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安心、安全なITシステムに
欠かせないPCサーバー
Lenovo System x、
その魅力に迫る

http://www.d-par.com/

Why Lenovo
System
x x??
Why Lenovo
System

IBMの系譜に連なる信頼のx86サーバー

『Lenovo System x』

詳しくは

D&Lサイトナビ

高い信頼性…

は、
あなたのサーバー運用をランクアップします！

障害予知機能
「PFA」
ハードウェアの標準機能で、障害発生の４８－２４時間前に障害予告を通
知(e-mail、SNMP、LED)。
監視対象も、サーバーの重要モジュールであるCPU(温度＆内部稼働)、
メモリー、HDD/SSD、電源装置、電圧管理モジュール、
ファンをオールカ
バー。
サーバーの予期しないダウンタイムを削減するだけでなく、PFAのア
ラートを利用した仮想サーバーの自動移行運用など、
１ランク上のサー
バー運用を実現します。

System x

は、
あなたの大切なデータを守ります！

汎用機開発の

セキュリティチップ
「TPM」

時代から培った

標準装備でセキュリティチップ(TPM：Trusted Platform Module)を搭
載。
データ暗号化の鍵をセキュリティチップに格納・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。
万が一、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。

IBMの技術が息づく

System x

FW

は、
あなたの障害対応を楽にします！

Light-path診断パネル/
診断LED
フロントパネルLEDでサーバーの重要モジュールであるCPU、
メモリー、
HDD/SSD、電源装置、電圧管理モジュール、
ファンの障害(障害予知機
能のアラート含む)も一目瞭然。
電源オフ時でも点灯します。
また、機器カバーをあけると、各部品についているそれぞれのオンボード
診断LEDが光って故障個所をお知らせします。

APP

APP

OS

OS

System x

は、
あなたのシステムを守ります！

セキュア・ファームウェア・
ロールバック

工場出荷前に書き換えができない領域に正規のファームウェアのバック
アップを生成します。
万一ファームウェアが改ざんされた場合は、実行を中断しバックアップか
ら正規のファームウェアへ書き換えを行い、安全にブート処理を継続す
ることができます。
悪意を持ったサーバーアクセスを許しません。

System x

は、
あなたのビジネスを止めません！

主要部品の冗長化・
ホットスワップ化

http://www.d-par.com/
１％

System x

サーバーの中でも、特にハードウエア障害が発生しやすい、電源装置、冷
却ファン、ハードディスク。
System x は万が一の障害に備えて、
これらを冗長化。
さらに電源を落とすことなく交換が可能な
「ホットスワップ」
にも対応して
います。

活用ガイド

もしくは

ITIC(米調査会社)の海外調査(2014-2015、600以上のユーザー調査)では
x86サーバーでトップの評価を獲得。
4時間以上のダウンタイムを経験したと回答したSystem x ユーザーはなんと

System x
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検索

は、
あなたのサーバー運用を楽にします！

System x は、
あなたのサーバー

導入セットアップを全力でサポート！

セットアッ プサポート９０
セットアップサポート90は、保証開始日
い合わせにメールでお答えするサービ
Lenovo サーバー関連製品のオプショ
ルに関する技術支援が無償で受けられ

から3カ月間、導入時に関する技術的な問
スです。
ンの初期導入時、Lenovo OSのインストー
るので、パートナー様も安心です。

S y s t e m x の保 証 と 保 守 について は 次 のペー ジへ

Why
WhyLenovo
LenovoSystem
Systemxx??

ビジネスの現場で選ばれ続ける理由

障害自動通報サービス
「コール・ホーム」
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。
追加料金や管理サーバー、エージェントの導入も不要なので、すぐに２４
時間３６５日システム監視が行えます。

D&L
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Lenovo
Services
Entry

Why
WhyLenovo
LenovoSystem
Systemxx??

信頼に更なる安心をプラス

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

●ファームウェアは重大な役割を持つ上に、
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。

7

Why Lenovo System
x x??
System

●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、
Why構成に必
Lenovo
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
！

HDDお渡し

『Lenovo System x』
の 標準保証と保守サービス
Lenovo
Services
Value
Selection

Non-CRU

ファームウェア更新
（障害対応）

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（情報提供）

定期点検
（年1回）

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

ファームウェア更新
（障害対応）

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（情報提供）

定期点検
（年1回）

HDDお渡し

オンサイトサービス

電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所にお伺いして修理をいたします。

Non-CRU

障害箇所がCRUの場合でも、IBM技術員がお客様サイトへ訪問し、部品交換を実施いたします。※CRU
（Customer Repladeable Unit）
=お客様による交換可能部品

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作業を実施いたします。
（マイクロ・コード、
BIOS、
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

全国72ヶ所のハードウェア保守サービス拠点
（IBM技術員配置）
、30ヶ所の 交換部品ストック・センターがお客様を全力でサポート!!

