
※4

手元端末を「1台」に特定して
ご利用可能！

アプリ型 アプリ型ライト

12,000円

5,000円10,000円15,000円

ラインナップと価格 消費税別

※1 2種類のUSBキーをご用意しております。お申し込み時にご希望のタイプをお選びください。なお、複数本お申し込みの場合は両タイプの混在が可能です。
※2 USBメモリを利用禁止している環境では許可が必要になる場合があります。無料お試しにて事前に動作をご確認ください。
※3 同時使用はできません。
※4 Windows端末（アプリのインストール不要）にUSBキーを挿すことでご利用頂けます。

手元端末を「最大3台まで」
特定してご利用可能！

USB型※1

対応OS

価格や仕様の詳細は マジックコネクト  価格
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初
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費
用

PC／タブレット／スマホに
アプリをインストールして使うタイプ（USBキー不要）

USBキーを挿すだけで
使えるタイプ

18,000円18,000円

※5 Windows 11 Home 、 Windows 10 Homeの場合は、ご利用いただけません。
※6 Google Playに対応している必要があります。
※7 Atom搭載端末は非対応です。
※8 32bit(x86)もしくは64bit(x64)以外は非対応です。
※9 Android 7以降のマルチウィンドウ機能には対応していません。
※10 WOLコントローラ「MC3000」には対応していません。
※11 Windows 11 はデバイス共有の「手元での印刷」には対応していません。

手元端末 Windows端末、Mac※10、iPhone / iPad、Android端末※6,7、シンクライアント

Windows 10※8　　バージョン 21H2～22H2

Windows 11※8　　バージョン　　　～22H2※11
Windows端末

Mac※10

iPhone/iPad

Android端末※6,7 Android 8 ～ 13※9

iOS/iPadOS 13 ～ 16

macOS 10.14(Mojave) ～ 13(Ventura)

共有機能

対象機器 オフィスPCやWindowsサーバ、仮想デスクトップなど

サーバ系OS
Windows Server 2022

Windows Server 2019

Windows Server 2016

クライアントOS

・Enterprise
・ProWindows 10※5,8　　バージョン 21H2～22H2

Windows 11※5,8　　バージョン　　　～22H2

企業の管理者が許可した共有機能のみ、ユーザは利用できます。

共有機能とは、手元での印刷※、
ファイル転送、コピー＆ペーストなどを可能にする機能です。

Windows端末 オフィスPC

印刷

※プリンタの機種や設定によっては、印刷できない場合があります。
   無料お試しで、適合性をご確認ください。

Windows端末

Mac※10

iPhone/iPad

Android端末※6,7

―　（利用できません）

手元端末のOSの種類 共有機能の利用

このような方に このような方に

売れ筋

No.1

Windows端末から
カンタン接続！

このような方に

私物や会社貸与の端末など、
Windows端末から使用したい

Windows端末の他にMac、iPhone/
iPad、Android端末からも使用したい
(最大2台まで使用可)

✔

✔

会社貸与のPCやスマートフォンなど
いつも同じ端末で使用したい

Windows端末、Mac、iPhone/iPad、
Android端末からも使用したい

✔

✔

Windows端末、Mac、iPhone/
iPad、Android端末から 1台を特定して
使用したい

コストを抑えたい

✔

✔

言語

リモートアクセス時

日本語 英語

管理機能利用時

〇　（日本語OSの場合）

ー　（未対応）〇

〇　（日本語以外のOSの場合）

特定の端末2台まで

任意のPC1台

USBキー

WindowsWindows +

（OSの選択・組合せは自由）

WindowsWindows Mac iPhone/
iPad
iPhone/
iPad

特定の端末3台まで

AndroidAndroid

（OSの選択・組合せは自由）

WindowsWindows Mac iPhone/
iPad
iPhone/
iPad

特定の端末1台まで

AndroidAndroid

（お好みのOSを選択）

Type-AまたはType-A/C

WindowsWindows Mac iPhone/
iPad
iPhone/
iPad

AndroidAndroid
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ユーザ

保守対象1

保守対象2

保守対象3

ユーザ1 オフィスPC1

ユーザ2 オフィスPC2

WOLコントローラ
「MC3000」★2

Windowsサーバ

ユーザ1

ユーザ2

ユーザ3

オフィスPCユーザ

用途別の接続構成と価格例 消費税別

例4　　1名の担当者が複数の機器を保守する

※グループ化の設定★1が必要です。

例2　　在宅時にオフィスPCの電源を投入してから接続する

例3　　支店にいる3名の社員が本社にあるWindowsサーバへ同時に接続する

※グループ化の設定★1が必要です。

※グループ化の設定★1が必要です。　※WOLコントローラ「MC3000」★2 （オープン価格）は別途購入が必要です。

例1　　外出先から、電源オンされているオフィスPCに接続する

初期費用   5,000円 ×1年間使用料 12,000円 ×1対象機器専用アカウント

初期費用 15,000円 ×2USB型 年間使用料 18,000円 ×2USB型のアカウント
初年度 合計 83,000円

初年度 合計 33,000円 初期費用 15,000円 ×1USB型 年間使用料 18,000円 ×1USB型のアカウント

次年度
以降 合計 18,000円 USB型 年間使用料 18,000円 ×1USB型のアカウント

用途に合わせた様々な接続構成を可能にするために、USB型、アプリ型、アプリ型ライトのアカウントと対象機器専用アカウントをご用意しています。

USB型、アプリ型、アプリ型ライトのアカウント

対象機器専用アカウント

…ユーザの手元端末とオフィスPCの両方を接続できます。

…MC3000★2やWindowsサーバだけを接続できます。年間使用料12,000円、初期費用5,000円です。

★1 グループ化の設定

手元端末 オフィスPC

管理者が、接続する手元端末とオフィスPCなど
の組み合わせ方を指定することです。

★2 WOLコントローラ「MC3000」

オフィスPCの電源を投入できる、マジックコネクト
専用アプライアンスです。

手元端末 オフィスPC
電源
 ON！

次年度
以降 合計 48,000円

年間使用料 12,000円 ×1対象機器専用アカウント

USB型 年間使用料 18,000円 ×2USB型のアカウント

初期費用 15,000円 ×3USB型 年間使用料 18,000円 ×3USB型のアカウント初年度 合計 99,000円

次年度
以降 合計 54,000円 USB型 年間使用料 18,000円 ×3USB型のアカウント

初期費用   5,000円 ×2年間使用料 12,000円 ×2対象機器専用アカウント

初期費用 15,000円 ×1USB型 年間使用料 18,000円 ×1USB型のアカウント
初年度 合計 67,000円

次年度
以降 合計 42,000円

年間使用料 12,000円 ×2対象機器専用アカウント

USB型 年間使用料 18,000円 ×1USB型のアカウント
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