
D&Iサイトナビでは
こんなに役立つ情報が満載！ D&Iサイトナビ 検 索

サーバービジネスを全方向でサポートする D&Iサイトナビ × X3Navi

D&I活用ガイド
http://www.d-par.com/

※キッティングフリーキャンペーンの無料の範囲及び期間は、D&Iサイトナビでご確認ください。　※キャンペーン内容はD&Iサイトナビで詳細ご確認のうえご利用ください。

キッティングフリー
キャンペーン

DISだから
ここまでできる！

エージング、ファームウェアアップデートまで
徹底したキッティングサービスが無料で！
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Vol.1

仮想化ってこんなメリットもあったんだ

1台からでも始めたい仮想化
忙しい

年度末に向け
まかせちゃおう！

XP対策だけにとどまらず、仕事のやり方を一変させる！
あらゆるデバイスから
いつもの環境を利用できる
デスクトップ仮想化なら D&I VERDE

Windows XP
Windows Server 2003 2015年7月14日

2014年4月8日
▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
サポート
終了！

詳しくはWEBで

置き換え・
切り替え方法

間際に
なって

困らない
ための
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Windows XPは2014年4月、Windows Server 
2003は2015年7月にて一切の延長サポートが
終了すると発表されています。もし、終了期日後も
これらのOSを利用し続けると、次のような重大な
リスクに脅かされると考えられます。

過去に発見されたWindows Server 2003の脆弱性を調査すると、Windows 
Server 2003だけではなく、より広範囲のWindowsに共通の脆弱性であったという
ことが見受けられます。
今後、新たに発見される脆弱性に対する修正プログラムは、現行OS向けに適用さ
れますが、サポートが切れてしまったOSには、当然のことながら修正は行われません。

サポート終了をきっかけに、悪意を持った第三者による
新たな脆弱性発見やウィルスが拡散される危険性

OSおよびアプリケーションの動作や不具合について問
い合わせようとしても、門前払いになる可能性

Windows Server 2003、Window XPサポート終了！
間際になって困らないための
置き換え／切り替え方法を教えます!!

Windowsのバージョンを超えた脆弱性が発見されることも多い

さらにハードウェア面も考慮すると・・・

Windows Server 2003は
次のページへ

Windows XPは
4ページへ

1 セキュリティーリスク ソフトウェアサポート2

サポート中 サポート終了

W X P PDF W X P PDF

申し訳ございませんが、
サポート終了につき、
お答えできません。

アプリの調子が
おかしいのですが？

数年前にWindows Server 2003
が導入された頃のサーバー自体の
拡張性は、現行モデルより制約が
多く、必ずしも今後の処理能力や
データ増加に対応できるとは限り
ません。また、メモリーなどのオプ
ション部品の入手が困難となった
り、高価になりがちで、新規サー
バーを購入するほうが安上がりに
なるケースもあります。

拡張性制限・拡張時期のコストデメリット
統計データによれば、導入から4年
を経過するとサーバーの故障率は
著しく上昇します。

ハードウェア老朽化リスク

オプションを
手に入れにくい

パーツが高価

サーバー置き換え／
切り替えの具体的な
方法ってどのような
ものがあるかな？
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Windows Server 2012 Hyper-VがプリロードされたIBM 仮想化推奨モデルは、
簡単・お手軽に仮想化環境を構築します。

D&Iサーバー・ストレージ・クリニックは、IBMサーバー、ストレージの製品知識を有する技術者が
FaceTime（※）を利用してまるで同行しているかのように、販売店様、エンドーユーザー様へ旬の商材等を
クイックにご紹介するサービスです。 ※FaceTimeとは：Apple社の製品iPad、iPhone、iPod touch、Mac等で利用できるビデオ通話。

“まだWindows Server 2003をご利用のお客様”に3つのご提案

①複数のファイルサーバーを、IBM System x NASシリーズに集約しましょう!

IBM System x NASシリーズ、4つの特長

②複数サーバーをIBM System x 仮想化推奨モデルで簡単統合しましょう!

③Windows Server 2003置き換えに関するご相談はD&Iサーバー・ストレージ・クリニックに！

◦なじみ易いWindows画面インターフェース。Windows PCだけでなくMacも接続が可能
◦OSが導入済み、RAIDも構成済みの為、購入後すぐに使用可能（7158PANはOS未導入）簡単!