ファームウェア更新
（予防保証） 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
（情報提供） お客様システム環境を鑑みた最適・最新情報をメールでお知らせいたします。

■System

x の標準保証

定期点検
（年1回）

年1回のシステム点検作業
（機器掃除、
エラーログ点検、異音・異臭点検）
で正常稼働を確認いたします。

ＨＤＤお渡し

故障修理で取り外したハードディスクドライブ
（HDD/SSD）
を、IBMが持ち帰らずにお客様へお渡しするサービスです。

ソフトウェア保守

◦翌営業日オンサイト
（NBD：Next Business Day）
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて翌営業日に技術員がお客様の機器設置場所にお伺いして修理をいたします。
翌営業日の週リスケジュールは技術員が行います。

Lenovo
Services
for SW

Lenovo Services
for Windows

Lenovo Services
for Red Hat Linux

Lenovo Services
for ARCserve

Lenovo Services For System x ‒ SW
ハードウェア付属のツール類
ハードウェア保証 / Lenovo Services
（ハードウェア）

・ソフトウェアの使用方法と障害に関して、
必要と判断した場合の開発元などへの問い合わせ
・既知のソフトウェア障害に関する問題解決支援
・ソフトウェアの使用方法に関する技術支援
・System x ソフトウェア、
ハードウェアに付帯するソフトウェアのセットアップに関する問題解決支
援・技術支援、
及びセットアップに関する技術支援
・ハードウェアの技術支援
・ハードウェア障害時の保守

◦当日オンサイト
（SD：Same Day）
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所へお伺いして修理いたします。
翌営業日オンサイト
（NBD）
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて翌営業日に技術員がお客様の機器設置場所にお伺いして修理をいたします。
翌営業日の週リスケジュールは技術員が行います。
保証の種類

受付窓口

1 年間翌営業日オンサイト（9x5/CRU）
3 年間翌営業日オンサイト（9x5/CRU）

IBM サービスライン
障害受付窓口

9:00 〜 18:00
月〜金（祝日および 12/30 〜 1/3 を除く）

当日オンサイト（SD）
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所へお伺いして修理いたします。
保証の種類

受付窓口

1 年間翌営業日オンサイト（24x7/CRU）
3 年間翌営業日オンサイト（24x7/CRU）

IBM サービスライン
障害受付窓口

00:00 〜 24:00
月〜日（24 時間

365 日）

■System x の保証/保守の継続をご希望なら
「Lenovo Services 1年継続サービス」
Lenovo Services 1年継続サービス

Lenovo Services Entry/Value Selection 契約期間満了後も継続して保守サービスをご契約いただくことができます。
Lenovo Services1年継続サービスを複数回購入し、登録が可能です。
※お客様機器の保証期間中または、Lenovo Servicesや保守サービスご契約期間中のみご注文することができます
※お客様機器のLenovo Services 1年継続サービス契約開始日が
『登録可能期限』
を過ぎている場合は登録することができません
登録可能期限はLenovo Services ホームページ内
「Lenovo Services 検索」
にてご確認ください
（Lenovo Services ホームページ） http://www.lenovojp.com/server/services/

Lenovo System x 購入後のお問い合わせは、 下記連絡先までお願いいたします。
●System x セットアップ/障害連絡窓口(IBMサービスライン)

■System

フリーダイヤル：0120-34-0000

x の保守サービス（Lenovo Services）

E-Mail：lsvc@jp.ibm.com

標準保証/保守サービスのサービス・レベルとサービス期間を有償でアップグレードできます。
お客様は登録票を記入して送付すれば契約完了ですので、契約の面倒が軽減されます。
また、Lenovo Servicesは保守サービスをビニールで包装し、あたかも商品を買うような感覚で購入できるのが特長です。
※Lenovo Servicesは保証期間中の機器についてのみご注文することができます

ハードウェア保守
24 … 24時間×7日 月～日 0:00ー24:00
7

人気 まかせて安心！障害防止！
●ファームウェアは重大な役割を持つ上に、
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。
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Lenovo

Lenovo Services
for Windows

Lenovo Services
for Red Hat Linux

Lenovo Services
for ARCserve

・ソフトウェアの使用方法と障害に関して、
必要と判断した場合の開発元などへの問い合わせ
・既知のソフトウェア障害に関する問題解決支援
・ソフトウェアの使用方法に関する技術支援

受付時間：24時間

●System x 保守登録お問い合わせ窓口(Lenovo Services)

Lenovo Services
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オンサイト・ 24
7
サービス

重要

マイナンバーデータを含む
ハードディスクの保守サービスについて

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社の保守作業におけるマイナンバー
（個人番号をいいます。
以下同じ）
の取扱いは以下の通りとさせていただきますのでご注意ください。

