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

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。
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ガイド

マイナンバー対策!!ファイルサーバーソリューション

Lenovo System x
NAS powered by VVAULT®+AUDIT

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!!

Lenovo System xマイナンバー
制度には

マイナンバー制度運用開始
ついに

運用に役立つ様々なポイントをご紹介！

装いも新たにLenovo PCが新登場!!

ThinkCentre M600 Tiny ThinkPad Yoga 260&

Lenovoファースト◦セレクト 
迷ったらこれ!! お手ごろ価格ですぐに使える Lenovo System x

セットアップ
サポート90

おすすめ
ポイント
その１

コールホーム
 (ハードウェア障害自動通報)

おすすめ
ポイント
その2
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Lenovoサーバーが安全な情報管理をお手伝い!!

マイナンバー制度には Lenovo System x
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。

セキュリティの確保を行う場合、もっともポピュラーな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。

セキュリティチップ
（TPM2.0)とは？

「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

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

マイナンバーを含む特定個人情報の安全管理が義務化!! ITで対応する「技術的安全管理措置」の
ポイントとは？

マイナンバー制度
ついに
運用開始!!

特定個人情報へのアクセス管理・情報漏えい防止など、
下記４点は特に企業が講じるべき技術的安全管理措置です。

Lenovo System x の機能とサードパーティーソリューションを使えば、
最低限必要な安全管理措置を実行可能です!!

技術的安全管理措置　＝　情報セキュリティここが
ポイント!

1

3

2

4

アクセス制御

外部からの
不正アクセス等の防止

アクセス者の識別と認証

（暗号化などによる）
情報漏えい等の防止

Lenovo System xと人気の仮想ストレージソリューションでマイナンバー対策!!

LOG

組織体制

事務取扱 事務取扱

●●●●●

●●●● ●●●●
LOG

LOG

組織体制

事務取扱 事務取扱

●●●●●

●●●● ●●●●
LOG
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Lenovo System x NAS powered 
by VVAULT®+ AUDIT

Lenovo System x NAS + VVAULT + AUDIT ＝ マイナンバー制度対応ソリューション

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

DIS
オリジナル

NEW
ファイルサーバーの簡単移行・乱立したNASの統合管理ソリューションに、マイナンバー対策にもピッタリのファイル
サーバーのアクセスログ管理 (AUDIT)を追加!!　不正アクセスを見逃さない!!

VVAULT®AUDIT でアクセスログを管理!!
ファイルのアクセス履歴や安全管理の証跡としてログを保存

操作日時 パス アカウントID 接続元 操作内容 操作結果
2015/05/14 12:34:53 \共有\人事部\社保関連申請書.docx Taro@Lenovo 192.168.10.4 （PC01） 読み取り 成功
2015/05/14 15:02:10 \共有\人事部\社保関連申請書.docx Jiro@Lenovo 192.168.10.82 （PC32） 読み取り 失敗
2015/05/14 16:36:12 \共有\営業部\機密情報\顧客リスト.xlsx Taro@Lenovo 192.168.10.4 （PC01） 書き込み 成功
2015/05/14 18:43:20 \共有\営業部\機密情報\顧客リスト.xlsx Goro@Lenovo 192.168.10.56 （PC85） 削除 成功

端末の操作ログでは
外部犯行は分からない

正しいアクセス権で
運用管理されているか

特定個人情報が確実に
削除されているか

担当者

一般従業員

共有フォルダ

ゴミ箱

Lenovo System x NAS 
powered by VVAULT®+AUDIT

Word

Excel

ログで管理

中小企業のお客様に最適！ お求めやすい最小構成 ※ クラウドご利用の場合の費用は含まれません

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/AUDIT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
700,000円～

Professional Model 
550,000円～

エンドユーザー様向け標準価格となります。上記構成以外の構成もお見積もり可能です。 
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 各営業拠点までご相談ください。

不正な機器による
アクセスが無いか
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迷ったらこれ!! お手ごろ価格ですぐに使える Lenovo System x

エントリー・
サーバー

エンタープライズ・
サーバー

NASサーバー

Lenovo ファースト・セレクト 
Lenovoが市場のトレンドから売れ筋のサーバースペック・構成をセレクト。
各種オプションを組み込んだ人気モデルをお手ごろな価格でお届けします!!

「価格重視」や「エンタープライズ・ビジネス」など、あらゆるニーズにお応えするラインアップの一部をご紹介します。

ファースト・セレクトはここがおすすめ!!

ファースト・セレクト ラインアップ

Lenovoファーストセレクトのおすすめポイントをさらに詳しく!!

X3100 M5

X3500 M5

X3250 M5

X3650 M5

X3100 M5L

X3550 M5

タワー型/ラック型　各種

在庫があれば最短で24時間以内に出荷可能!!　
ビジネスの最前線で人気の高いオプション製品が組み込み済みなので、お手元に届いてからすぐに
ご利用いただけます。

すぐに使える

通常モデルに比べてお手ごろな価格(約20%OFF)でご提供します。

お手ごろ価格でご提供¥¥
OFF

約20%
OFF

約20%

3年間24時間365日当日対応※の標準保証付きで早朝や夜間のトラブルも安心。
また、納品後の3カ月間、導入時の技術的なご質問にメールでお答えする導入支援

「セットアップサポート90」も標準添付。 ※ 一部製品を除く

充実の保証と導入支援
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購入後のサーバー導入セットアップもこれで安心!!  