◦誤ってファイルを削除/上書きした場合も共有フォルダのシャドウ･コピーからファイルの復元が可能 
◦統合管理モジュール（IMM） 搭載でハードウェアを常に監視
　障害予知機能（PFA）：24〜48時間前にパーツ障害を予測通知
◦24時間365日オンサイト保証（一部お客様交換可能パーツは、お手元に配送）  

安心!

◦ Windows Storage Server 2012がサポートしているSMB3.0ファイル共有プロトコル
は、Windows 8 PCとの組み合わせで、Windows Server 2008 R2 & Windows 7に
比べて約25%ファイル転送が高速化

高速化

◦Windows Client Access License（CAL）不要
◦ 単一インスタンスストレージ (重複排除) 機能で、ストレージを有効活用 

コスト
削減

◦散在する複数サーバーを集約
◦導入・運用・管理ワークロードおよびコストの大幅削減

コスト
削減

◦先進のIntel Xeon プロセッサーを無駄なく有効活用
◦ 本番環境だけでなく開発/テスト環境などを含めた柔

軟なサーバー運用を実現

柔軟な
システム

◦ 物理サーバーから仮想化環境への簡易移行ツール
提供

◦ 仮想OS環境を丸ごとバックアップ（サーバー更新時
の移行も短時間に）

移管が
容易

Before

After

IBM
System x
NASシリーズ

サーバー台数は多いが使用率は
とても低い

1台のサーバー上で、
パーティション分割された仮想マシンが
独立して動作

A
リ
ソ
ー
ス
使
用
率（
％
）

10％

30％
20％

リ
ソ
ー
ス
使
用
率（
％
）

60％

サーバー統合で
ハードウェア・リソース
を有効活用

UP

A
仮想化
環境

削減設置スペース、スペース・コスト

削減電力、空調などのランニング・コスト

削減保守時間、コスト

D&I サーバー・ストレージ・クリニックのご依頼方法、詳細のお問い合わせは
ダイワボウ情報システム株式会社 各支店 まで

クリニックお客様
※および内容を補足する手段としてノートPC、ちらし、冊子等でご案内

DIS営業

議事録お見積提出

インターネット経由での、ご相談および説明
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デスクトップ仮想化は、ユーザーのPCをサーバーに集約し、ユーザーはPCの画面だけを呼び出して操作する利用方式です。
いつでも、どこでも、あらゆるデバイスからいつもの環境を利用できるデスクトップ仮想化は、仕事のやり方を一変させます。

“まだWindows XPをご利用のお客様”にデスクトップ仮想化のご提案

デスクトップ仮想化とは？

会社のPC環境をどこでも会社にいるのと同じように使えたら便利ですよね？
iPadやAndroidなどのタブレットでいつものWord、Excelが使えたら便利ですよね？
ユーザーも管理者も得られるデスクトップ仮想化のメリットや活用例をご紹介します。

例えば・・・
病院での活用例

詳しい活用例はWebでご紹介

www.d-par.comもしくはD&I  VERDE 検 索

診療室では据え置きのパソコン、病室ではタブレットと状況に応じて端末を選ぶことができ、働き方が大きく変わります。
端末内に患者の個人情報が残らないなどセキュリティを確保しつつ、既存の電子カルテシステムなどを活用できます。

学校での活用例

販売会社での活用例

実習室以外の教室や自宅のPCなどからもアクセス可能になり、いつでもどこでも、学生が使える環境が広がり、
利便性が格段に向上します。 卒業生のPCを簡単に新入生用に変更でき、無駄なく運用できます。

営業がお客様先で、即座に見積り作成。受注までのスピードがアップします。
出先でのPCトラブルにもスマートデバイスで代替可能。いつもと同じPC環境で業務を遂行できます。

自分のデスクトップ構成要素

仮想化ソフトウェア

●OS
●アプリケーション
●データ・ファイル
●アイコンなどの
　設定情報
　　　…などなど

自宅
端末を持ち帰らずに
自宅のPCから利用

診察室
据え置きのデバイスから
診察情報を入力病室

持ち歩ける
タブレットデバイスで
身軽に利用

学校

自宅
APP

OS

APP

OS

仮想デスクトップ
APP

OS

APP

OS

APP

OS

APP

OS

リソースの
再利用性

卒業生

新入生
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“まだWindows XPをご利用のお客様”にデスクトップ仮想化のご提案