1. マイナンバーを含む電子データのお取扱いはいたしません。
2. マイナンバーを含む記憶媒体を持ち帰ることができません。部品をお渡しするサービスのご契約をいただいていない場合、
マイナンバーを含む交換部品は買い取りいただきます。

マイナンバーを含む記録媒体については、あらかじめ部品をお渡しする保守サービス
（Lenovo Services）
を
ご購入いただくか、修理対応後にお客様に媒体をお買い上げいただく必要がございます。
詳細についてのお問い合わせは ダイワボウ情報システム株式会社

各営業拠点 まで

上記が遵守されない場合、依頼側
（お客様）
は目的外の提供禁止違反、安全管理義務違反に、当社側
（Lenovo)は目的外の収集・保管禁止
の違反となり処罰の対象となりますのでご注意ください。

D&L

活用ガイド

5

Lenovo
Services
Entry

Why
WhyLenovo
LenovoSystem
Systemxx??

信頼に更なる安心をプラス

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

●ファームウェアは重大な役割を持つ上に、
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。

7

Why Lenovo System
x x??
System

●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、
Why構成に必
Lenovo
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
！

HDDお渡し

『Lenovo System x』
の 標準保証と保守サービス
Lenovo
Services
Value
Selection

Non-CRU

ファームウェア更新
（障害対応）

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（情報提供）

定期点検
（年1回）

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

ファームウェア更新
（障害対応）

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（情報提供）

定期点検
（年1回）

HDDお渡し

オンサイトサービス

電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所にお伺いして修理をいたします。

Non-CRU

障害箇所がCRUの場合でも、IBM技術員がお客様サイトへ訪問し、部品交換を実施いたします。※CRU
（Customer Repladeable Unit）
=お客様による交換可能部品

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作業を実施いたします。
（マイクロ・コード、
BIOS、
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

全国72ヶ所のハードウェア保守サービス拠点
（IBM技術員配置）
、30ヶ所の 交換部品ストック・センターがお客様を全力でサポート!!

ファームウェア更新
（予防保証） 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
（情報提供） お客様システム環境を鑑みた最適・最新情報をメールでお知らせいたします。

■System

x の標準保証

定期点検
（年1回）

年1回のシステム点検作業
（機器掃除、
エラーログ点検、異音・異臭点検）
で正常稼働を確認いたします。

ＨＤＤお渡し

故障修理で取り外したハードディスクドライブ
（HDD/SSD）
を、IBMが持ち帰らずにお客様へお渡しするサービスです。

ソフトウェア保守

◦翌営業日オンサイト
（NBD：Next Business Day）
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて翌営業日に技術員がお客様の機器設置場所にお伺いして修理をいたします。
翌営業日の週リスケジュールは技術員が行います。

Lenovo
Services
for SW

Lenovo Services
for Windows

Lenovo Services
for Red Hat Linux

Lenovo Services
for ARCserve

Lenovo Services For System x ‒ SW
ハードウェア付属のツール類
ハードウェア保証 / Lenovo Services
（ハードウェア）

・ソフトウェアの使用方法と障害に関して、
必要と判断した場合の開発元などへの問い合わせ
・既知のソフトウェア障害に関する問題解決支援
・ソフトウェアの使用方法に関する技術支援
・System x ソフトウェア、
ハードウェアに付帯するソフトウェアのセットアップに関する問題解決支
援・技術支援、
及びセットアップに関する技術支援
・ハードウェアの技術支援
・ハードウェア障害時の保守

◦当日オンサイト
（SD：Same Day）
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所へお伺いして修理いたします。
翌営業日オンサイト
（NBD）
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて翌営業日に技術員がお客様の機器設置場所にお伺いして修理をいたします。
翌営業日の週リスケジュールは技術員が行います。
保証の種類

受付窓口

1 年間翌営業日オンサイト（9x5/CRU）
3 年間翌営業日オンサイト（9x5/CRU）

IBM サービスライン
障害受付窓口

9:00 〜 18:00
月〜金（祝日および 12/30 〜 1/3 を除く）

当日オンサイト（SD）
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所へお伺いして修理いたします。
保証の種類

受付窓口

1 年間翌営業日オンサイト（24x7/CRU）
3 年間翌営業日オンサイト（24x7/CRU）

IBM サービスライン
障害受付窓口

00:00 〜 24:00
月〜日（24 時間

365 日）

■System x の保証/保守の継続をご希望なら
「Lenovo Services 1年継続サービス」
Lenovo Services 1年継続サービス

Lenovo Services Entry/Value Selection 契約期間満了後も継続して保守サービスをご契約いただくことができます。
Lenovo Services1年継続サービスを複数回購入し、登録が可能です。
※お客様機器の保証期間中または、Lenovo Servicesや保守サービスご契約期間中のみご注文することができます
※お客様機器のLenovo Services 1年継続サービス契約開始日が
『登録可能期限』
を過ぎている場合は登録することができません
登録可能期限はLenovo Services ホームページ内
「Lenovo Services 検索」
にてご確認ください
（Lenovo Services ホームページ） http://www.lenovojp.com/server/services/

