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D&Lサイトナビでは
役立つ情報が満載！ http://www.d-par.com/

Lenovoサーバーがマイナンバー制度の安全な情報管理をお手伝い!!

信頼のLenovo System x

サーバービジネスを全方向でサポートする D&Lサイトナビ × X3Navi

2014年10月1日より、日本アイ・ビー・エム株式会社のx86サーバー事業は、
レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社が承継し、営業を開始いたしました。

D&Lサイトナビ 検索

活用
ガイド

NASの統合管理、ファイルサーバーの移行なら

Lenovo System x
NAS powered byVVAULT®

一般の企業ではどんな準備が必要？

マイナンバー制度運用開始

迫る！！

PC,サーバーの次はこれ!!

Lenovo Storage S2200&S3200
ストレージもLenovoにおまかせ! エンタープライズの
機能を備えたエントリー・ストレージがついに登場!!

ThinkPad W550s&W541の選び方
Lenovo ThinkPadの最高峰を持ち歩く！ 大好評!!

ウルトラブック ワークステーション



「技術的安全管理措置」には
Lenovoサーバーの導入をおすすめします!!

「アクセス制御」「アクセス者の識別と認証」
「外部からの不正アクセスの防止」

「（暗号化などによる）情報漏えいの防止」　

技術的安全管理措置

「取扱区域の管理」
「電子媒体を持ち出す場合の漏えい等の防止」

物理的安全管理措置

「取扱担当者の監督・教育」

人的安全管理措置

「組織体制の整備」「利用ログの記録」

組織的安全管理措置
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2016年から運用が始まるマイナンバー制度。一般の企業ではどんな準備が必要？

マイナンバー制度
運用開始
迫る!!

マイナンバーは、住民票を持つ全ての方に1人1つ、12ケタの番号を付して、社会
保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、「行政の効率化」「公平・公正な
社会の実現」「国民の利便性の向上」を目的として、複数の機関に存在する個人の
情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバーとは…

主に
ITの対応が

必要

政府のガイドライン(事業者篇)で定められている安全管理措置は「組織的」「人的」「物理的」「技術的」の4つの
分野に分かれており、それぞれマイナンバーを安全に管理するための具体策が定められています。

すべての企業に必須の4つの「安全管理措置」とは？

詳しくは次ページから
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マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」とされ、その取り扱いにおいて法令に違反
した者は、現行の個人情報保護法以上に厳しい刑罰が科されます。
全ての企業が、法で定められた社会保障・税などの手続きにおいて、従業員や業務委託者

（個人）などのマイナンバーを取り扱うことになるため、取扱いルールの策定や情報漏え
い等を防止するための安全管理措置を講ずる必要があります。

ここが
ポイント!



工場出荷前にファームウェアを書換えできない領域へバックアップし、万一ファームウェアの改ざんが発生した場
合には、バックアップから正規のファームウェアへ自動で書き戻すことで、安全にサーバーを起動します。外部から
の不正アクセスを未然に防ぎます。

「セキュリティ・ファームウェア・ロールバック」で外部からの不正アクセスを防止

セキュリティの確保を行う場合、もっともポピュラーは方法として暗号鍵を用いたデータへのアクセス制限が
あります。多くの企業が取り入れている方法ですが、セキュリティチップ（TPM2.0-TRUSTED PLATFORM 
MODULE2.0）を使うことで、よりセキュアな環境をつくることができます。

標準装備※の「セキュリティチップ」で情報漏えいを防止※System x3850 X5/x3950 X5は対象外

出荷前に書き換えできない
領域へバックアップ

不正なファームウェア
を更新してしまった！！

バックアップからの書き戻しで
安全にブートを継続可能！！

■セキュリティチップ（TPM）
　非搭載モデル

■セキュリティチップ（TPM）搭載モデル
　Lenovo System x

TPM非搭載のサーバーは暗号データに加え、暗号鍵
もHDD内で管理します。暗号鍵を移動・削除した場合
でもHDD内部にヒントが残る可能性があります。

TPM搭載モデルでは、データ暗号化の鍵をセキュリティチップで格納・
管理するのでハードディスクに暗号解読のヒントがありません。万一、
ハードディスクが盗難された場合でも、データの漏えいを防ぎます。

暗号データ 暗号鍵 暗号データ 暗号鍵

不正アクセスや情報漏えいの防止に
ぴったりの機能が魅力。
安全なマイナンバーの情報管理は
まずサーバーから!!