D&I VERDEは、コストメリットに優れた、仮想デスクトップソリューションです。

デスクトップ仮想化にはD&I VERDE（バーディ）がおすすめ

おすすめご提案例 サーバー1台からのスモールスタート。導入・アフターサポートまで一括でご提供

ハードウェア アプリケーション サービス＆サポート
System x3550 M4（ラック型）
・CPU:XeonE5-2609(4コア) 
 2.40GHz×2
・メモリ:136GB
・HDD:292B+1.2TB（SAS）
 （実行容量:146GB/RAID1
         +900GB/RAID5を想定）

System x3550 M4（ラック型）
・CPU:XeonE5-2609(4コア) 
 2.40GHz×2
・メモリ:136GB
・HDD:292B+1.2TB（SAS）
 （実行容量:146GB/RAID1
         +900GB/RAID5を想定）

●仮想化ソフトウェア
　・Red Hat Enterprise Linux Server(KVM)
●ソフトウェア
　・VERDEライセンス
　・Windows Server 2008 R2
　 Datacenter Edition
　・Windows RDS CAL

●仮想化ソフトウェア
　・Red Hat Enterprise Linux Server(KVM)
●ソフトウェア
　・VERDEライセンス
　・Windows Server 2008 R2
　 Datacenter Edition
　・Windows RDS CAL

●キッティングサービス
●EVPサポートセンター
　窓口付き（5インシデント）
●メーカーサポート
●D&I VERDE基本構築作業

●キッティングサービス
●EVPサポートセンター
　窓口付き（5インシデント）
●メーカーサポート
●D&I VERDE基本構築作業

50ユーザー
（同時接続）
50ユーザー
（同時接続）

5,800,000円5,800,000円（税別）（税別）

※構築作業には、仮想デスクトップ上の
　アプリケーション導入は含まれません。
※構築作業には、仮想デスクトップ上の
　アプリケーション導入は含まれません。

www.d-par.comもしくはD&I  VERDE 検 索詳しくは

既存PCを有効活用！
まだちゃんと動くのに…。WindowsXP のサ
ポート切れでPCを廃棄するのはもったいない。

既存PCをVERDEのシンクライアント端末として継続利用

D＆I VERDEのアピールポイント

サーバー１台からのスモールスタート

セキュリティの切れたWindowsXP 端末のOSをVERDEの「LEAFクライアント レガシーエンドポイント」に変更。
これで、WindowsXP 端末をVERDEの LEAF OSシンクライアント端末として、安全に継続してご使用いただけます。
既存OSを削除する前に、USBから起動して事前に動作検証をすることができるので安心です。
もちろんWindows7 端末などからもブラウザを使って使用できます。

１．コストメリット
仮想化にKVM、画面転送プロトコルにSPICE、
などオープンソースソフトを基盤とすることで低価
格を実現。
また、同時使用数のみの一括料金で、機能追加
などのオプション費用は不要です。
PC 環境を標準化するゴールド・イメージ方式で
一括管理することにより管理コストの削減に貢
献します。

VERDEの最小構成はサーバー1台の単体構成から。
初期コストを抑えてデスクトップの仮想化を開始できます。
利用ユーザの増加にも簡単に対応、将来的な拡張性を踏まえた段階的な導入が可能です。

構築作業と管理負担の軽減
OS・アプリケーションを標準化したゴールドイメージへ反映し
た変更を各ユーザ環境へ一括して反映させることができます。
管理者の管理コストを抑制し、ユーザーのデスクトップ環境の
標準化が容易になります。

デバイスを選ばないでアクセスが可能
VERDE は接続端末として PC 及びシンクライアント端末に加えてモバイル接続
クライアントとして、iPadとAndroidをサポート。
いつでも、どこでも様々なデバイスからデスクトップ環境にアクセス可能です。

２．機能は多彩
D&I VERDEは仮想デスクトップソリューションとして、他
社製品と同等な基本機能を保持。その上に他にはないユ
ニークな機能を搭載しています。
・WindowsとLinuxを仮想OSとしてサポート
・回線費用を抑えてリモートの拠点での使用感を保持す
るクラウド・ブランチ機能
・旧型の PC を VERDE のシンクライアント端末に変え
るレガシーLEAF機能

３．D&I VERDE のトータルサポート
デスクトップ仮想化の提案は、見積りに時
間がかかる、難しいと思っていませんか？
D&I VERDEなら、サイジング、お見積
りからキッティング、導入作業、導入後
のサポートまでワンストップでサポートい
たします。
デスクトップ仮想化案件も安心してご提
案いただけます。