Lenovo System x 購入後のお問い合わせは、 下記連絡先までお願いいたします。
●System x セットアップ/障害連絡窓口(IBMサービスライン)

■System

フリーダイヤル：0120-34-0000

x の保守サービス（Lenovo Services）

E-Mail：lsvc@jp.ibm.com

標準保証/保守サービスのサービス・レベルとサービス期間を有償でアップグレードできます。
お客様は登録票を記入して送付すれば契約完了ですので、契約の面倒が軽減されます。
また、Lenovo Servicesは保守サービスをビニールで包装し、あたかも商品を買うような感覚で購入できるのが特長です。
※Lenovo Servicesは保証期間中の機器についてのみご注文することができます

ハードウェア保守
24 … 24時間×7日 月～日 0:00ー24:00
7

人気 まかせて安心！障害防止！
●ファームウェアは重大な役割を持つ上に、
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。

Lenovo
Services
Entry

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

HDDお渡し

Lenovo
Services
Value
Selection

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

ファームウェア更新
（障害対応）

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（情報提供）

定期点検
（年1回）

オンサイト・ 24
7
サービス

Non-CRU

ファームウェア更新
（障害対応）

ファームウェア更新
（予防保守）

ファームウェア更新
（情報提供）

定期点検
（年1回）

●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
！

HDDお渡し

オンサイトサービス

電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所にお伺いして修理をいたします。

Non-CRU

障害箇所がCRUの場合でも、IBM技術員がお客様サイトへ訪問し、部品交換を実施いたします。※CRU
（Customer Repladeable Unit）
=お客様による交換可能部品

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作業を実施いたします。
（マイクロ・コード、
BIOS、
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

ファームウェア更新
（予防保証） 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
（情報提供） お客様システム環境を鑑みた最適・最新情報をメールでお知らせいたします。
定期点検
（年1回）

年1回のシステム点検作業
（機器掃除、
エラーログ点検、異音・異臭点検）
で正常稼働を確認いたします。

ＨＤＤお渡し

故障修理で取り外したハードディスクドライブ
（HDD/SSD）
を、IBMが持ち帰らずにお客様へお渡しするサービスです。

ソフトウェア保守
活用ガイド

Lenovo

Lenovo Services
for Windows

Lenovo Services
for Red Hat Linux

Lenovo Services
for ARCserve

・ソフトウェアの使用方法と障害に関して、
必要と判断した場合の開発元などへの問い合わせ
・既知のソフトウェア障害に関する問題解決支援
・ソフトウェアの使用方法に関する技術支援

受付時間：24時間

●System x 保守登録お問い合わせ窓口(Lenovo Services)

Lenovo Services

4 D&L

オンサイト・ 24
7
サービス

重要

マイナンバーデータを含む
ハードディスクの保守サービスについて

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社の保守作業におけるマイナンバー
（個人番号をいいます。
以下同じ）
の取扱いは以下の通りとさせていただきますのでご注意ください。

1. マイナンバーを含む電子データのお取扱いはいたしません。
2. マイナンバーを含む記憶媒体を持ち帰ることができません。部品をお渡しするサービスのご契約をいただいていない場合、
マイナンバーを含む交換部品は買い取りいただきます。

マイナンバーを含む記録媒体については、あらかじめ部品をお渡しする保守サービス
（Lenovo Services）
を
ご購入いただくか、修理対応後にお客様に媒体をお買い上げいただく必要がございます。
詳細についてのお問い合わせは ダイワボウ情報システム株式会社

各営業拠点 まで

上記が遵守されない場合、依頼側
（お客様）
は目的外の提供禁止違反、安全管理義務違反に、当社側
（Lenovo)は目的外の収集・保管禁止
の違反となり処罰の対象となりますのでご注意ください。

D&L

活用ガイド
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NEW
Why PRODUCTS
Lenovo System x ?

Why
NEW PRODUCTS
Lenovo System x ?

ThinkPadのフラッグシップモデルの名を冠した
最新のPCファミリーが登場!!

