
© Parallels International GmbH

Parallels® Desktop for Mac Business Edition は、プロフェッショナル、教育機関、チーム、企業に向けて設計された、Mac 
で Windows を実行する高速かつ簡単で、パワフルなアプリケーションです。業界最高レベルのパフォーマンスにより、チー
ムは Intel または Apple M1 Mac 上で、Windows アプリケーションを十分なパフォーマンスで実行できます。透過性のある
ライセンス、複数の展開オプション、高度な管理機能を提供しており、Mac と Windows の中間で動作する、もっともシーム
レスで包括的なソリューションです。

社内への展開に対応する注
目すべきビジネスクラスの
機能
• 統合ボリュームライセンスキー

• ライセンス管理ポータル

• Intel および M1 Mac コンピュータ
ー間でパッケージ管理を合理化

• 一括展開ツール

• セキュリティ管理の強化

• 仮想マシンの暗号化機能

• Parallels® Device Management 
または他の Mac 管理ソリューショ
ンによる高度な管理

システム要件
• Windows またはその他のオペレーティン

グシステム（別売） 

• macOS Monterey、 
macOS Big Sur 11、 
macOS Catalina 10.15、 
macOS Mojave 10.14、 
macOS High Sierra 10.13 に対応

システムおよびハードウェアの詳しい条件は、 
parallels.com/jp/requirements 
をご覧ください。

ファクトシート  |  Parallels® Desktop for Mac Business Edition

一元的なクイックインス
トールで生産性を倍増: 
Windows と Mac 両方の
長所を活かします。

* Parallels Desktop には、仮想マシンでアプリケーションのデバッグを行うための、Microsoft Visual Studio 向けのプラグインが含まれています。
また、Vagrant プラグインや、Packer と Jenkins を統合する機能もあります。   

ハイライト
Parallels 

Desktop for Mac 
Business Edition

Parallels 
Desktop 17 

for Mac

Mac で Windows アプリケーションを実行できるパワフルで高性能なソリ
ューション

macOS Montereyと Windows 10 に対応済み

最高の生産性と Microsoft Office、Apple Touch Bar、QuickLook、辞書な
どへのシームレスな接続性！ *

展開と管理 - IT 部門を念頭に設計

統合ボリュームライセンスキーによるシンプルな一括展開 

社内仮想マシン（VM）のプロビジョニング（オプション） 

ユーザーエクスペリエンスをシンプルにするためのシングルアプリケーシ
ョンモード 

メール経由の新しいユーザーセットアップ（オプション）

ライセンスポータル経由でのライセンスの透過的管理: 監視、アクティベー
ト解除、ブラックリスト、管理者の追加、オフィスや部門向けの派生サブキー

24 時間年中無休の電話・メールアクセス（※英語のみ）を含むビジネスク
ラスのサポート

構成可能なソフトウェアアップデートオプション: 常に最新のものを取得す
るか、マイナーアップデートのみを取得するか、ローカルアップデートサーバ
ーを使用するか、アップデートを無効にするかを決定します

セキュリティおよびデータ保護

外部 USB デバイスポリシー

仮想マシンの有効期限管理

ユーザーによる Parallels Desktop および VM 設定の変更の制限可能

仮想ディスクの暗号化

Windows でのスマートカードリーダーのサポート

http://parallels.com/jp/requirements 


一括展開 
ユーザー全体に対して、迅速かつ簡単に同じ構成の 
Windows を展開できます。オプションのシングルアプリ
ケーションモードの展開で、Mac ユーザーは、Windows 
が Mac OS と Parallels Desktop で仮想マシンとして
実行されていることを意識することなく、Windows ア
プリケーションを使用できます。 

ライセンス管理 
すべてのインストールに単一のライセンスを使用する
ことができます。また煩わしいキーの入力をせずにメー
ル経由で登録することもできます。Parallels Desktop 
Business Edition では、エンドユーザーの Mac コンピ
ューターで自動的なアクティベートが可能です。管理者
は、Mac コンピューターのホスト名、ユーザー名または
シリアル番号に基づいて、ライセンスの確認、展開、非ア
クティブ化およびブラックリストへの追加が可能です。 

セキュリティおよびデータ保護 
仮想マシンのデータの暗号化、外部デバイスに対する
徹底したポリシーの適用、ユーザーによる Parallels 
Desktop および VM 設定の変更の制限、設定した期
限による VM のロック。データの完全な管理がこれ
ほど簡単になったことはありません。
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ワークフォース全体にわたり、Mac で Windows を配信する
ユーザーベースのすべての Mac で、ビジネスに不可欠なア
プリケーションを利用可能にできます。Microsoft Office、 
Visual Studio、Quicken や QuickBooks for Windows、 
Internet Explorer、SAP 製品、 企業資源計画（ERP）ソフト

ウェア、 Autodesk 製品など、ビジネスに不可欠なアプリケ
ーションをトレードオフなしで実行できます。Parallels は、教
育、金融サービス、テクノロジー、コンサルティング、医療な
どあらゆるプロフェッショナル環境にとって理想的です。

Apple M1 および Intel ベースの Mac デバイスにおける
圧倒的なパフォーマンス
Parallels Desktop for Mac は、Apple M1 および Intel ベ
ースの Mac デバイス上でネイティブに動作するように再構
築および最適化されています。これにより速度とパフォーマ
ンスが向上しました。 

大量のダウンロードに対応する Windows 仮想マシンイ
メージのリンク
構成プロファイルが付属する Windows 仮想マシンのリン
クを簡単に作成できます。これにより、すべての業務従事者
が、構成済みのライセンスキーでパッケージをダウンロード
できます。

ご要望に応じてお届けします。Parallels 
Desktop for Business には次のような機
能もあります。  

シンプルなパッケージ管理
Parallels Desktop 17 のユニバーサルバイナリにより、ユー
ザーは、Intel および M1 ベースの Mac コンピューター用
に共通のパッケージを作成し、構成プロファイルを活用し
て Windows VM イメージを配信することができるようにな
ります。

今すぐお見積もり

parallels.com/business

高速、パワフル、簡単です
Parallels Desktop は競合製品とくらべて、ユーザーにやさしく、 
macOS との統合の面で優れています。構成の実行も簡単です。“ “

- Jakob Tewes 氏（技術インフラ部門責任者、MaibornWolff）

http://parallels.com/business

