
 - 1 -

 

NEWS RELEASE 
2012 年 4 月 18 日 

株式会社インターコム 

（ 12-03 ） 
 

iPad 対応のホストアクセス用 5250※1 / 3270※2 端末エミュレーター 

「FALCON for iPad （英語バージョン）」を米国市場へ向けて販売開始 
 

 

コンピューターソフトウェア開発の専門会社、株式会社インターコム（本社：東京都台東区、代表取締役社長：高橋 

啓介）はこのほど、メインフレームやオフコンの専用端末と同等の機能を iPad 上で動作させるための iPad 用 5250 / 

3270 ホストアクセス ソリューション（端末エミュレーター）「FALCON for iPad （英語バージョン）」を新開発し、米国の

「App Store」での提供を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

（商品画像データ http://www.intercom.co.jp/press/imgdata/） 

 

「FALCON for iPad （ファルコン フォー アイパッド）」は、世界初の iPad 向け日本語版ホストアクセス ソリューション

として 2011 年 3 月に発売しました。発売直後から日本国内に限らず世界中でアプリのダウンロードが行われていま

す。過去一年間における日本の「App Store」でのダウンロード数は、海外からのダウンロード数が国内のダウンロー

ド数の 1.8 倍強※3 を占めました。その中でも、地域別のダウンロード比率が高かった米国に向けて今回新たに英語バ

ージョンの提供を開始することとなりました。 

 

現在「FALCON for iPad」は、IBM Power Systems （System i、iSeries、AS/400）※4 接続用の「FALCON 5250 for 

iPad」と IBM メインフレーム接続用の「FALCON 3270 for iPad」の 2 種類をラインアップしています。今回それぞれの

英語バージョンを開発し、「FALCON 5250 for iPad （英語バージョン）」については 2012 年 4 月 5 日（木）より、

「FALCON 3270 for iPad （英語バージョン）」については本日 2012 年 4 月 18 日（水）よりそれぞれ販売開始しました。 

 

「FALCON for iPad」の特長は、iPad の特性である高い操作性や携帯性を生かし、顧客先での商談シーンに利用で

きるなど、主にモバイル環境でのホストアクセス用途に有効なことです。企業における主な利用シーンとして、（1）

Bluetooth 対応のハンディターミナルと連携し、物流倉庫での検品作業を支援する端末としての利用、（2）訪問先で、

商談時のご提案から受注後の社内処理業務までの作業を進行できる日用品雑貨の営業支援端末としての利用など

を想定しています。 

 

なお今回の英語バージョンの発売に合わせて、日本語バージョンの法人向けライセンス販売専用商品「FALCON 

3270 for iPad コーポレイトエディション」を新たにラインアップしました※5。企業で一括導入する場合に、お取引のある

販売店より直接商品ライセンスのご購入が可能となっています。 

 
※1 5250 とは、IBM Power Systems （System i、iSeries、AS/400） に接続するための専用端末のこと。 
※2 3270 とは、IBM メインフレームに接続するための専用端末のこと。 

〒110-8654 東京都台東区台東 1-3-5
TEL：03-3839-6231（代表）

3270 ホストアクセス画面 5250 ホストアクセス画面 
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※3 2011 年 3 月～2012 年 2 月の 1 年間で「App Store」における「FALCON for iPad」シリーズのダウンロード状況を調べたところ、国内

からのダウンロード数の 1.84 倍のダウンロードが米国などの海外からなされていた（当社調べ）。 

※4 IBM Power Systems （System i、iSeries、AS/400） とは、IBM 社のミッドレンジコンピューター（基幹システムなどに利用される中規模

クラスのコンピューター）のブランド名のこと。 

※5 今回、ライセンス販売専用商品の「FALCON 3270 for iPad コーポレイトエディション」を新規ラインアップとして追加した。同じくライセ

ンス販売専用商品の「FALCON 5250 for iPad コーポレイトエディション」については、2011 年 10 月より既に提供を開始している。 

 

 

■「FALCON for iPad」 最新版の主なアップデート内容 

 

□FALCON 5250 for iPad （英語バージョン / 日本語バージョン Ver.1.0.8） 

・037（米国）コードページの対応。 

・各設定画面のセキュリティ（パスワードロック）対応※6。 

・マクロを使ったホスト操作の自動化に対応※6。 

 