プロジェクター、
３Dカメラに早変わり。モジュラーデザイン採用の12型タブレット

ThinkPad X1 Tablet

『X1ファミリー』
タフな筐体に操作性の良いキーボードが大人気のLenovo ThinkPad。
そんなLenovoの代名詞ともいえるThinkPadから、プロフェッショナルユースに
最適な『X1ファミリー』が新登場。
Lenovoらしいユニークな
「X1」
が、様々なビジネスシーンに革新をもたらします。

製品名

薄型、軽量。抜群の堅牢性を誇る14型ノートブック

２02,０００円～

ダイレクト価格（税別）

ThinkPad X1 Carbon（2016年モデル）
人工衛星にも使用されるカーボン・ファイバー素材で強化された筐体が
特徴の
「X1 Carbon」
に2016年モデルが新登場。14型液晶を搭載し、
12項目にわたるMIL規格(米国国防総省が調達する物資の規格)をパス
する堅牢性を確保しながら、重量約1.18kg、最薄部14.95ｍｍと、大幅な
軽量・薄型化に成功。超高速ストレージであるPCle NVMe SSDストレー
ジや、高解像度WQHD(2560×1440)を搭載し機能を拡充することで、
更なる実践的なビジネスツールへと変貌を遂げています。
タッチ式の指紋センサーでセキュリティー管理も安心です。
製品名

ThinkPad X1 Carbon

OS

Windows 10 Pro 64bit、Windows7 Professional 64bit/32bit SP1(ダウングレード)

MS Office

なし

ディスプレイ

14.0型、2560×1440, WQHD, IPS、1920×1080, FHD, IPS

CPU

Core i5-6200U(2.3GHz)、Core i5-6300U vPro(2.4GHz)、Core i7-6600U vPro(2.6GHz)

メモリ

4GB/8GB(LPDDR3)

HDD/SSD

(シリアルATA)SSD: 192GB、(PCIe NVMe)SSD : 近日発売

約333×229×14.95〜16.45mm

本体質量

約1.18kg

＜革新的な3つのモジュール＞

２２１,０００円～

ダイレクト価格（税別）

メモリ

4GB/8GB(LPDDR3)

HDD/SSD

(シリアルATA)SSD: 192GB

本体サイズ

約291×209.5×8.45mm(タブレット単体)、
約291×217×13.65mm(キーボード装着時)

本体質量

約767g(タブレット単体)、 約1065g(キーボード装着時)

※オプションになります

プロジェクターになるプレゼンター・モジュールです。会社の打ち合わせ等に、あると嬉しいツールです。

③Intel RealSense対応の3Dカメラを備える
「3Dイメージングモジュール」

物体をスキャンして3Dデータ化できるインテル RealSense 3D カメラを内蔵したモジュールです。設計やシュミレーションに便利です。

ThinkCentre X1

ThinkPad X1 Yoga

ディスプレイ部分の厚さが11mmの超薄型フレームを採用した画面一体
型PC
（オールインワンPC）
が新登場。
実際の使用環境想定した厳しい品質テストを実施し、洗練されたデザイン
に、
ビジネスクラスの堅牢性も持ち合わせます。
ディスプレイはミクロレベルでの微細加工により、反射光を拡散し画面の
映り込みを抑えるため、
まぶしさを防いで目の疲れを軽減します。
スタンドを取り外せば、
オプションの薄型VESAマウント(壁やアームスタン
ドなどに固定するための規格)を使って壁面にも気軽に設置。
ホテルなどの受付、インフォメーション・カウンター、会議室など、そのPC
であることを意識させないデザインは、人目に付く場所で大活躍すること
請け合いです。
製品名

ThinkCentre X1

OS

Windows 10 Pro 64bit、 Windows7 Professional 64bit SP1(ダウングレード)

MS Office

なし

ディスプレイ

23.8型、1920×1080, マルチタッチ非対応

CPU

Core i7-6600U vPro(2.6GHz)

メモリ

8GB/16GB(DDR4 SDRAM SODIMM)

HDD/SSD

(シリアルATA)SSD: 256GB

OS

Windows 10 Pro 64bit、Windows7 Professional 64bit/32bit SP1(ダウングレード)

オプティカルドライブ なし

MS Office

なし

メディアカードリーダー 9-in-1メディアカードリーダー

ディスプレイ

14.0型、2560×1440, WQHD, IPS, 10点マルチタッチ、1920×1080, FHD, IPS, 10点マルチタッチ

インターフェース・ USB3.0×5、DisplayPort(外部出力)×1(入出力対応コンボポート)、コンボジャック(マイク入力/ヘッド
ポート
ホン出力対応)×1、Gigabit Ethernet×1

CPU

Core i5-6200U(2.3GHz)、Core i5-6300U vPro(2.4GHz)、Core i7-6500U(2.5GHz)

メモリ

4GB/8GB(LPDDR3)

HDD/SSD

(シリアルATA)SSD: 192GB、(PCIe NVMe)SSD : 256GB

本体サイズ

約333×229×15.3 ～ 16.8mm

本体質量

約1.36kg

バッテリー駆動時間 約8.2 ～ 9.8時間
保証期間

1年間/引取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

薄さと確かな性能を実現したスタイリッシュなオールインワン・デスクトップ

インターフェース・ USB3.0×3、HDMI×1、miniDisplayPort×1、
マイク/ヘッドフォンコンボジャック×1、Gigabit
ポート
Ethernet×1、OneLink+×1

