
ストレージ全体の容量を削減し、空き容
量を確保。バックアップ時間短縮、サー
バーリプレースやBCP対策にも有効。

添付容量を気にせずにメール送信が可
能に。ネットワーク負荷軽減、モバイル環
境での動作もスムーズに。

独自開発のアプリケーションや文書管理
システム、クラウドサービスなど、さまざ
まなソリューションに組込み可能。

■ 製造
オムロン株式会社
キヤノン株式会社
株式会社小松製作所
シチズン時計株式会社
積水化学工業株式会社
ソニー株式会社
株式会社デンソー
TOTO株式会社
日産自動車株式会社
日本たばこ産業株式会社
ヤマハ発動機株式会社
株式会社LIXIL
YKK AP株式会社

■ 建設
株式会社大林組
鹿島建設株式会社
株式会社かんでんエンジニアリング
クボタ環境サービス株式会社
清水建設株式会社
セキスイファミエス近畿株式会社
大成建設株式会社
株式会社竹中工務店
日揮株式会社
三井住友建設株式会社

■ 情報通信・IT
株式会社アシスト
アルプスシステムインテグレーション株式会社
株式会社大塚商会
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
株式会社ソフトクリエイトホールディングス
SB C&S株式会社
ニフティ株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
パナソニックLSネットワークス株式会社
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

■ 鉄道・陸運
株式会社サンリツ
遠州鉄道株式会社
美野里運送倉庫株式会社

■ 医療・医薬品
エーザイ株式会社
積水メディカル株式会社
田辺三菱製薬株式会社
帝人ファーマ株式会社
日本医師会
日本イーライリリー株式会社
湧永製薬株式会社

■ 電気・ガス・水道
大阪ガス株式会社
北海道ガス株式会社

■ 小売・卸売
味の素ＡＧＦ株式会社
伊藤忠商事株式会社
伊藤ハム株式会社
株式会社エムアンドシーシステム
コクヨ株式会社
ハウス食品株式会社
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
三菱商事株式会社
明電商事株式会社
株式会社ヤクルト本社

■ サービス
社会福祉法人市原寮
井筒まい泉株式会社
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社サンリオエンターテイメント
株式会社セラヴィリゾート泉郷
株式会社ノバレーゼ
株式会社ブライトンコーポレーション
株式会社ホットランド

■ 教育
国立大学法人大阪大学
学習院大学
学校法人河合塾
筑波大学
同志社大学

■ 官公庁・自治体
大月町役場
海上自衛隊
神戸市役所
佐賀市役所
国立研究開発法人産業技術総合研究所
新宿区
東京大学
練馬区社会福祉事業団
国立研究開発法人理化学研究所

ファイルサーバーエディション ベーシック ファイルサーバーエディション ミニ

デスクトップエディション

ソフトウェア開発キット

データ圧縮ソフト

※表示価格は税別価格です。

詳細はお問い合わせください。

オプションサービス（有償）

遠隔サポート 構築サービス・
ハンズオントレーニング

株式会社オーシャンブリッジ
〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目5番12号 
住友不動産元赤坂ビル7階
Web： https://www.oceanbridge.jp/
Email： sales@oceanbridge.jp TEL： 03-6809-0967（営業部）
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NXPowerLiteは、　　　Neuxpower Solutions Ltd.の商標です。

その他の社名または商品名等は、 　　　　　　　一般に各社の登録商標または商標です。

記載されている内容は2023年3月時点のものです　　。　　内容は予告なく変更されることがあります。

国内総販売代理店
●ご購入に関するお問い合わせは

www.nxpowerlite.jp

▼「NXPowerLite ファイルサーバーエディション ミニ」のご契約条件
・ 圧縮対象のOSが「Windows Server」または「Windows Storage Server」
であること

・ 上記ファイルサーバーのストレージの物理容量が2TBまで
（圧縮できる容量に制限はありません）

・ インストール対象の端末と圧縮対象の端末が同一であること

価格

NXPowerLite（エヌエックス・パワーライト）は、
重いOfficeファイル（PowerPoint、Excel、Word）や画像（JPEG、PDF、PNG、非圧縮TIFF）、