迅速なハードウェア障害対応が可能に

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！！

● 追加料金なしで利用できます(保守期間中である必要があります)
● 管理サーバーの用意やエージェントの導入は不要です
● 24時間365日, システム監視が行えます
● ハードウェア障害イベント以外に構成情報、障害ログも送付します
● お客様に設定いただいたコンタクト先にIBMからご連絡します

サービス
提供時間

サービス
依頼方法

サービス
内 容

セットアップサポート90

コールホーム (ハードウェア障害自動通報)

セットアップサポート90は、保証開始日から3カ月間、導入時に関する技術的な問い合わせにメールでお答えする
サービスです。
Lenovo サーバー関連製品のオプションの初期導入時、Lenovo OSのインストールに関する技術支援が無償で
受けられるので、パートナー様も安心です。

IBMのハードウェア障害自動通報サービスにより、緊急度の高いハードウェア障害をIBMへ
自動通報できます。
メーカーへの連絡が不要で迅速な障害対応が可能になるため、運用の負荷を軽減することができます。

おすすめ
ポイント
その１

おすすめ
ポイント
その2

Help!

月曜日～金曜日　9:00～17:00
※祝日および年末年始（12月30日から1月3日）を除く

下記リンクからセットアップサポート 90 質問フォーム（PDFフォーム）をダウンロードし、必要事項をご記入の上
xserver@lenovo.com までeメールでご依頼ください。折り返しご連絡させていただきます。
(リンク)　http://www.lenovojp.com/server/services/ss90mail.shtml
● 本体の設置・初期導入セットアップ、各オプション製品の取り付け・セットアップに関する支援
● サポートOS（Windows、Linux）※1のインストールについての支援　　※1 VMwareはサポート対象外
● OSに対するデバイス・ドライバー導入の支援
● 同梱されている技術資料の疑問点に対する支援
●  製品の製造元、Microsoft社、および Linux ディストリビューター各社が公開している情報に基づいた範囲での導入支援
● 初期設定時に障害が発生している場合、既知の情報に基づき問題解決を支援

こんなメリットも！

ご連絡

障害自動通報
ログ送付

お客様システム環境 IBM H/W 障害
テクニカルセンター お客様 ( 運用担当者 )

LOG障害発生!!



ThinkCentre M600 Tiny ＆ 
ThinkPad Yoga 260

省スペースコンパクトデスクトップPCと薄型軽量マルチモードPCが装いを新たに新登場!!
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NEW
1辺のサイズはわずかゴルフボール4個分!!　群を抜く省スペース設計

使用するシーンにあわせて4つのモードに変化!!　自由なスタイルが魅力

ThinkCentre M600 Tiny

ThinkPad Yoga 260

1辺のサイズが、わずかゴルフボール4個分。群を抜く省スペース設計により、さまざまな
シーンで活躍。コンパクトな筺体は、VESA規格(ディスプレイをアームに取り付ける規格)に
対応。オプションのマウントを使ってモニター背面や各種アームに簡単に設置することが可
能です。また、各種機器への組み込みや机下への取り付けなど、さまざまな場所に設置する
ことができます。

ディスプレイ部分を回転させることで、4つのモードに切り替えることが可能です。たとえば
文書作成や動画編集はラップトップ、ビデオ会議はスタンド、Webでの検索や資料閲覧は
タブレット、プレゼンテーションはテントと、用途に合わせて自由なスタイルで利用すること
ができます。ビジネスシーンに合わせて、端末を変える必要はありません。

¥62,000～

¥169,000～

ダイレクト
価格(税別) 

ダイレクト
価格(税別) 

＜ ThinkCentre M600 Tiny標準仕様＞
● 前面USBポート USB3.0 × 2 (内、Powered USB × 1)　　● 背面USBポート USB3.0 × 2　　● USB2.0 × 2　　● VGA × 1　　
● DisplayPort × 2　　● イーサネット： RJ-45 × 1　　　
● オーディオ関連ポート ： 前面：マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック × 1（前面）　マイク入力 × 1、 ヘッドホン出力 × 1 　背面：ライン入力 × １
● 本体質量  約 1.25kg (最大構成時)　　● 本体寸法  （幅×奥行×高さ）34.5x182x179mm

＜ ThinkPad Yoga 260標準仕様 ＞
● バッテリー駆動時間最大 約10時間　　　● ポートUSB 3.0 × 1　　　● Powered USB 3.0 × 1　　　● OneLink+ × 1　　　
● Mini DisplayPort × 1　　　● HDMI × 1　　　● マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック × 1　　　
● オーディオ機能デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio Premium対応)
● 本体質量約 1.36kg (最小構成時）　　　● 本体寸法(幅×奥行×高さ) 309.9x220x17.8mm