活用ガイド

Core m3-6Y30(900MHz)、Core m5-6Y54(1.1GHz)、Core m5-6Y57vPro(1.1GHz)

②プロジェクターを備える
「プレゼンターモジュール」

薄型軽量で耐久性を兼ね備えた
「X1」
と液晶が360度回転する
「Yoga」
が融合し、
「X1 Yoga」
として新登場。
作業時はラップトップモード、資料のプレゼンはスタンドモード、手書き対
応のペンでスケッチする時はテントモード、動画閲覧はタブレットモード
など、様々なシーンで4つのモードを柔軟に使い分けることができます。
また、有機ELディスプレイ
（OLED）
パネルを搭載し、液晶とはひと味違う
高いコントラストや鮮明で発色豊かな画面表示を実現。カラーの資料や
写真、動画を色鮮やかに表現します。
色々な表情を見せる
「X1 Yoga」
があなたのビジネススタイルを演出し
ます。

２38,０００円～

12.0型、2160×1440, FHD+, IPS,10点マルチタッチ, ゴリラガラス

CPU

バッテリーを内蔵し、バッテリー駆動時間が、通常時より約1.5倍長持ち(最大15
時間)するプロダクティビティー・モジュールです。HDMIやフルサイズのUSB
ポートなども搭載しています。

ThinkPad X1 Yoga

ダイレクト価格（税別）

ディスプレイ

①拡張バッテリーを兼ねた
「プロダクティビティ・モジュール」

3年間/引取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

製品名

なし

保証期間

バッテリー駆動時間 約7.5 〜 9.8時間
保証期間

Windows 10 Pro 64bit

MS Office

バッテリー駆動時間 約8.4 ～ 10.2時間

インターフェース・ USB3.0×3、HDMI×1、miniDisplayPort×1、
マイク/ヘッドフォンコンボジャック×1、Gigabit
ポート
Ethernet×1、OneLink+×1
本体サイズ

ThinkPad X1 Tablet

OS

インターフェース・ USB3.0×2(USB3.0×1, Type-C USB3.0×1)、miniDisplayPort×1、
マイク/ヘッドフォンコンボ
ポート
ジャック×1、ドッキングコネクター×1

使い方、自由自在。4つのモードが魅力の14型液晶回転型ノートブック

6 D&L

X1の名前を冠した、薄さ8.45mm、軽さ約767gの12型超薄型モバイル
タブレットが新登場。
本体背面のキックスタンドを利用して、状況や好みに合わせて液晶部分
の角度を自由に調整できます。
また、マグネットで脱着可能なトラックポイント付きThinキーボード(オプ
ション)を装着すればノートブックに早変わり。
さらに、本体下部に円筒状の
「モジュール」
を装着することで、プロジェク
ター機能、3Dカメラ機能を追加することができます。(モジュラーデザイ
ン)
タブレット、
ノートブック、プロジェクター、
３Ｄカメラと様々なシーンで幅
広い使いこなしができる、ユニークなデバイスです。

3年間/引取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

本体サイズ

約570×240×451mm

本体質量

約5.41kg(最大構成時)

保証期間

3年間/翌営業日オンサイト修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

ダイレクト価格（税別）

２36,０００円～

お問い合わせは ダイワボウ情報システム株式会社 各営業拠点まで
D&L

活用ガイド
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NEW
Why PRODUCTS
Lenovo System x ?

Why
NEW PRODUCTS
Lenovo System x ?

ThinkPadのフラッグシップモデルの名を冠した
最新のPCファミリーが登場!!

プロジェクター、
３Dカメラに早変わり。モジュラーデザイン採用の12型タブレット

ThinkPad X1 Tablet

『X1ファミリー』
タフな筐体に操作性の良いキーボードが大人気のLenovo ThinkPad。
そんなLenovoの代名詞ともいえるThinkPadから、プロフェッショナルユースに
最適な『X1ファミリー』が新登場。
Lenovoらしいユニークな
「X1」
が、様々なビジネスシーンに革新をもたらします。

製品名

薄型、軽量。抜群の堅牢性を誇る14型ノートブック

２02,０００円～

ダイレクト価格（税別）

ThinkPad X1 Carbon（2016年モデル）
人工衛星にも使用されるカーボン・ファイバー素材で強化された筐体が
特徴の
「X1 Carbon」
に2016年モデルが新登場。14型液晶を搭載し、
12項目にわたるMIL規格(米国国防総省が調達する物資の規格)をパス
する堅牢性を確保しながら、重量約1.18kg、最薄部14.95ｍｍと、大幅な
軽量・薄型化に成功。超高速ストレージであるPCle NVMe SSDストレー
ジや、高解像度WQHD(2560×1440)を搭載し機能を拡充することで、
更なる実践的なビジネスツールへと変貌を遂げています。
タッチ式の指紋センサーでセキュリティー管理も安心です。
製品名