VERDEの特徴
VERDEってどんなところがすごいの？

他社製品と比較
仮想デスクトップって他にも色々あるけど、D&I 
VERDEを選ぶ理由は？

ポイント1
ポイント1

ポイント2

ポイント2

ポイント3

ポイント3

LEAFで既存PCを有効活用！ 初期コストを削減

VERDEの特徴

D&I VERDEを選ぶポイント

クラスター構成

ゴールド・イメージ方式による標準化と管理負担軽減

NAS

NAS

仮想化サーバー
（VERDE）

ユーザーは更新
されたOS・
アプリを使用

サーバーの
HDDに
キャッシング

ゴールド・
イメージの
作成・更新

APP

OS

APP

OS

APP

OS

単体構成

ゴールド・
イメージ



1～2台の仮想化にはEVP miniがおすすめ！
www.d-par.comもしくはD&I EVP 検 索

Point 1

Point 2

Point 3

かんたん操作で丸ごとバックアップ＆即座に復元！

システム拡張もラクラク！

簡単冗長構成でメンテナンス性も向上！

物理環境では、複雑な設計が必要だったバックアップが、仮想環境
では、仮想サーバーをシンプルに丸ごとバックアップ。仮想サーバーを
１つのファイルとして簡単に管理できます。
膨大な時間と労力を要する障害時のサーバー復旧も仮想環境なら仮
想サーバーのバックアップファイルを読み込ませるだけで、簡単、迅速
に復旧が完了します。

物理環境では、システムを拡張する場合、物理サーバーの手配やセッ
トアップなど、物理環境の分だけで多くの時間がかかっていました。仮
想環境なら仮想サーバーをファイルとして管理できるので、複製も簡単。
システム拡張の時間とコストを大幅に削減できます。
特に小規模から仮想化の場合、サーバーリソースに余裕があるので、
より効果的です。

ハードウェア面の制約が多く、ハードルの高かった冗長構成も、ハードウェ
アに依存しない仮想環境なら簡単に実現できます。仮想マシンは、システ
ムを止めずに相互に移動ができるので、ハードウェアのアップグレードやメン
テナンスの度にシステムを止めるための調整に追われることはなくなります。
処理能力が飛躍的に上昇した近年のサーバーはでは、リソースに余裕が
あるため、小規模でスタートした仮想環境であれば、システム拡張に十分
対応できます。

お悩みを解決！お悩みを解決！

物理環境

仕様確定

仕様確定

所要時間

物理環境

仮想マシン
設計

キッティング
ラッキング

OS・APP
セットアップ

システム
起動

OS・APP
セットアップ

システム
起動

購入手続き
（見積・稟議・
発注）

仮想環境

約15分

1ヶ月
以上

APP

OS

仮想化ソフトウェア

APP

OS

仮想化ソフトウェア

避難避難

メンテナンスメンテナンス

仮想環境

すぐに
復旧可能

複雑な作業
膨大な時間

データ
バックアップ

システム
バックアップ

APP

OS

APP

OS

仮想サーバーの
バックアップ 仮想マシン
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「サーバー台数が少ない小規模なシステムでは、サーバー集約によるコスト削減効果も少ないのでは・・・？」

サーバー仮想化がおすすめ！
小規模仮想化

1～2台のサーバーからでも

物理サーバーの運用でこんなお悩みはございませんか？

バックアップ運用が複雑で、障害時の復旧に時間がかかる・・・
システムを拡張したくても時間とコストがかかる・・・
システムを止めずに保守をしたいが、冗長構成を組むのは大変・・・
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カテゴリ名 アプリケーション名 説明 ベンダー Hyper-V
対応