これらを含むZIPファイルをファイル形式を変えずに簡単かつ効果的に圧縮します。

導入実績（国内導入実績9,300社以上）

オープン価格

＜導入企業社名（順不同/敬称略）＞

弊社リモートツール（ISL Online）と
電話を使いバージョンアップを代行
します。

ご希望に応じて導入作業の代行
や、ハンズオントレーニングを
実施します。

NXPowerLite体験版

1

初回のみ必須 商品名 価格（税別）
ファイルサーバーエディション
プログラム ¥400,000

プログラムライセンス　

1

ライセンス数 商品名 価格（税別）
ファイルサーバーエディション
ミニ（新規） ¥300,000

年間利用料（新規）

1

ライセンス数 商品名 価格（税別）
ファイルサーバーエディション
ミニ（継続） ¥120,000

年間利用料（継続）

1
2
3～

ライセンス数 商品名 価格（税別）

ファイルサーバーエディション
ベーシック 年間利用料（新規）

¥400,000
¥600,000

お問合わせください

年間利用料（新規）

1
2
3～

ライセンス数 商品名 価格（税別）

ファイルサーバーエディション
ベーシック 年間利用料（継続）

¥200,000
¥300,000

お問合わせください

年間利用料（継続）

10 ¥78,000 ¥15,600
15 ¥115,500 ¥23,100
20 ¥152,000 ¥30,400
30～  お問合わせください

ライセンス数 ライセンス価格（税別） 年間保守サポート料（税別）
ライセンス、年間保守

※圧縮対象のファイルサーバー1台に対して1ライセンスが必要です。
※年間利用料には、Emailによる技術サポート、バージョンアップ時の最新版プログラム無償提供が
含まれます。

※圧縮対象のファイルサーバー1台に対して1ライセンスが必要です。
※年間利用料には、Emailによる技術サポート、バージョンアップ時の最新版プログラム無償提供が
含まれます。

インストールする端末の台数分ライセンスが必要です
※仮想環境や共有PCなど、インストールする端末の台数よりユーザー数が明らかに多い場合は
ユーザー数でカウントするケースがあります。詳細はお問合せください。
※表示価格は税別価格です。初年度は年間保守のご購入が必要です。（次年度以降は任意）
※個別のライセンス単位、ボリュームライセンスを組み合わせてのご購入はできません。
　（1ライセンス単位でのご購入を希望の場合は、お問い合わせください）

動作環境

■ 対応OS
・ Windows 7 SP1, 8.1, 10（シミュレーションのみ）
・ Windows Server 2012, 2012 R2,2016, 2019
・ Windows Storage Server 2012, 2012 R2,2016
・ Windows Server IoT 2019, 2022

■ 対応ファイル形式
・ Word, Excel, PowerPoint
・ JPEG, PNG, PDF, TIFF(非圧縮のみ), ZIP

■ 対応OS
・ Windows 7 SP1, 8.1, 10, 11

・ macOS Catalina,　  Big Sur, Monterey,  Ventura

■ 対応ファイル形式

ファイルサーバーエディション

ソフトウェア開発キット

デスクトップエディション 

・ Word, Excel, PowerPoint
・ JPEG, PNG, PDF
・ TIFF(非圧縮のみ), ZIP

Windows
・ Word, Excel, PowerPoint
・ JPEG, PNG, PDF
・ TIFF(非圧縮のみ)

Mac

動作環境の詳細はWebページをご参照ください

開発環境に関する詳細はWebページをご参照ください



デスクトップエディションファイルサーバーエディション

サーバー・ストレージの容量のお悩みを、手間をかけずに劇的解決！

ストレージ不足の解消 バックアップ・リストア
ウイルススキャン時間の短縮

ネットワーク負荷の軽減

クラウド利用時のコスト削減 ファイルサーバーのリプレース
および統合の時間とコスト削減

iPadでの表示速度向上

クイックスキャン シミュレーション レポート

スケジュール 圧縮対象フォルダー（ネットワーク経由も可能） 除外対象フォルダー

圧縮対象のファイル形式 圧縮レベル ファイルのアクセス/更新日付での除外

重いデータも、カンタン操作ですぐに圧縮！

ソフトウェア開発キット

データ容量が課題？ そんなソリューションに柔軟に組み込み可能！

容量が大きい添付ファイルが
送れる・受け取れる

ファイル送付が遅れることによる
営業機会損失の防止

ファイル保存先の容量不足解消

活用例1 活用例2

ドラッグ＆ドロップで圧縮 メールソフトと連携（Windows版のみ）

シミュレーションモードよりも短時
間で削減容量の概算値を算出でき
ます。

シミュレーション完了後、ファイル
形式ごとの削減容量や圧縮対象外
のファイルを確認できます。

ファイル形式ごとの削減容量や
１ヶ月単位での削減結果を確認
できます。

Old New

Before After

※TIFFは非圧縮TIFFのみに対応※TIFFは非圧縮TIFFのみに対応

送信時にクライアント上で自動的に圧縮して送信

データ圧縮後の最適な画質、シンプルな操作性は9,300社以上のお客様にご満足いただいています。

主な設定項目

主な機能

ZIPJPGXLS PDFPPT DOC ZIP TIFFTIFF PNGPNG JPGXLS

XＬSX

PDFPPT DOC

TIFFPNGJPG PDFPPT DOCX

※NotesとOutlookのみ

Win

Mac

文書管理システムなどにアップロードする
ファイルを圧縮

クライアント イントラサイトデータベース

文書管理システムやWebサーバー、クライアント端末
に組み込んで、ファイルアップロード時に圧縮を実行
します。

イントラサイトで活用
クライアントがイントラサイト上でファイルを圧縮して
ダウンロードできます。

クライアント

文書管理システム
Webサーバーなど