ThinkPad X1 Carbon

OS

Windows 10 Pro 64bit、Windows7 Professional 64bit/32bit SP1(ダウングレード)

MS Office

なし

ディスプレイ

14.0型、2560×1440, WQHD, IPS、1920×1080, FHD, IPS

CPU

Core i5-6200U(2.3GHz)、Core i5-6300U vPro(2.4GHz)、Core i7-6600U vPro(2.6GHz)

メモリ

4GB/8GB(LPDDR3)

HDD/SSD

(シリアルATA)SSD: 192GB、(PCIe NVMe)SSD : 近日発売

約333×229×14.95〜16.45mm

本体質量

約1.18kg

＜革新的な3つのモジュール＞

２２１,０００円～

ダイレクト価格（税別）

メモリ

4GB/8GB(LPDDR3)

HDD/SSD

(シリアルATA)SSD: 192GB

本体サイズ

約291×209.5×8.45mm(タブレット単体)、
約291×217×13.65mm(キーボード装着時)

本体質量

約767g(タブレット単体)、 約1065g(キーボード装着時)

※オプションになります

プロジェクターになるプレゼンター・モジュールです。会社の打ち合わせ等に、あると嬉しいツールです。

③Intel RealSense対応の3Dカメラを備える
「3Dイメージングモジュール」

物体をスキャンして3Dデータ化できるインテル RealSense 3D カメラを内蔵したモジュールです。設計やシュミレーションに便利です。

ThinkCentre X1

ThinkPad X1 Yoga

ディスプレイ部分の厚さが11mmの超薄型フレームを採用した画面一体
型PC
（オールインワンPC）
が新登場。
実際の使用環境想定した厳しい品質テストを実施し、洗練されたデザイン
に、
ビジネスクラスの堅牢性も持ち合わせます。
ディスプレイはミクロレベルでの微細加工により、反射光を拡散し画面の
映り込みを抑えるため、
まぶしさを防いで目の疲れを軽減します。
スタンドを取り外せば、
オプションの薄型VESAマウント(壁やアームスタン
ドなどに固定するための規格)を使って壁面にも気軽に設置。
ホテルなどの受付、インフォメーション・カウンター、会議室など、そのPC
であることを意識させないデザインは、人目に付く場所で大活躍すること
請け合いです。
製品名

ThinkCentre X1

OS

Windows 10 Pro 64bit、 Windows7 Professional 64bit SP1(ダウングレード)

MS Office

なし

ディスプレイ

23.8型、1920×1080, マルチタッチ非対応

CPU

Core i7-6600U vPro(2.6GHz)

メモリ

8GB/16GB(DDR4 SDRAM SODIMM)

HDD/SSD

(シリアルATA)SSD: 256GB

OS

Windows 10 Pro 64bit、Windows7 Professional 64bit/32bit SP1(ダウングレード)

オプティカルドライブ なし

MS Office

なし

メディアカードリーダー 9-in-1メディアカードリーダー

ディスプレイ

14.0型、2560×1440, WQHD, IPS, 10点マルチタッチ、1920×1080, FHD, IPS, 10点マルチタッチ

インターフェース・ USB3.0×5、DisplayPort(外部出力)×1(入出力対応コンボポート)、コンボジャック(マイク入力/ヘッド
ポート
ホン出力対応)×1、Gigabit Ethernet×1

CPU

Core i5-6200U(2.3GHz)、Core i5-6300U vPro(2.4GHz)、Core i7-6500U(2.5GHz)

メモリ

4GB/8GB(LPDDR3)

HDD/SSD

(シリアルATA)SSD: 192GB、(PCIe NVMe)SSD : 256GB

本体サイズ

約333×229×15.3 ～ 16.8mm

本体質量

約1.36kg

バッテリー駆動時間 約8.2 ～ 9.8時間
保証期間

1年間/引取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

薄さと確かな性能を実現したスタイリッシュなオールインワン・デスクトップ

インターフェース・ USB3.0×3、HDMI×1、miniDisplayPort×1、
マイク/ヘッドフォンコンボジャック×1、Gigabit
ポート
Ethernet×1、OneLink+×1

活用ガイド

Core m3-6Y30(900MHz)、Core m5-6Y54(1.1GHz)、Core m5-6Y57vPro(1.1GHz)

②プロジェクターを備える
「プレゼンターモジュール」

薄型軽量で耐久性を兼ね備えた
「X1」
と液晶が360度回転する
「Yoga」
が融合し、
「X1 Yoga」
として新登場。
作業時はラップトップモード、資料のプレゼンはスタンドモード、手書き対
応のペンでスケッチする時はテントモード、動画閲覧はタブレットモード
など、様々なシーンで4つのモードを柔軟に使い分けることができます。
また、有機ELディスプレイ
（OLED）
パネルを搭載し、液晶とはひと味違う
高いコントラストや鮮明で発色豊かな画面表示を実現。カラーの資料や
写真、動画を色鮮やかに表現します。
色々な表情を見せる
「X1 Yoga」
があなたのビジネススタイルを演出し
ます。

