セキュア無線LANシステム Arubaシリーズ 導入事例
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e-mail webmaster@hitachi-solutions.com
「セキュア無線 LANシステム Aruba シリーズ」は、有線
LANと同等以上のセキュリティと、最高450Mbps の通信
速度を兼ね備えた高性能無線 LANシステムです。

http://www.hitachi-solutions.co.jp/aruba/

