス特長＞  
１）「最短 5 営業日」でテレワーク環境構築 
 
お申し込みから最短 5 営業日でご利用が可能*なので、急遽、テレワーク環境を用意し
ないといけない時も手軽に導入が可能です。導入時の PC 購入や従来の「ソコワク」
への移行も迅速にサポートします。 
 
 
 
２）「安全」なネットワークサービス 
 
ソコワク Secure RDP Connect は強固な個体認証技術により認証された端末だけが通信
できる Virtual Closed Network 上に操作端末と利用者端末双方が配置されリモートデス
クトップ機能を利用します。そのため、認証されていない端末の Virtual Closed 
Network への不正アクセスを防止します。また、Virtual Closed Network で暗号化通信
を行うため、特定の通信ポートを開放する必要がなく、攻撃者によるポートスキャン
等の攻撃の心配もありません。 
 
３）「快適」なリモートデスクトップ 
 
操作端末と利用者端末同士を安全な Virtual Closed Network で直接接続して利用するの
で、ユーザー集中やクラウドの混雑によるレスポンスの悪化がありません。 
また、多くのリモートデスクトップサービスは、Web 会議等の利用ができませんが、
リモートオーディオ機能を利用することで、Web 会議アプリケーションを利用者端末
からご利用いただけます。 
  
＜「ソコワク Secure RDP Connect」が向いている方＞  
１）短期間でのテレワーク環境構築を目指すユーザー 
 
閉域 IP 網の敷設にかかる導入リードタイムや初期費用をかけずに、テレワーク環境の
構築が可能なため、まずは、テレワークで業務が滞りなく行えるのかを検証したいと
いう企業のトライアル導入や、急遽テレワークの実施が必要となった場合に最適で
す。 
 
２）データ・端末利用ポリシーで社外利用を禁止しているユーザー 
 
機密情報の入った PC の持ち出しを禁止している、あるいは、オフィスで主にデスク
トップを利用しており、端末の持ち運びが困難な場合のテレワーク環境構築には、企
業データを外部に持ち出すリスクのないリモートデスクトップ機能の利用をおすすめ
しています。 
 

  

* リモートデスクトップサービスに使用する PC はご用意いただいた上で、正式にお申込みいただいてから最短 5 営
業日。 
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＜ソコワク Secure RDP Connect 在宅勤務支援キャンペーン＞ 
 
急遽、テレワーク環境を整えなければならない、まずは試しに導入してみたい、とい
う方により手軽に本サービスをご利用いただけるように下記のようなキャンペーンを
実施いたします。 
 
名称： ソコワク Secure RDP Connect 在宅勤務支援キャンペーン 
 
内容： ソコワク Secure RDP Connect の初期費用が無料になります。 

ソコワク Secure RDP Connect の月額利用料を、最大 3 か月無料でご利用いた
だけます。 

   
条件： お申込みは、30 台以上からお申込みいただけます。 

（お申し込み後のライセンス増加も可能です。） 
 
期間：2021 年 1 月 29 日～2021 年 2 月 26 日（エントリー可能期間） 
 
その他詳細については、キャンペーンサイト URL*をご覧いただき、ご不明な点はお気
軽にソコワク担当まで問い合わせください。 
 
 
 
＜販売・価格などに関するお問い合わせ先＞  
VAIO 株式会社 ソコワク担当 sales@sokowaku.com 

*キャンペーンサイト URL：https://sokowaku.com/campaign202101/ 
 

mailto:sales@sokowaku.com
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  VAIO のブランドミッション について   
 
VAIO は、2020 年 11 月にブランドミッション「挑戦に火をともそう。デザインと技術で世
界中のイノベーションを加速する」を発表しました。VAIO の 20 年以上の歴史の中で常に
そうであったように、その「挑戦」を持って評価されたいと思っています。この「挑戦に
火をともそう。」は、我々自身に向けた改めての鼓舞であり、また一方で VAIO のお客様
をはじめとするステークホルダーのみなさまの挑戦に火をともせる存在、ひいては、世界
中のイノベーションの加速に寄与できる存在でありたいという思いでもあります。 

ブランドミッションを象徴する新たな取り組みを現在進行形で進めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VAIO 株式会社とは   
 
VAIO 株式会社は、ソニー株式会社から PC 事業を継承し、2014 年 7 月 1 日に設立されまし
た。長野県安曇野市に本社及び製造拠点を置き、PC および関連製品・サービスの企画・開
発・製造・販売・サポートを一貫して行うと同時にロボット、ドローン、IoT デバイスな
どに関わる先端的な製品・サービス、ソリューションの提供を行っています。 
 

VAIO 株式会社コーポレートサイト：https://vaio.com/top/ 

働き方情報支援サイト「Work × IT（ワーク・イット）」：https://workit.vaio.com/ 

VAIO 株式会社公式 Facebook：https://www.facebook.com/VAIO.corporation/ 

VAIO 株式会社公式 Twitter：https://twitter.com/PressVaio/ 
 
 
  本件お問い合わせ先   
 
VAIO 株式会社 

広報担当：沼尻 佳奈 

MAIL：press@vaio.com 携帯：080-3903-9653  

東京オフィス： 

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-5-14 赤坂ヒルサイドハウスⅡ 2 階 D 

電話：03-6420-0960 (代表) / FAX：03-6420-0935          
 

以上 

 
※“VAIO”、 は VAIO 株式会社の登録商標です。 
※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
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