２38,０００円～

12.0型、2160×1440, FHD+, IPS,10点マルチタッチ, ゴリラガラス

CPU

バッテリーを内蔵し、バッテリー駆動時間が、通常時より約1.5倍長持ち(最大15
時間)するプロダクティビティー・モジュールです。HDMIやフルサイズのUSB
ポートなども搭載しています。

ThinkPad X1 Yoga

ダイレクト価格（税別）

ディスプレイ

①拡張バッテリーを兼ねた
「プロダクティビティ・モジュール」

3年間/引取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

製品名

なし

保証期間

バッテリー駆動時間 約7.5 〜 9.8時間
保証期間

Windows 10 Pro 64bit

MS Office

バッテリー駆動時間 約8.4 ～ 10.2時間

インターフェース・ USB3.0×3、HDMI×1、miniDisplayPort×1、
マイク/ヘッドフォンコンボジャック×1、Gigabit
ポート
Ethernet×1、OneLink+×1
本体サイズ

ThinkPad X1 Tablet

OS

インターフェース・ USB3.0×2(USB3.0×1, Type-C USB3.0×1)、miniDisplayPort×1、
マイク/ヘッドフォンコンボ
ポート
ジャック×1、ドッキングコネクター×1

使い方、自由自在。4つのモードが魅力の14型液晶回転型ノートブック

6 D&L

X1の名前を冠した、薄さ8.45mm、軽さ約767gの12型超薄型モバイル
タブレットが新登場。
本体背面のキックスタンドを利用して、状況や好みに合わせて液晶部分
の角度を自由に調整できます。
また、マグネットで脱着可能なトラックポイント付きThinキーボード(オプ
ション)を装着すればノートブックに早変わり。
さらに、本体下部に円筒状の
「モジュール」
を装着することで、プロジェク
ター機能、3Dカメラ機能を追加することができます。(モジュラーデザイ
ン)
タブレット、
ノートブック、プロジェクター、
３Ｄカメラと様々なシーンで幅
広い使いこなしができる、ユニークなデバイスです。

3年間/引取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

本体サイズ

約570×240×451mm

本体質量

約5.41kg(最大構成時)

保証期間

3年間/翌営業日オンサイト修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

ダイレクト価格（税別）

２36,０００円～

お問い合わせは ダイワボウ情報システム株式会社 各営業拠点まで
D&L

活用ガイド
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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
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。

System x キッティングフリーキャンペーン

3

納品まで
ステップ !

STEP

1

STEP

2

設定情報
の確認

3

キッティング
サービスの依頼

納品

キッティング
サービス

基本サービスはここまでやります!!
ハード組込み作業

RAID設定及びファームウェア

OS初期導入作業

品質検査作業

梱包作業

サーバーへの内蔵可能なオプション
取付を行います。

R AID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が指定した規定値で構成したOS
を初期導入し、お客様はログインする
ことでそのまま利用が可能です。

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。

アップデート作業

RAID 1
Block 1

Block 1

Block 2

Block 2

Block 3

Block 3

Block 4

Block 4

DRIVE 1

DRIVE 2

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。
追加したいオプションがあるけど
設定が難しそう･･･

http://www.d-par.com/d/kit3/

出荷前に設定された状態で発送される

SEのリソースが
足りない･･･

便利な追加オプションサービスがおすすめ!!

有 料 オ プション

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〕

IMM基本セットアップ

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〕

NICチーミング作業（Windows）
（Windows）

・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

・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

UPS
（無停電電源装置）
の各種設定

UPS Expanderカード、
SNMPカードキッティング（設定無し）
（設定無し）

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

・UPS 管理ソフト標準インストール
・シャットダウンテスト

・Expander、SNMP カード増設

バックアップアプリケーション導入

BackupExec導入

ARCserve導入

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

UPS管理ソフトインストール

買取
なので

価格については、DIS支店営業までご相談ください。

廃棄費用が削減！マニフェスト伝票も不要!! 3R活動に貢献!!!

買取対象品目と買取金額
デスクトップ

100 円～

ノート PC
タブレット PC

50 円～

その他

液晶ディスプレイ

50 円～

サーバー

50 円～

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。

ダイワボウ情報システム株式会社
●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4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4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。

取り扱い店

印

ネットワーク機器

50 円～

ご相談下さい!

お問合せはこちら

Mail

kaitori@pc-daiwabo.co.jp

2016 vol.01

サーバーキッティング
サービスを利用すると

STEP