□FALCON 3270 for iPad （英語バージョン / 日本語バージョン Ver.1.0.8） 

・037（米国）コードページの対応。 

・各設定画面のセキュリティ（パスワードロック）対応※6。 

・マクロを使ったホスト操作の自動化に対応※6。 

・ライセンス販売専用商品「FALCON 3270 for iPad コーポレイトエディション」の追加に対応※7。 

 
※6 それぞれ「コーポレイトエディション」のみ対応。 

※7 「FALCON 3270 for iPad コーポレイトエディション」の導入手順 

（1）お取引のある SIer など、販売店より商品ライセンスをご購入いただき「登録完了書」を入手する。 

（2）各 iPad 端末から「App Store」にアクセスして、「FALCON 3270 for iPad コーポレイトエディション」のダウンロードおよびインストールを

行う（プログラムのダウンロードは無料）。 

（3）iPad のホーム画面に作成されたアイコンをタップし、「FALCON 3270 for iPad コーポレイトエディション」を起動する。 

（4）起動直後に表示されるライセンス認証画面で、「登録完了書」に記載されている企業 ID、ユーザーID を入力して利用を開始する。 

 

 

■「FALCON for iPad」 商品ラインアップと価格 

 

（1）FALCON for iPad コーポレイトエディション （ライセンス販売商品） 

□商品ライセンス価格 

1 ライセンス ： 10,290 円（税込） 

10 ライセンス ： 102,900 円（税込） 

 

□年間保守ライセンス価格 

1 ライセンス ：  2,100 円（税込） 

10 ライセンス ： 21,000 円（税込） 
 

※年間保守ライセンスを毎年ご購入いただくことで、電話やメールによる継続した保守サービスをご利用いただけます（初年度の保

守ライセンスは本商品に付属しています）。 

※コーポレイトエディションについては、米国の「App Store」での提供を行いません。 

 

（2）FALCON for iPad  （1 ライセンスのみ） 

□価格 ： 4,800 円（税込 / 2012 年 4 月 18 日現在、54.99 米ドル） 

 

（3）FALCON for iPad FREE  

□価格 ： 無料 
 

※本アプリは、有料版の 2 商品と比べて機能の一部が制限されます。 

・接続先の設定は 1 つのみとなります。 

・ホットスポットの設定は 1 セットのみ（キー操作は 5 つまで）となります。 

・操作画面のツールバーは「Cancel」「Enter」のみ利用できます。 

・ファンクションキーがありません。 
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■「FALCON for iPad」シリーズ 商品 Web サイト 
 

□「FALCON 5250 for iPad」 商品 Web サイト 

http://www.intercom.co.jp/falcon/5250_ipad/ 
 

□「FALCON 3270 for iPad」 商品 Web サイト 

http://www.intercom.co.jp/falcon/3270_ipad/ 

 

 

■ホストアクセスソリューション 「FALCON シリーズ」 について 

 

1982 年に国内初のホストアクセス ソリューション（メインフレーム用端末エミュレーター）としてインターコムが開発。

1992 年から 「FALCON」 シリーズとして、累計で 2,905 社 / 102 万クライアント以上の導入実績を誇る名実ともに日

本を代表するホストアクセス ソリューションです。IBM、富士通、日立の各メインフレームおよび IBM Power Systems

（System i、iSeries、AS/400）に対応した、サーバー導入型およびクライアント（Windows PC および iPad）導入型の各

種プロダクトをラインアップしています。 
※商品情報サイト http://www.intercom.co.jp/falcon/ 

 

 

■株式会社インターコムの会社概要 

 

□設立 ： 1982 年 6 月 8 日 

□代表取締役社長 ： 高橋啓介 

□資本金 ： 8,400 万円 

□本社所在地 ：  〒110-8654 東京都台東区台東 1-3-5 反町ビル 

□TEL ： 03-3839-6231 （代表） 

□URL ： http://www.intercom.co.jp/ 

□事業内容 ： 1982 年の創業以来、パソコン向け通信ソフトウェア専門の研究開発型カンパニーとして、「まいと～く」 

「FALCON」 「Biware」など数々の商品を生み出し、今日ではパソコン業界を通して “通信のインターコム” との評価

をいただくほどになりました。近年では、企業、学校、コンシューマー向けに、通信（レガシー/インターネット）、セキ

ュリティ、ユーティリティ関連のソフトウェア・ハードウェアソリューションの研究開発・販売、EC ショップ運営などを行

っております。 

 

 

■「FALCON for iPad」に関する問い合わせ先 

 

株式会社インターコム 

営業本部 東日本営業部 法人営業グループ 

TEL： 03-3839-6370 

お問い合わせフォーム：  

http://www.intercom.co.jp/contact/falcon/product.html 

 

 

■本お知らせに関する問い合わせ先 

 

株式会社インターコム 

営業本部 マーケティング部 広報宣伝グループ 山中 弘重、澤田 季治 

TEL： 03-3839-6775  

 

 
※interCOM は、株式会社インターコムの登録商標です。 

※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。 

以上 