バックアップ

Acronis Backup & 
Recovery 11.5シリーズ

ディザスタリカバリとデータプロテクショ
ンを実現 ○

Acronis vmProtect 9 小規模環境向けバックアップおよびリ
カバリソリューション

ShadowProtect 5 Server 確実な事業継続とディザスタリカバリを
実現するソリューション ○

Symantec Backup
Exec 2012

簡単なバックアップとディザスタリカバリ
および高度なリカバリ機能を提供 ○

Symantec NetBackup 7.5
高度なバックアップとリカバリを実現し、
アーカイブとレポート作成などを行うバッ
クアップソフトウェア

Symantec System 
Recovery 2013

データもシステムも丸ごとバックアップ、
データ移行しほんの数分で簡単にリスト
ア、リカバリ

○

ActiveImage Protector 様々な環境のWindowsをディスクイ
メージングによるバックアップ/リカバリ ○

MIRACLE System Savior システムバックアップとして必要となる
機能を開発・実装したバックアップソフト ○

CA ARCserve D2D r16.5 「簡単」「手頃」なDisk to Diskのシス
テム保護ソリューション ○

IBM FastBack Disk to Diskの先進機能を搭載した次
世代のバックアップ・ソフトウェア ○

Secure Back 4
Lite Edition

すべてのバックアップを一つの管理画面で
管理できる集中管理型バックアップソフト

システム
運用管理

InterMapper トラフィックの状態などをモニタリングする
ネットワーク管理用のアラート検出ツール ○

BOM for Windows シンプルでライトウェイトなWindowsサー
バー監視ソフト ○

Job Director サーバーの自動運用を支援する高機能ジョ
ブ管理ツール

VVAULT 冗長性を備えた最も手軽なストレージ
仮想化ソフトウェア ○

NEW  HDE Controller X
Linuxサーバーの豊富な機能を、グッドデザ
イン賞受賞の分かりやすい日本語画面で
操作できる、サーバー管理ツールの決定版

2x ApplicationServer XG スマートデバイスの業務利用に最適な高
セキュリティリモートアクセスソリューション ○

LogStare 基本ライセンス 必要に応じてスケールアップできる統合ログ
管理システム ○　

LogStare 分析レポート拡張
モジュール

LogStareのログを対象にお客様要件か
ら分析を行い、結果を報告するサービス ○　

NetStare for EVP EVP内の仮想化アプリケーションの稼
動状況が把握できる運用監視サービス ○　

StorMagic virtual SAN 
(SvSAN)

サーバー内蔵のローカルHDDを共有ストレー
ジとして利用する仮想ストレージソフトウェア

ALog ConVerter ユーザーの行動記録をサーバーから取
得するタイプのログ監査ツール ○

CLUSTERPRO X
システムの障害を監視し、障害時には
健全なサーバーに業務を引継ぐ高可用
性を実現

○

セキュリティ

InterSafe ILP 標的型サイバー攻撃に対応したオール・イ
ン・ワンのハイレベルな情報漏えい対策 ○

InterSafe WebFilter
クライアントPCのWebアクセスをコント
ロールするゲートウェイ型のWebフィル
タリングソフト

○

エフセキュア　Linuxセキュリティ
コマンドライン　エディション

Linuxマシン上のファイルに対するウィ
ルス検査機能を提供するアンチウイル
スソフトウェア

○　

エフセキュア　Linuxセキュリティ
フルエディション

Linux向け統合型セキュリティパッケー
ジ

エフセキュア　アンチウイルス
Linuxゲートウェイ

企業LANを外部から侵入するウィルスから守
るための包括的アンチウィルスソリューション ○　

エフセキュア Windows
サーバセキュリティ

Windowsサーバーに対し、ウイルス・ス
パイウェア対策、未知のウイルス対策、
WebベースのUIを提供

○　

DeviceCat CDやUSBメモリの使用を制御（制限・
禁止）できるツール ○

CLEARSWIFT SECURE 
Web Gateway 3.0

Webゲートウェイのためのインターネット
セキュリティソリューション

i-Filter 万全のWebセキュリティ対策機能を搭
載したWebフィルタリングソフト ○

Trend Micro Deep 
Security

現在のサーバーが抱えているセキュリ
ティ課題を仮想・クラウド・物理環境にま
たがってトータルに解決!