Lenovoサーバーがマイナンバー制度の安全な情報管理をお手伝い!!
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信頼の Lenovo System x

http://www.d-par.com/もしくはD&Lサイトナビ 検 索詳しくは



信頼の「Lenovo System x NAS」と最も手軽なストレージ仮想化ソフトウェア「VVAULT」のコラボレーションが実現！
Lenovo System x NAS powered by VVAULT®とは？

VVAULTを導入すると、System x NAS本体に内蔵されたHDDはもちろん外付けのHDDやネットワーク内の
NASに至るまで、Windows OSで認識できる全てのNASを仮想化統合できます。統合後は管理、バックアップと
もに一元化できるので、効率的なデータ管理が可能です。

乱立したNASを統合＆一元管理NAS

Lenovo System x NAS powered by VVAULT

VVAULTは、システム管理者のお悩みを一挙に解
決するストレージ仮想化ソフトウェアです。Windows上にマ
ウント可能なあらゆるストレージを一つに統合して大容量の
仮想ストレージを手軽に構築できます。 またバックアップやレ
プリケーション機能をはじめとした先進的な機能で、運用の効
率化と業務の継続性を徹底的に追求しています。

VVAULT
System x NASシリーズは、System xサーバー

をベースに、ファイルサーバー向けOS「Windows Storage 
Server」をプリインストールしたモデルです。クライアントア
クセスライセンス（CAL）が不要なためコストを抑えられます。
また、障害予知や障害発生個所を特定できる機能を標準装備
した、信頼性の高いSystem xを使うことで、お客様の大切な
データを守ります。

Lenovo System x NAS

こんな悩みをお持ちの方に

CLOUD

CLOUD

容量不足で無計画に増設したNASや
ファイルサーバーが乱立状態…

統合するにも、
手間もかかるし、
業務に支障が…

今までのアカウントや
共有情報はどうなるの？

ストレージが多すぎて
管理が大変…

システム管理者システム管理者

Lenovo System x NAS powered by VVAULTで解決！！

仮想ドライブ

スッキリ統合、一元管理！！仮装統合することでストレージ管理、
バックアップとも一元化！

簡単な操作で、しかもデータ移行完了を
待たずに利用再開可能！

アカウントや共有情報・設定、
アクセス権なども自動で移行！
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Lenovo System x NAS  powered by VVAULT®

NASの統合管理、ファイ  ルサーバーの移行なら



Lenovo System x NAS powered by VVAULT（100ユーザーまで/4TB）
クラウドストレージ容量・タイムマシン保存期間無制限、HA機能付きのEnterprise Model と、エントリーモデルのProfessional Model
をご用意しています
《ハードウェア仕様》スペック：Intel Xeon 3.10GHz 2core / 8GB Memory / 8TB HDD

プリロードOS ：Windows Storage Server 2012 R2
保証：1年 24hx7days (CRU) 

製品番号 製品名 数量
5457-PAB Lenovo System x3100 M5 モデル PAB ファースト・セレクト (3.5型 SAS/SATAモデル) 1

《ソフトウェア仕様》共通機能：ストレージ統合、データ移行、バックアップ、レプリケーション（HAはEnterpriseのみ）
有効期間：1年（サブスクリプション、2年目以降は要更新）

VVAULT Enterprise Professional
HA機能 ○ ×

クラウドストレージ容量 無制限 1TB
タイムマシン保存期間 無制限 31日まで

インスタンス数 2 1

《キッティング仕様》Windows Storage Server 2012 R2基本セットアップ
VVAULTダウンロード、インストール
仮想Vドライブ作成、マウント　他

合　　計
Enterprise Model
650,000円～

Professional Model 
500,000円～

エンドユーザー様向け標準価格です。上記構成以外の構成も見積もり可能です。
お客様の仕様に応じた構成を作成する場合には、ダイワボウ情報システム株式会社　各営業拠点　にご相談ください。

