
Tintri VMstorざTSOOO オールフラッシュシリ ーズ

仮想化専用、 業界最大規模のスケ ールアウトオ ールフラッシュストレ ー ジ

Tintri VMstore TSOOOオールフラッシュシリ ーズは、業界最大規模に拡張可能なスケ ールアウト オールフラッシュ ストレ ー ジです。

高密度3次元NANDドライブと容量拡張オプションを備え、バフォ ーマンス、容量、価格面で究極の柔軟性を実現します。ティントリのス

ケ ールアウト プラットフォ ームを利用することによって、2ラックユニットの17TBシステムから、最大16万台のVMをサポ ートする10PB

のオー ルフラッシュに拡張 が可能です。ティントリのVM最適化ストレ ー ジはバフォ ーマンスの分離とVMごとのサー ビス品質を確保しな

がら、フラッシュ容量全体の高いバフォ ーマンスと低レイテンシ ー を保証します。TSOOOシリ ーズではすぺての操作をVM単位で実行す

ることが できます—任意のVM(またはすぺてのVM)を 管理、複製、自動化、分析して、ストレ ー ジをシンプルに保ちます。
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・バフォ ーマンスの分離
VMごとのバフォ ーマンスレ ー ンにより、
ノイジーネイバー （うるさい隣人）から解放

• VMごとのQoS
サー ピス品質(QoS)ポリシ ーにより、
VM単位のバフォ ーマンスを保証

・ データリダクション
インラインの重複排除、 圧縮、
ゼロブロック最適化

• リアルタイムのアクショナブル
アナリティクス
ストレ ー ジ、 ネットワ ー ク、 ホストの
レイテン シ ーをVMごとに表示

• 同時マルチハイバーバイザー サポー ト
vSphere、 Hyper-V、RHEV、 XenServer、
OpenStackが単ーアレイ上で稼働

• VMごとのデータ管理
スナップショット、 クロ ー ン、 複製、
QoSポリシ ーをVM単位で管理

•選択
それぞれのモデルで3種類の容量を選択可能。
筐体内で容量拡張が可能なモデルも用意

・拡張性
17TBから容量をスケーリングし、 最大10PB以上の
巨大オ ールフラッシュプールを形成

•管理性
最大32ノ ー ド構成にした場合でも1画面の
管理コンソ ー ルで操作が可能、 ストレ ー ジ管理者は
1名のまま最大10PB以上の巨大な
オ ールフラッシュプールを運用

am a tis 
N E T W O R K S

「毎月の処理実行で約300,000トランザクションを生成する当社のお客様向けにTintri VMstore TSOOO 
オールフラッシュ シリーズを採用しました。これまではワ ー クロ ー ドの完了までに20時間以上かかり、障害が
発生しがちでしたが、採用後は4時間足らずで完了し、しかも毎回エラーも発生せずに実行されています。」

Amatis Netwa『ksCTO/創設者 Alex Fossa氏

www.tintri.co.jp 



Tintri VMstore™TSOOOオールフラッシュシリ ーズ

システム
タイプ

ソフトウェア
Tintri オペレーティング システム

フラッシュ

物理容量

論理実効容量
゜

VM 密度

VM数（最大）
vDisk数（最大）

ネットワー キング（コントローラあたり）
管理
データ

レプリケーション
ソフトウェア機能

物理仕様

寸法(HxWxD)
重量

電力／環境

ワット （標準）
BTU (標準）
電源
動作時の温度
非動作時の温度
動作時の湿度
非動作時の湿度

仮想化ソフトウェアのサポート
プロトコル サポート

ハイバーバイザー

デスクトップ仮想化
オプション ソフトウェア

VMスケールアウト
レプリケーション
暗号化

同期リカバリー

製品サポート

T5080 T5060 T5040 

オールフラッシュ、 デュアル コントローラー（アクティブスタンバイ）

4.2以上

25TB / 50TB (拡張可能） 12TB / 25TB (拡張可能）
92TB 46TB 

6TB / 12TB (拡張可能）
23TB 

69TB / 139TB (拡張可能） 35TB / 69TB (拡張可能）
最大308TB 最大154TB

17TB / 35TB (拡張可能）
最大77TB

5,000 
15,000 

2,500 
7,500 

2x 10GbE or 1GbE ( RJ-45) 

1,500 
4,500 

2xまたは4x 10GbE (SFP+またはRJ-45) 2x 10GbE (SFP+またはR」-45)
管理またはデータポートのオーバーレイ

イーサネット フェイルオーバー リンクアグリゲーション、VLANタグ付け、IPエイリアス、LACP

2 RU、 89 mm x 483 mm x 800 mm (ベゼルは含まず）
36.0 kg 

495 475 455 
1690 1620 1550 

ホット スワップ対応デュアル冗長電源 (NEMA またはIECプラグタイプから選択）
10 ° C ~ 35 ° C 

-40 ° C ~ 70 ° C 
8% ~ 90%(結露なし）
5% ~ 95%(結露なし）

NFS およびSMB3
VMware vSphere 5.x および6.x(NFS) 

Red Hat Enterprise Virtualization 3.4 (NFS) 
Microsoft Hyper-V 2012 (SMB3) 

XenServer 6.5 (NFS) 
OpenStack 2014.2.x (Juno) 以上

VMware Horizon (Viewを含む） およびCitrix XenDesktop (vSphere、XenServerまたはHyper-Vを含む）

Tintri Global Center Advanced (VM Scale-ou迅み）
Tintri ReplicateVM™ 

Tintri SecureVM'" 
Tintri S堕ncVM'"

管理
サポート

Tintri Global Center、Webインターフエ ース(https)、KVM(コンソール）、SMTP およびSNMP (アラート用）
自動化されたPhone Homeおよびケース作成によるプロアクティブなサポート

規制

コンプライアンス
安全性

RoHS, REACH 
CSA/EN/IEC 60950-1, GOST 

放射
エー ジェンシー

FCC Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A 
CE, CSA, VCCI, CCC 

(a) すぺての容塁値はBase 10に基づいており( 1 TB = 1,000,000,000,000バイト）ダブルバリ ティRAID-6、 スベア、 およびメタデータオ ーバ ーヘッド後の値です。

論理実効容量は、 インライン重複排除および圧縮を用いた データ削減後の値です。 シンプロピジョニングによる効果は含まれていません。 インライン重複排除および

圧縮によるデータ削減により、3-5倍の容量が節約され ます（実際の顧客の結果に基づく）。

info.japan@tintri.com I www.tintr1.co.」p※本カタログに用いられている商標は全て該当する会社が権利を保有しています。




