
概要  

高速かつ信頼性の高い、セキュアなネットワーク接続
は、スモールビジネスがますます仮想環境へと移行す
る世界において競争力を維持するために重要な役割を
担います。小売店舗から、カフェ、専門サービス事務
所まで、スモールビジネスは、従業員の生産性を維持
しながら、素晴らしいオンライン・エクスペリエン
スを提供できる強力なネットワークを必要としていま
す。そして、リソースが限られる一方で、相互接続す
るデバイスは増え続けているため、予算の限られた企
業にとって、コスト効率に優れたネットワーク・ソ
リューションが必須条件となります。

セットアップと管理が簡単な Aruba Instant On スイッチは、在
宅勤務のユーザーやスモールビジネス・成長企業に最適です。
信頼性の高い接続の基盤を提供することにより、ネットワー
クとデバイス全体で最高のパフォーマンスと安心感をもたら
します。

Aruba Instant On は、スモールビジネスに最適なスマート管理
型スイッチと非管理型スイッチの包括的なポートフォリオを
提供します。5 ～ 48 ギガビット・イーサネット・ポートのモ
デル、オプションの高速 10 ギガ接続、Power over Ethernet 
(PoE) モデル、クラウドベースのモバイル・アプリなどの柔軟
な管理オプションにより、Aruba Instant On は、シンプルで信
頼性の高い有線ネットワークに必要なすべてを提供します。

Aruba Instant On  
スイッチのご紹介

メリットシンプル、パワフル、セキュア

とにかくシンプル
Instant Onアプリ対応の箱から取り出して
すぐに使えるプラグ・アンド・プレイのス
イッチ

柔軟な管理モード
Instant On クラウドベースの管理 (モバイ
ル・アプリと Web ポータル経由)、ローカ
ル Web GUI、または構成不要の非管理型

より多くの IOT デバイスを接続
Class 4 および Class 6 PoE 対応でより多く
のデバイスを給電

安全・安心
内蔵のセキュリティ機能で、安心のネット
ワーキング・エクスペリエンス

ビジネスと共に成長
スタッキングと高速アップリンクにより迅
速かつシンプルに拡張

ARUBA にお任せください
必要なサポートを提供: ライフタイム保証 (制
限付き)、電話とチャットによるサポート、
アクティブなオンライン・コミュニティ
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ポート・サイズ PoE 対応または PoE 非対応の 
5/8/16/24/26 ポート モデル 

PoE 対応または PoE 非対応の 
8/24/48 ポート モデル

PoE 対応または PoE 非対応の 
8/24/48 ポート モデル

PoE 対応または PoE 非対応の 
24/48 ポート モデル、12 ポート 
アグリゲーター

PoE 対応 8/16 モデルで Class 4 PoE 対応* Class 4 PoE 対応*、一部 PoE 対
応 (ポートの最初の半分は PoE 
対応) (PoE モデル)

Class 4 PoE 対応* Class 4 および Class 6 PoE 対応*

スタッキング なし なし なし あり、トゥルー・スタッキング** 
(ローカル、クラウド管理、ハイ
ブリッド)

アップリンク 26 ポートモデルで SFP アップ
リンク

SFP アップリンク SFP+ アップリンク 10GBase-T および SFP+ アップ
リンク

ファン ファンレス: すべてのモデル ファンレス:  8 ポート、8 ポート 
PoE、24 ポート

ファンレス:  8 ポート、8 ポート 
PoE、24 ポート、48 ポート

ファンレス:  24 ポート

管理 非管理型 ローカル Web GUI またはクラ
ウドベースの管理 (モバイル・
アプリまたは Web ポータルか
らアクセス)

ローカル Web GUI またはクラ
ウドベースの管理 (モバイル・
アプリまたは Web ポータルか
らアクセス)

ローカル Web GUI またはクラウ
ドベースの管理 (モバイル・アプ
リまたは Web ポータルからアク
セス)

最適な導入先 ホーム・オフィスや小規模オ
フィス

ホーム・オフィス、小売店舗、
小規模な専門サービス事務所

小型カフェ、小売店舗、診療
所、専門サービス事務所

ブティック・ホテル、高電力消
費のテクノロジー系のスタート
アップ企業、小規模な介護施設、
トレーニング施設

活用事例 予算の限られた企業やホーム・
オフィスでは、構成や管理の必
要がないシンプルな接続 (PoE お
よび非 PoE) が求められます

PoE 対応 (監視カメラやアクセ
ス・ポイントへの給電と接続) と 
PoE 非対応 (デスクトップ PC や
ノート PC への接続) の両方を必
要とする、コスト重視のスモー
ルビジネス環境

自社ネットワーク内に無線 AP、
プリンター、監視カメラ、PoS 
システムなどの有線デバイスの
接続を求めるスモールビジネス

監視カメラ、VoIP フォン、無線
アクセス・ポイント (AP)、ハイ
エンドのサーバーとストレージ
などのさまざまな有線デバイス
の 10G 接続を求める成長中のス
モールビジネス

Instant On クラウド管理またはローカル Web 
GUI など、ビジネスに最適な管理機能を備えた 
Instant On スイッチを、追加コストなしで導入
できます。構成や管理の必要がない非管理型ス
イッチです。

スイッチ管理
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ARUBA INSTANT ON スイッチング・ポートフォリオのご紹介

* PoE モデルに応じて、最大 30 W PoE 給電でアクセス・ポイント、監視カメラ、VoIP フォンなどの Class 4 PoE デバイスに対応し、最大 60 W PoE 給電でパン/チルト
ズームカメラ、ビデオ対応 IP フォンなどの Class 6 PoE デバイスに対応します。

** トゥルー・スタッキングにより、管理を簡単にしながら冗長性を確保することができます。
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