※ IDCFクラウドご利用の場合の費用は含まれません

中小企業のお客様に最適!!お求めやすい最小構成をご案内

移行後環境既存環境

移行後環境で業務既存環境で業務

ネットワーク

移行完了後に
現行サーバーと
切り替えバックグラウンドで自動移行 1台に集約！！

0！！
ダウンタイム

診断ツールで
環境情報を抽出

ネットワークに追加

VVAULTの「Vマイグレーション」機能は移行ジョブを事前に診断し、発生する可能性が高いエラーや移行の所要
時間をあらかじめ把握する事で安全かつ確実にデータを移行することができます。
実際の移行は現行サーバーのバックグラウンドで自動処理されるため、業務に影響を与えない「ダウンタイムゼロ」
での移行が可能です。

業務を止めない「ダウンタイムゼロ」でファイルサーバーを移行ファイル
サーバー
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Lenovo System x NAS  powered by VVAULT®

http://www.d-par.com/もしくはD&Lサイトナビ 検 索詳しくは
VVAULTの動画も公開中！！

移 行 準 備 診断ツールで移行に掛かる時間や発生する可能性の高いエラーを事前に診断1

データ移行 アクセス権や共有情報も含め、バックグラウンドで現行サーバーを止めずに自動移行2

NASの統合管理、ファイ  ルサーバーの移行なら DIS
オリジナル



わかりやすい管理画面と豊富な機能が魅力!!
障害の発生しにくい安心のエントリー・SANストレージ

「Storwise V3700」との比較で見えてくる!!
「Lenovo Strage S2200/S3200」はこう使う

「Lenovo Strage S2200/S3200」は
小～中規模ビジネスが得意!!
中規模以上のビジネス向けの機能が充実し
ている「V3700」に対し、シンプルな設計な
がらビジネスに十分な機能を持つ「S2200/
S3200」は小～中規模ビジネスにおすすめ
です。ビジネスの成長を見据えたスモールス
タートにもぴったりの拡張性とコストメリット
のある価格も魅力の「S2200/S3200」。
新しいLenovo Storageがお客様のビジネス
を強力にサポートいたします。

特徴 Lenovo Storage
S2200/S3200 Storwize V3700

データ容量規模 小規模～中規模(最大192ドライブ) 中規模(最大240ドライブ)

ホスト(サーバー)接続規模 小規模～中規模 中規模

ホスト接続 SAS, iSCSI, FC SAS, iSCSI, FC, FCOE

可用性(冗長化) デュアル構成(シングル構成可) デュアル構成(標準)

バックアップ(最大スナップショット) 1,024 2,048

災害対策（リモートコピー) なし 同期、非同期

既存装置からのデータ移行 なし あり

キャッシュ容量 12GB 16GB

ストレージ管理 Webベース(日本語対応) Webベース(日本語対応)

データ階層化(自動再配置) リアルタイム(5秒ごと) バッチ処理(24時間)

階層化の単位 4MB(きめ細かく処理) 16MB（8GB）

SSDキャッシュ あり（標準） なし

キャッシュの保護 スーパーキャパシタ方式
(バッテリー&交換不要)

バッテリー方式

SSDアクセス形態 リアルタイムなアクセス変化 日、週単位のアクセス変化

負荷パターン シーケンシャル処理 ランダム処理

価格(税別) 98万円～ 110万円

5秒ごとにデータへのアクセス頻度を分析し、頻繁にアクセスさ
れるデータを高性能のドライブ(SSD)へ自動的に移動すること
で、データの読み書きを高速化します。

高パフォーマンスを実現

S2200は最大96台、S3200は最大192台のドライブまで拡張可
能!!ビジネスの成長に合わせた拡張が可能です。

拡張も自由自在

システムの稼働率99.999%を目指した壊れにくい安心の設計。
万一の場合でもIBMが保守サービスを実施いたします。

安心の設計とIBM保守

データの移行やダウンタイムなしでS2200からS3200へアップ
グレード可能!!ビジネスを止めずにシステムの増強ができます。

簡単アップグレード

ホスト接続はSAS、FC、iSCSIに対応!!S3200はFCと iSCSI、また
は SAS のハイブリッド接続が可能です。既存環境への導入も柔
軟です。

柔軟な導入が可能

直観的でわかりやすい管理ツール「Lenovo SAN Manager」を
標準装備!!複雑なストレージの運用管理も安心です。

わかりやすい管理画面
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PC,サーバーの次はこれ!! 新登場！！
ストレージもLenovoにおまかせ! エンタープライズの機能を備えたエントリー・ストレージがついに登場!!