VESA規格

オプションのマウ
ントを使ってモニ
ター背面や各種
アームに簡単に設
置することが可能

マルチ・
ディスプレイ

最大3台までの外
部ディスプレイへ
の出力が可能

キーボード
パワーオン

USBキーボード
による起 動 が 可
能。「Alt+P」を押
すだけで電源が
入ります

最適化された
冷却機構

使用環境や必要性
に応じ、静音性と冷
却性のどちらを重視
するかにより、BIOS
での設定が可能

セキュリティ

セキュリティーチッ
プ（TPM）搭載。ま
た、ケンジントン・
ロックで物理的な
盗難防止が可能

OneLink+

Lift'n' Lock
（リフトンロック）

ディスプレイ

薄型軽量

4つのモード

USB、HDMI、電源端子を一体化したLenovo独自のポート、OneLink+を採用

タブレットモードにすると、キーボード面のフレームが上昇。キーがロックされ、キートップ
の引っかかりやトラックポイントのキャップはずれを防止

ディスプレイは12.5インチ フルHDマルチタッチディスプレイを採用

薄さが約17.8㎜、軽さが約1.36㎏で前モデルから約１6mmの薄型化と
約15%の軽量化を実現

使用するシーンに合わせて快適に操作ができる
「ラップトップ」「スタンド」「テント」「タブレット」の4つのモードに変化
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社内の新人研修にもピッタリ!!　定番セッションを一部ご紹介

ビジネス・パートナー様向け 

レノボ出前早わかりセミナー

全国どこへでも駆けつけます!!　無料のオンサイト・セミナー 

Lenovoの取り扱い製品やソリューションの概要を学んでいただくための無料オンサイト・セミナーです。
製品やソリューションの特徴や訴求点、アピール・ポイントなど、ご指定の開催場所に講師がお伺いし、わかりやす
くご説明いたします。（技術に詳しい方向けの内容ではありません）

【製品の基礎】今さら聞けない!?　製品の基礎
ID タイトル 概要 時間

A-110 企業向けPCとは 自宅や会社で使うのが当たり前になっているPC。当たり前過ぎて、意外に知らないPCとは何か？を
ご説明いたします。 20分

A-120 企業向けタブレットとは 様々な分野で急速に広まっているタブレット。今後の市場拡大に対応できるように、抑えておきたい
タブレットとは何か？をご説明いたします。 20分

A-140 サーバーの基礎 日々活用しているITサービスのバックエンドで稼働しているというサーバー。サーバーは何ができ
るのか？そもそも何か？をご説明いたします 20分

A-150 ストレージの基礎 なぜストレージが必要なのか？ストレージは何ができるのか？知っておくべきストレージの技術につ
いて、ご説明いたします。 20分

A-170 仮想化の基礎 ”仮想化”して当たり前になってきた今日。今一度、仮想化とは何か？をご説明いたします。お客様に
仮想化についてお話しできるようになります！ 20分

【Lenovo 製品】お客様に話せるようになる！ Lenovo製品のご紹介（競合情報もご紹介します）
ID タイトル 概要 時間

B-180 System xのご紹介
-タワー型ラック型サーバー製品-

タワー型・ラック型サーバー製品であるSystem x。 他社優位性をもたらす特長と幅広いライン
アップをご紹介いたします。お客様にSystem xについて、しっかりとお話しできるようになりたい
方、必見です。

30分

【販売・提案1】案件発掘、提案、販売できるようになる！ Lenovo製品販売　虎の巻シリーズ
ID タイトル 概要 時間

C-110 x86サーバー販売　虎の巻
（初級編）

これからサーバーをご提案・販売していくパートナー様やご提案・販売を始めたパートナー様に必見
のセッションです。パターンごとの売り方だけでなく、お客様への接し方などを分かりやすくご説明
いたします。

45分

【販売・提案2】旬のソリューションで新規ビジネス創出！ ソリューション　虎の巻シリーズ
ID タイトル 概要 時間

D-120 デスクトップ仮想化（VDI）
ソリューション 虎の巻

拡大する市場の一つであるデスクトップ仮想化（VDI)市場。VDIにおいて、狙うべきお客様や勝て
る提案方法をお伝えします。デスクトップ仮想化されていないお客様をお持ちの販売店様はぜひ受
講ください。

30分

【サービス＆サポート】お客様にさらなるご安心を提供できる！サービス＆サポートのご紹介
ID タイトル 概要 時間

E-120 サーバー製品関連サービス＆
サポートのご紹介

Lenovoのサーバー保守サービスは、24時間365日プロフェッショナル集団がお客様のシステム稼
働をご支援します。このサービス＆サポートについてご説明いたします。 20分

レノボ出前早わかりセミナーのお問い合わせは
レノボ出前早わかりセミナー事務局

xcafe@xcafe.jp

全国どこでも出張!!
しかも無料!!

7名様以上なら

充実の
31セッション!!

ご希望のセッションが必ず見つかる

1セッション
20分～45分!!

業務の合間にちょうどいい

ビジネストークを
ブラッシュアップ!!

案件創出のチャンス拡大



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/
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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。
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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2015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2016年1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、2016年1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
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