○

Eugrid Platform
バージョン2.4

ユーザーデータをエンドポイント端末から
分離してファイルサーバー上で集中管理

Omni Pass SSO 強力なユーザ認証でPCやドメインへの安全
なログインとシングルサインオン機能を提供 ○

SECUREMATRIX 認証デバイスを一切使わない本人認証
システム

Symantec Endpoint 
Protection 12

パターンファイルに頼らない新しい検出技
術を搭載した比類のないセキュリティソフト ○

シマンテックSSLサーバ証明書
(旧ベリサインSSL)

他社にはない Web サイトの安全と信
頼を飛躍的に向上させる機能を提供 ○

InfoTrace PLUS 情報漏えい対策として実績豊富な、PC
操作ログ・統合セキュリティソリューション ○

SmartOn ID データへのアクセス制御とログ管理をトー
タルに実現するPCセキュリティシステム ○

MylogStar ログの収集・保存・分析というログ管理
のプロセスをワンストップで実現

DeviceLock PCごとに必要なアクセス許可を設定
し、情報漏えいを防止 ○　

グループウェア

サイボウズ Office 10 企業のコミュニケーションに必要な機能
を網羅した総合グループウェア ○

サイボウズ ガルーン 3 チームコラボレーションを実現するエン
タープライズグループウェア ○

NEW  cellular space 
Finds

ファイル管理や抽出を行うSearch、デー
タの加工・集計・分析を行うDi、Webシ
ステムを構築できるForm、グループ内で
情報共有ができるSNSの４つの機能を
持ったグループデータ管理ツール

○

グループウェアdesknet's 「誰でも使いこなせる操作の簡単さ」に
高い評価があるグループウェア ○

資産管理

SKYSEA Client View 情報セキュリティ対策に必要な機能を
オールインワンで搭載 ○

LanScope Cat IT資産管理からセキュリティ・情報漏えい対
策まで行えるネットワーク統合管理ツール ○

LanScope Server Cat あらゆる企業にとって必須課題である
サーバーの重要データの管理を実現 ○

カテゴリ名 アプリケーション名 説明 ベンダー Hyper-V
対応

メール
ソリューション

CLEARSWIFT SECURE 
Email Gateway 3.6

50人から 5万人のユーザーに対応する効
果的で回復力のある電子メールゲートウェイ ○

Mail Archiving Expert メールボックスをレンタルしている企業で
も簡単にメールアーカイブが可能 ○

Mail SQR Expert オールラウンドなメールコンテンツセキュ
リティ管理サービスソリューション ○

SPAM SQR コンプライアンスに合致し、数多くの企業
が使用しているスパムメール防御システム ○

m-Filter 万全のメールセキュリティを実現する電
子メールフィルタリングソフト ○

Symantec Messaging 
Gateway Virtual Edition

スパム対策、ウイルス対策、コンテンツフィ
ルタリング、情報漏えい対策を統合し、メッ
セージの送受信を保護

NEW  HDE Secure Mail
for ZIP　

メールの添付ファイルを、ゲートウェイでパ
スワード付きZIPファイル形式に一括で自
動変換するソフトウェア

○

データ管理

Skeed Silver Bullet
独自プロトコルを使用し、 他のプロトコ
ルでは速度が出ない環境でも、高速に
ファイル転送が可能

Lancelot
Web上のコンテンツ（サイト、メールマガ
ジン、Webアプリ等）を一元管理するシ
ステム

Business4Mobile
iPhone、Android携帯など、あらゆるス
マートフォンで利用が可能になるデータ
検索ツール

○

Data Knowledge V1.5 全社員のデータ活用を実現するナ
レッジ共有型BIツール ○

DataSpider Servista 企業内システムを自在に「つなぐ」 デー
タ連携ソフトウェア ○

ナレッジャー 情報の収集、一元管理、活用と、多目的
で枠にとらわれない汎用ビジネスツール ○

NEW  GIGAPOD
セキュリティを保ちながら安全かつ簡単
に、インターネット上で大容量のファイル
転送・ファイル共有を行える企業向けオ
ンラインストレージ製品