Lenovo Storage S2200 & S3200



デスクトップとしてオフィスでの使用に限定されることが多かったワークステーション。
Lenovoでは、「ThinkPad」のラインアップに、簡単に持ち運べる薄型・軽量のウルトラブックワークステーション

「ThinkPad W(ワークステーション)シリーズ」をご用意！

伝統のTrackPointと独立した3ボタンのタッチパッド、テンキー
付きキーボードで快適な入力。
また、ThinkPadのオプション「ドッ
キングステーション」を使用すれ
ば最大3系統へのモニター出力も
可能で、利便性に優れたマルチモ
ニター環境を実現します。

快適な作業環境をサポート

熱発生の多いグラフィックスボード「NVIDIA Quadro」のウルト
ラブックへの搭載に際し、レノボ大和研究所での周到な設計開発
により、薄型軽量を克服する冷却技術を実装。
安定した動作と静音性を実現しています。

薄型軽量と冷却性能を両立

デ ィス プ レ イ は フ ル
HD(1980×1200に加
えて、3K(2880×1620
が選択可能。　
映像編集など高い解像
度を求められる作業にも
対応できます。

高解像度3Kディスプレイ

動画や画像編集ソフトウェアメーカーの認証
を受けているグラフィックスボード「NVIDIA 
Quadro」(W550sはレノボ向けに開発さ
れたQuadro K620M 、W541はQuadro 
K2100M/K1100M)を搭載。
2次元から3次元CAD、建築土木でのCIM/
BIMの快適な操作が可能です。

安心のグラフィックスボード「NVIDIA Quadro」

持ち運び性能やバッテリー駆動時間を優先する業務にはThinkPad W550s、
少し荷物が重くなっても性能重視ならThinkPad W541がおすすめです!!

Think Pad W550s

W550s

W541

Think Pad W541

製品番号：20E20011JP

製品番号：20EGS12300

15.6型 ウルトラブック・ワークステーション
●薄さ22.4㎜のウルトラブック筐体
●小型軽量65W ACアダプター
●安心のグラフィックス Quadro K620M搭載
※W550sは光学ドライブはオプションです。

●最新のクアッドコアプロセッサと最大メモリ32G
●最大転送速度10Gbpsの高速インターフェース
　Thunderbolt
●安心のグラフィックス
　Quadro K2100M搭載

15.6型 フルスペック・モバイルワークステーション

ダイレクト
価格（税別） ¥237,000

ダイレクト
価格（税別） ¥272,000

薄さ

22.4㎜

薄さ

27.9㎜

重さ
2.23kg

重さ
2.72kg

ビジネス
グラフィックス

2D CAD

BIM/CIM

ソリッド
モデリング

動画編集

客先プレゼン

Photoshop

AutoCAD LT
AutoCAD

Revit , ArchiCAD , Vecterworks

Infraworks , Civil 3D

SOLIDWORKS , CATIA
Creo

PowerPoint

Premiere PRO , After Effects

日常の業務社内打合せ

業務分野別のおすすめ

シ
ン
プ
ル

重
い・複
雑

持ち運びが楽 性能重視
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大好評!! ウルトラブック ワークステーション

ThinkPad W550s & W541の選び方

Lenovo ThinkPadの最高峰を持ち歩く！

●ウルトラブック ワークステーションとは？
インテルが提唱する薄型・軽量のモバイルノートパソコンをベースに、CAD、グラフィックス
デザイン、高度な技術計算や事務処理などに特化した業務用の高性能マシン

アタリ画像



ダイワボウ情報システム株式会社 取り扱い店　印

買い替え後、不要になった機器をリサイクル

法人向け買取サービス

古物買取扱いの関係上、買取金額は機器の所有者様への直接のお支払いとなります。
また、機器内データは送付前にお客様の自己責任で消去いただけますようにお願いいたします。
なお、買取後も全数データ消去作業を実施しております。

