Press Release
Cell Technology and Lionic Enter Technology Partnership
Enable a next generation of network security solution into market
Hong Kong, April 30, 2009 – Cell Technology (Cell), a network & security technology provider
headquartered in Hong Kong announced today that a technology partnership is formed with Lionc Corporation
(Lionic). Lionic is an innovative network security chip design company headquartered in HsinChu, Taiwan.
They provide an optimal cost-performance solution for network security products up to 4 Gbps throughput
performance. Recently, Lionic was awarded one of the Red Herring Top 100 Global Company in 2008.
“We target to design a next generation of network security product to meet the new requirements of our
current customers. Lionic can provide a portfolio of network security chips with innovative applications that
can be flexible to design into our current hardware appliance. We have tested a series of rigorous and
stringent individual testing suites to prove their chip performance resulted with very high reliable and accurate
even under extreme circumstances.” Mr. Derek Lee, CEO of Cell said. “Cell has already provided high quality
of network & security product solution to many carrier customers in Asia Pacific, such as Taiwan and Japan.
Lionic enables Cell to accelerate their security appliances with a performance improvement up to 4Gbps to
meet their carrier customers’ expectation. With our chip technology design, it can also speed up the
development cycle to launch her products time to market.” Mr. Eric Lu, CEO of Lionic said.
Cell has planned to launch the new models of Unified Threat Management (UTM) product portfolio into
market. Cell UTM can offer a complete set of network security applications: Anti-Virus (AV) scanning and
blocking, Intrusion Detection and Prevention (IDP), Instant Messaging/Peer to Peer (IM/P2P) application
control and management, web application management such as anti-malicious URL and its protocol filtering.
With Cell NetsVision, our centralized management platform deployment, Cell UTM product is targeted for
service providers and Security Operation Centers (SOC) to offer their managed UTM service.
For further information on Cell UTM product, please visit www.cell-technology.net

About Cell Technology
Cell Technology headquartered in Hong Kong SAR, is a network & security technology provider specializing in
designing, developing and delivering innovative and intelligent IP packet processing engines which can be
integrated into software platform and hardware appliance. Cell product solutions address the business
needs, such as optimizing the IP networks performance, securing the network security and resiliency, and
managing the quality of IP services. For more information, please visit www.cell-technology.net.
About Lionic Corporation
Lionic Corporation headquartered in HsinChu Taiwan, is an innovative network security chip and IP design
company. It provides optimal cost-performance solution for network routers and security application.
Starting from its unique product line of virus scan chips, Lionic’s technologies can also be leveraged to highly
integrated and feature-rich network security SoCs with multiple functions such as firewall, VPN, intrusion
detection and virus scanning. More information is available at www.lionic.com.

Press Release
Cell Technology と Lionic が技術的パートナーシップを結ぶ
次世代型ネットワーク・セキュリティのソリューションを提供する
香港 2009 年 4 月 30 日付 – 本日、香港に本社を置くネットワーク&セキュリティの技術を提供する Cell
Technology (Cell)社は Lionic Corporation (Lionic) 社と技術的パートナーシップを発表しました。
Lionic は台湾、新竹市に本社を置く革新的なセキュリティ・チップの設計を主要業務としています。そし
て 4 Gbps スループットまで可能なネットワーク・セキュリティ製品用のコスト・パフォーマンスに優れた
ソリューションを提供しています。かねて、Lionic は 2008 年度に世界の技術革新における有望な新興企業
を示すレッドへリング・トップ 100 を受賞しています。
“私達は既存顧客の新しい要望に答えるべき次世代型ネットワーク・セキュリティ製品を目標にしていま
す。Lionic は我々の現行ハードウェア・アプライアンスへ柔軟に組み込み可能な革新的なアプリケーショ
ンと共にネットワーク・セキュリティ・チップのポートフォリオの提供が可能です。私達は厳しい環境下に
おいても高い信頼性と正確な結果を持ってチップ・パフォーマンスの試験に適した厳密な一連の試験を遂行
しました。”と Cell CEO の Mr. Derek Lee 氏は言います。“Cell は既に台湾、日本を含むアジア太平洋地
域に多くの通信キャリアに品質の高いネットワーク&セキュリティ製品を提供してまいりました。Lionic に
よって Cell はセキュリティ・アプライアンスを通信キャリアが期待するパフォーマンス (4Gbps)へ到達す
ることが可能になります。また、チップの技術設計は Cell の開発サイクルを促進し、市場に適した製品の
投入を可能にする。” と Lionic CEO の Mr. Eric Lu 氏は言います。
Cell は新しい UTM (Unified Threat Management) モデル製品の発売を予定しています。その Cell UTM 製品
は一連のネットワーク・セキュリティの機能を備えます。 : アンチウィルス (AV) 、侵入検知防御 (IDP)、
インスタント・メッセンジャー/ピア・トゥ・ピア (IM/P2P) 制御と管理、アンチ・マリシャス URL とプロ
トコル・フィルタ等集中管理プラットフォームである Cell NetsVision との組合せで UTM 製品のターゲット
はサービス提供業者とマネージド UTM サービスを提供する SOC (Security Operation Center)となっていま
す。
Cell UTM 製品に関する詳細な情報は次のサイトを参照下さい。 www.cell-technology.net

Cell Technology
香港 SAR に本社を置く Cell Technology は革新的なソフトウェアとハードウェアの統合を可能にするインテ
リジェント IP パケット処理エンジンの設計、開発、供給を主業務とする。Cell 製品はネットワークのパフ
ォーマンス、セキュリティ、信頼性、IP サービスの品質のようなビジネスニーズに焦点を当てる。
詳細な情報は次のサイトを参照下さい。www.cell-technology.net.

Lionic Corporation
台湾、新竹市に本社を置く Lionic Corporation は革新的なネットワーク・セキュリティ・チップと IP 設計
の会社です。ネットワークのルータとセキュリティにコスト・パフォーマンスなソリューションを提供する
ことをミッションとする会社です。ユニークなウィルスをスキャンする製品からスタートし、 Lionic の技
術は機能豊富な FW、VPN、侵入検知、ウィルススキャン等のネットワーク・セキュリティに製品に活用され
る。詳細な情報は次のサイトを参照下さい。 www.lionic.com.