NEW  DirectPOD
スマートデバイスを利用して、社内の
様々なファイルストレージにダイレクトに
アクセスできる製品

全文検四郎Virtual 1.0 速い！簡単！安い！Web型全文検索パッ
ケージ

基幹業務

EcRP 販売と仕入を管理できる中小企業向け
の統合ERPパッケージ ○　

WebNESTEE V2.2 webベースで実現する小規模から大規
模まで利用可能なワークフローシステム ○

LiveOn
従来のテレビ会議、フリーのWeb会議
では実現できない高品質・高機能なシ
ステム

WEB勤怠システム タイムカード不要！WEBで勤怠情報をリ
アルタイムに管理

MobileTimeCard 
CorpEdition Version2.01

＆勤怠専科 V3.0
スマートフォンで出退勤打刻。CSV出
力機能付きで給与ソフトとも連携可

PCA医療法人会計 「カンタン操作・高機能」で医療法人様が必
要とするさまざまな会計業務を幅広くカバー ○

PCA会計X スピーディーな経営判断を可能にする
一般企業向け会計ソフト ○

PCA給与X 専門知識の必要な給与計算もスムーズに
効率よく処理 ○

PCA建設業会計V.7 建設業者様が必要とするさまざまな会計
業務を幅広くカバーした財務会計ソフト ○

PCA減価償却V.3 資産管理から財務、税務申告まで減価
償却のすべてにゆとりの適応力 ○

PCA公益法人会計V.12 難しい処理を行うことなく損益ベースの計
算書類を作成 ○

PCA社会福祉法人会計V.5 誰でも簡単に経理業務ができる、社会
福祉法人向け財務会計ソフト ○

PCA商管X 日常の伝票作成から販売戦略資料の
作成まで ○

PCA商魂X 日常の伝票作成から販売戦略資料の
作成まで ○

PCA人事管理X 大切な人材を効率的・戦略的に活かす
適材適所の人事管理を実現 ○

給与大臣NX あらゆる業種の給与体系に対応 ○

顧客大臣NX 顧客マスターにきめ細やかな条件設定
ができ、目的の顧客情報を素早く検索 ○

人事大臣NX 一般的な管理項目だけでなく、独自の
項目を最大999項目まで設定可能 ○

大蔵大臣NX 仕分けを入力するだけで、元帳から試
算表まで自動転記・集計 ○

販売大臣NX 売上・仕入・在庫管理の基幹業務の統合シ
ステム ○

勘定奉行 i
会計業務以外にも管理視点(マネジメン
ト視線)を実現できる成長性の高いパッ
ケージシステム

○

勘定奉行 i
[建設業編]

建設業特有の会計業務に特化した成
長性の高いパッケージシステム ○

勘定奉行 i
[個別原価管理編]

勘定奉行 iの基本機能に加え、プロジェ
クト別の原価管理機能を搭載 ○

勘定奉行V ERP
中堅企業・上場企業への導入を前提とし
た機能性と導入/運用サービス体系を備
えたパッケージシステム

○

給与奉行 i 迅速な法令対応で安心の給与計算を
サポートする「給与会計システム」 ○

給与奉行V ERP
給与賞与処理から社会保険・労働保
険・年末調整処理まで一連の給与管
理業務が可能

○

固定資産奉行V ERP 会計基準変更・IFRS・内部統制等に対応し
固定資産・リース資産業務をトータルで管理 ○

就業奉行 i 法令遵守と様々な勤務体系に柔軟に
対応し、時代に即した労務管理を実現 ○

就業奉行V ERP 社員やパートなど複数の給与体系に対応
した、給与計算の自動化に応えたシステム ○

償却奉行 i 煩雑な資産管理をスピーディに、確実
に管理 ○

商蔵奉行V ERP 商奉行と蔵奉行のセット。販売、仕入・
在庫管理までを担うシステム ○

商奉行 i
見積から受注・売上・請求・入金と複雑
な販売業務の流れを強力にサポートす
る販売管理システム

○

蔵奉行 i 発注から仕入・支払と面倒な在庫の管理を
行うことができる仕入・在庫管理システム ○

申告奉行 i
[内訳書・概況書編]

決算・申告業務に必要な「勘定科目内訳
明細書」や「法人事業概況説明書」を作成 ○

申告奉行 i
[法人税・地方税編]

法人税・地方税の申告書作成から電子申
告・納付までをサポートする作成システム ○

人事奉行 i あらゆる企業の人事管理をサポートする
「人事管理システム」 ○

人事奉行V ERP 採用から教育・配属・異動・昇給・退職
に至る様々な人事情報を一元管理 ○

http://www.d-par.com/evpp/ap.phpアプリケーションの詳細はD&Iサイトナビでご確認ください。

すべてのアプリケーションはVMware検証済
Hyper-V対応は、2013年12月13日現在情報

EVPP検証済みアプリケーション一覧
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NEW
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■ IBM、IBMロゴ、ExpressAdvantage、BladeCenter、 System x は、International Business Machines Corporationの米国およびその国における商標です。
■ Intel、インテル、Intelロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその国におけるInter Corporationまたはその子会社の表示、商標、または登録商標です。
■他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

全国をカバー

万全の保守体制IBM PCサーバーの
ここがすごい! 
標準の無償保証に加えて有償保守をご契約いただくことで、お客様や販売店様の保守対応のワークが軽減され、
トータルでのサーバー運用のコスト削減につながります。

