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フリービット、独自技術「Emotion Link」がマイクロソフト社製組み込み OS Windows（R)Embedded

シリーズに対応し、モノ・コントロール市場における機器単体での VPN を実現 

～第一弾として富士ソフト DIS 製 POS 端末に搭載決定～ 

 
 
 
 当社は、本日、添付のプレスリリースを行いますのでお知らせいたします。 
尚、本件による当社の平成 20 年 4 月期の業績に与える影響は軽微でございます。 
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報道関係者 各位 

2007 年 4 月 25 日 

 

フリービット、独自技術「Emotion Link」がマイクロソフト社製組み込み OS Windows（R)Embedded

シリーズに対応し、モノ・コントロール市場における機器単体での VPN を実現 

～第一弾として富士ソフト DIS 製 POS 端末に搭載決定～ 

 

フリービット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石田宏樹、以下フリービット）は、マイ

クロソフト社製の組み込み OS である Windows Embedded シリーズに対応した Emotion Link を開発いた

しました。 

今回は、Windows Embedded シリーズの一つ Windows XP Embedded への対応発表となります。 

 

Windows Embedded は、成長率の高い Windows ベースの組み込み OS であり、世界的に POS 機器

や家電などでの用途が広がっています。（参照：補足資料「Windows Embedded 国内市場規模推移」）

 

フリービットでは、従来の Windwows2000/XP/VISTA、Linux、T-Engine に加え Windows Embedded に

対応することにより、組み込み機器対応の為の実装・検証期間の短縮が可能となり、『あらゆる機器で

Emotion Link を利用した OverLay Internet を実現する 』というコンセプトを更に強力に推進することが

可能となりました。 

  

フリービットでは、Emotion Link を利用して低価格かつ手軽に膨大な機器を接続し、監視・管理を行

っていく「モノ・コントロール市場」を中長期的成長領域の一つとして設定しており、今回の対応はその

取り組みの第一歩となります。 

 

第一弾として、富士ソフトディーアイエス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：菅 芳

廣、以下富士ソフト DIS）との協業により、富士ソフト DIS が開発・販売する POS 端末「Smart-POS」へ

の搭載が決定いたしました。 

これにより、特別なネットワーク機器を一切必要としない、POS端末単体によるVPNソリューションが

実現いたします。 

 

具体的な用途としては、 

・店舗、本社間のセキュアな通信による、売上データの集信や商品マスターデータの一括更新 

・POS 機器の遠隔監視、メンテナンス 

等を想定しています。 
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また、弊社の ASP 型 VPN 用機器管理不要な VPN サービス「MyVPN」と連携することにより、1 台あ

たり 1500 円/月からの低価格で VPN をご利用いただけます。 

 

 【従来の VPN との違い】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【POS 端末「Smart-POS」概観】
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【富士ソフトディーアイエス株式会社 ソリューション・サービス事業部サービス部 コメント】 

弊社「Sｍart-POS」の圧倒的な低コストに、POS データ送受信を簡易にセキュリティを強固なもの

にできる VPN サービスを付加できるようになりました。 

 フリービット社との協業により、更なる「Smart－POS」の拡販につながると確信しています。 

 

【富士ソフトディーアイエス株式会社について】 

■設立      1985 年 3 月 2 日 

■本社所在地 東京都千代田区神田須田町 2 丁目 7 番 NK ビル 

■代表者    代表取締役社長  菅 芳廣 

■資本金    23 億 3,570 万円 

■事業内容  

  ・コンピューターによる情報処理受託業務        ・ソフトウェアの開発受託業務 

  ・コンピューターハードウェア、ソフトウェアの販売   ・コンピューターネットワークの企画・設計 

  ・流通業に関するコンサルティング業務         ・小売に関する情報の制作とその販売 

 

富士ソフト DIS はこれまで流通分野において多彩なソリューションを提供してきた実績と経験を有し

ています。大手流通企業のシステム開発・運用を数十年にわたりサポートしてきました。 

 