お問合せはこちら

Mail kaitori@pc-daiwabo.co.jp

買取対象品目と買取金額
その他

ご相談下さい!
ノートPC
タブレットPC
50 円～

液晶ディスプレイ
50 円～ サーバー 50 円～ ネットワーク機器 50 円～

デスクトップ
100 円～

廃棄費用が削減！ マニフェスト伝票も不要!! 3R活動に貢献!!!廃棄費用が削減！ マニフェスト伝票も不要!! 3R活動に貢献!!!買取
なので
買取
なので

キッティングフリーキャンペーンや、各種有料オプションサービスを取り揃えています。

基本サービスはここまでやります!!

納品

キッティングフリーキャンペーンの期間・詳細はこちらでご確認ください。 http://www.d-par.com/d/kit3/

Block 1

Block 2

Block 3

Block 4

Block 1

Block 2

Block 3

Block 4

RAID 1

DRIVE 1 DRIVE 2

サーバーへの内蔵可能なオプション
取付を行います。

RAIDの設定および最新のファーム
ウェアアップデート作業を行います。

DIS指定の標準構成でOSを初期導
入し、電源を投入するとセットアップ
ウィザードが起動する状態にします。

設定値として「指定されたとおり構
成されているか」「テスト結果に異常
はないか」の確認を二重で行い、作
業の品質を保持しています。

お客様視点で考えた丁寧な梱包作
業を行い、オプションパーツの梱包
資材は処分し、できる限りの最小箱
数で納品します。

キッティング
サービス

3
STEP

キッティング
サービスの依頼

2
STEP

System x キッティングフリーキャンペーン

有
料
オ
プ
シ
ョ
ン

有
料
オ
プ
シ
ョ
ン

1
STEP

設定情報
の確認納品まで3ステップ !

サーバーキッティング
サービスを利用すると

UPS ネットワーク設定UPS ネットワーク設定
・UPS へのネットワーク設定（IP、Mask Gateway）

UPS Expanderカード、
SNMPカードキッティング（設定無し）

UPS Expanderカード、
SNMPカードキッティング（設定無し）

・Expander、SNMPカード増設

UPS管理ソフトインストールUPS管理ソフトインストール
・UPS 管理ソフト標準インストール

・シャットダウンテスト

UPS（無停電電源装置）の各種設定

BackupExec導入BackupExec導入 ARCserve導入ARCserve導入
バックアップアプリケーション導入

IMM基本セットアップIMM基本セットアップ
・FoDアクティベーションキー適用 ・ライセンス運用　・ログイン情報
・弊社パラメーターシートの範囲の基本セットアップ

NICチーミング作業（Windows）NICチーミング作業（Windows）
・メーカー提供のチーミングツール利用
・アクティブディレクトリ（フォールトランス）での設定。　・片系切断による動作テスト

システム管理ツール（IMM）の基本セットアップ〔サーバーをwebブラウザーから管理〕 ネットワークアダプタの設定〔ネットワークの冗長化・帯域拡張〕

出荷前に設定された状態で発送される
便利な追加オプションサービスがおすすめ!!

追加したいオプションがあるけど

設定が難しそう･･･ SEのリソースが
足りない･･･

価格については、DIS支店営業までご相談ください。

※ディーアイエステクノサービス株式会社は平成27年4月にディーアイエス物流株式会社と合併し、ディーアイエスサービス&サポート株式会社として営業を開始しました。

OS初期導入作業RAID設定及びファームウェア
アップデート作業 品質検査作業 梱包作業ハード組込み作業

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出
力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。 ●画面ははめ
込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は２０１5年7月1日現在のもの
です。 ●製品、サービス等詳細についてはダイワボウ情報システム株式会社の営業担当者に
ご相談ください。 ●このカタログに掲載されている価格および料金は、2015年7月1日現在の
もので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネッ
ト・ホームページをご参照ください。  ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付
されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されてい
るものとは異なる場合があります。

ディーアイエスサービス＆サポート株式会社※

充実のサービス&サポート

2015 Vol.2
活
用
ガ
イ
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