お客様の環境に応じて賢く選べる保守サービス (有償 ) 95 … 9時間×5日 月～金 9:00ー18:00

24
7 … 24時間×7日 月～日 0:00ー24:00

売れています！

従来の保証ではカバーしきれなかったソフトウェア保守メニュー
もパック化。使用方法、問題解決、技術支援を導入・設置から
運用時までをも網羅し安心してシステムをお使いいただけます。
万が一の障害発生時は専用窓口に連絡するだけ！
機種限定：x3650 M4、x3550 M4、x3250 M4

導入～運用、ソフトウェア・
ハードウェアメンテナンスをワンパック化! 

まかせて安心！障害防止！まかせて安心！障害防止！

延長保守で長く安心が継続！ MAパックをおすすめします! 延長保守で長く安心が継続！ MAパックをおすすめします! 

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（障害対応）

導入・設置
支援

ソフトウェア支援
IBM Systems Director

ソフトウェア支援
Windows/VMware

ハードウェア、
ソフトウェア統合窓口

オンサイト・
サービス24

7

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（障害対応）Non-CRU

Non-CRU

HDDお渡しオンサイト・
サービス24

7

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（障害対応）Non-CRUオンサイト・

サービス24
7

Non-CRU HDDお渡しオンサイト・
サービス24

7

Non-CRUオンサイト・
サービス24

7

Non-CRUオンサイト・
サービス

Service
Pac

Service
Pac
オンサイト・
スーパー・
サービス・プラス

サービス・レベル

ServicePac
契約が
終了したら

●ファームウェアは重要な役割を持つ上に、日々見直しが行わ
れています。システム安定稼働のためにはファームウェア
アップデートが極めて重要です。
●お客様がご自身で作業するのは大変です！頻繁な情報の
更新、構成に必要な情報を準備する必要があります。

ファームウェアの更新作業が重要障害の未然防止とお客
様の隠れたコスト削減の重要なポイントになります!

保証満了日またはServicePacの契約満了日の翌日から1年間延長
できるMAパックがございます。1年毎にご契約いただけます。

対象機器、登録可能期限は、
こちらから検索できます。

95

●ServicePacの新規登録および延長登録の期限は、機種別に異なります。

Serivce
Pac
Integrated
for
System x

機種限定：x3550 M4、x3650 M4、x3530 M4、x3630 M4

安心できるPCサーバーはIBM保守ご紹介

●日本全国をカバーするIBMサービス拠点
全国30ヶ所のストックセ
ンターから、24時間365
日配送可能なパーツ・ロ
ジスティクス体制。

全国86のサービス拠点
に、技術員を配置。地域に
根ざしたサポート活動を
行っています。

●24時間365日
　IBM技術員が
　対応いたします！

オンサイトサービス IBM技術員が、当日中にお客様サイトへ訪問して修理を行うサービス。
Non-CRUサービス IBM技術員がCRU交換を実施いたします。（製品保証の内容によって、電話による故障内容確認時にCRUが故障部位と判断された場合、IBMは

CRUを送付しお客様ご自身で交換していただきますが、このサービスではIBM技術員が交換を実施いたします）
ファームウェア更新（予防保守） お客様の責任で実施していただいていたIBM提供のファームウェア適用を、障害時以外にIBM技術員が作業を実施します。
ファームウェア更新（障害対応） 機器障害の原因がIBM提供のファームウェア(マイクロ・コード、BIOS、デバイス・ドライバーなどの機械プログラム)にあった場合、IBM技術員が

お客様に代わりこの作業を実施いたします。
導入・設置 支援 導入方法、構成方法、同梱されている資料に対する技術支援。
ソフトウェア支援(IBM Systems Director) ソフトウェア支援＊

メールによるWindows/Vmware/IBM Systems Directorに関するセットアップ/使用方法の技術支援、問題解決支援、開発元への問い合わせ。
＊ソフトウェア対応時間：月-土09:00-21:00 日 9:00 〜 17:00（除く祝日、年末年始、IBM法定点検日）

ソフトウェア支援(Windows/Vmware)

ハードウェア、ソフトウェア統合窓口 お客様に代わってIBMが障害切分けを実施。24時間受付。

ServicePac 用語・メニュー説明

IBM マシンタイプで検索 検 索