■提供開始時期 

2007 年 5 月中旬より販売開始予定。 

今後 3 年間で 5000 台の販売目標。 

 

■お問い合わせ先 

○「Emotion Link」に関するお問い合わせ 

フリービット株式会社 マーケット開発グループ    

電話番号：03-5459-9584 

  https://secure.freebit.net/freebit/el.html  

 

○「Sｍart-POS」に関するお問い合わせ 

富士ソフトディーアイエス株式会社 ソリューション・サービス事業部 

電話番号：03-5209-7362  

 

 

 

 

 

〒150-0044 東京都渋谷区円山町 3番 6号 E・スペースタワー13階

Voice（代表）03-5459-0522  FAX 03-5459-0523

http://www.FreeBit.Com/

https://secure.freebit.net/freebit/el.html


 
 

 
 

【補足資料】 

POS 端末「Smart-POS」画像  ※「富士ソフトディーアイエス株式会社提供」 

 

http://www.freebit.com/press/images/20070425/Smart-POS.jpg 

   

 

 

■Emotion Link について 

既存の TCP/IP ネットワーク上に仮想的なネットワークをセキュアに構築する事により、NAT やファ 

イヤウォールを越えて、自由かつ安全な通信を実現する技術です。物理的なネットワークに依存しない

通信が可能となる為、フレキシブルなソフトウェア VPN の構築や、情報家電等のネットワーク機器のセ

キュアなリモートコントロール等、応用範囲は多岐に渡ります。 

Emotion Link サービスサイト： http://www.freebit.com/el/index.html 

 

■OverLay Internet プラットフォーム  

既存のインターネットの仕組みの上に仮想的なネットワークを架設し、より自由で安全な通信を実現

する仕組み。 
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■「MyVPN」について 

「MyVPN」は、1 クリック VPN（ソフトウェアクライアント）、置くだけ VPN（ボックスクライアント）などの導

入形態から選択していただくだけで、センター機材無しでカンタン、低価格にスタート出来る Emotion 

Link を利用した全く新しいタイプの多拠点、多店舗向け VPN サービスです。 

「MyVPN」サービスサイト：http://www.myvpn.jp/ 

 
■モノ・コントロール市場の定義 

総務省「u-Japan 構想」において、今後デジタル化やネットワーク化によって、「人と人」のコミュニケー

ションだけでなく、「人とモノ」、「モノとモノ」のコミュニケーションも現実のものとなると想定されています。  

上記の中でも「人とモノ」、「モノとモノ」（設備メンテナンス、運営管理、情報家電市場、ホームセキュリテ

ィ市場など）の関連市場をモノ・コントロール市場と定義しています。 

以上 

 

【フリービット株式会社について】 

フリービットは、独創的なインターネット技術と事業企画力により、お客様のビジネスを強力に推進す

る「インターネットビジネス支援事業」を行っております。特許取得技術を含む最先端のテクノロジーと、

市場のニーズを先取りするマーケティングを組み合わせることで、他の追随を許さない画期的なネット

ワークサービスを展開。「IT 時代のものづくり」に取り組み、継続的に新たな価値の創造に努めておりま

す。 

■ブロードバンド化事業 

インターネット接続事業者へのネットワークインフラの提供。 

提供社数ベースで国内トップシェアへ成長。 

■ユビキタス化事業 

ユビキタスネットワーク関連市場において、フリービットではあらゆる機器、アプリケーションをダイレ

クトかつ安全・安心にインターネット化させる独自技術「Emotion Link」をベースに、様々なユビキタス

ネットワークサービスの開発・提供を推進しております。 

弊社 HP： http://www.FreeBit.com/ 

 

【報道関係者からのお問い合わせ】 

フリービット株式会社 広報担当／中村 

Mail: Press@FreeBit.net 電話番号：03-5459-0522 

 

※Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標ま

たは商標です。 

※その他、記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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