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Lenovo Converged HX Series

優れた拡張性が魅力！

サーバーとストレージを一体化した仮想化環境向けアプライアンス製品

『Lenovo Converged
HX シリーズ』
SDS* テクノロジーを使ってサーバー / ストレージの機能を一体化。
ノードを追加することでストレージの性能や容量を無制限に拡張することが可能です。
在宅勤務やモバイル・ワークに利用されるデスクトップ仮想化やサーバーの仮想化など
の仮想化環境のほか、クラウド基盤やモバイル、ソーシャル、IoTと爆発的に増え続ける企業のデータベース、
ビジネスアプリケーションなど、拡張が見込まれるシステムもサイジングを気にすることなく導入できます。
*SDS(Software Deﬁned Storage)…ストレージのソフトウエア化

ハイパーコンバージド * 市場での
マーケットシェア No.1*
一元管理ツール
(Prism ソフトウェア管理 )

x86サーバーの信頼性と
お客様満足度 No.1*

分散システム
(Acropolis)

* サーバーとストレージを統合した新しい形態のシステムインフラ
* IDC MarketScape Hyperconverged Systems Market Report 2014

サーバー、システム管理ツール
(System x、xClarity ハードウェア管理 )
* ITIC Global Server Hardware, Reliability Report- 2015-2016

Lenovo Converged HX シリーズ
サーバー
System x

+

ハイパーバイザー
(ESXi/AHV*)

+

システム管理
(Prism&xClarity)

*Acropolis Hypervisor
（ビルトインされた無償のハイパーバイザー）

■ HX3500

▶基本モデル
VDI、仮想サーバー向け

■ HX5500

▶ストレージ大容量モデル
大容量仮想サーバー向け

■ HX7500

▶ハイパフォーマンスモデル
データベース、高 I/O 業務向け

SSDx2,HDDx6

SSDx2,HDDx6

SSDx4,HDDx20

• 従来のストレージと SAN を置き換える System x ベース（x3650M5）のアプライアンス・サーバー
• エンタープライズストレージ向けの性能・機能
（インライン重複排除、データ圧縮、データローカリティによる性能の担保など）
•3 ノードが最小構成（2U1 ノード構成）で、1 ノード単位で増設可能
最初の 3 ノードは同一モデル、拡張時の追加は異なるモデルを選択可能
•VMware ESXi と Nutanix Acropolis Hypervisor に対応
• 保証期間（3 年 /5 年）を選択、レノボによる一元サポート窓口の提供
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Lenovo Converged
HXSystem
Series
Why Lenovo
x?

HX シリーズ ソフトウェア・エディション
Starter

1.Nutanix のコアとなるソフ
トウェア機能を提供
2. 小規模な構成や、限定され
たワークロードに最適
3. ライセンス・キー不要

Pro（推奨）

1. 耐障害性を向上させ、管理
をより容易にする機能を追加
2. 複数のアプリケーションか
ら利用する場合や、単一の
アプリケーションだが大規
模に展開するケースに最適

Ultimate

1. 複雑となりがちなインフラ
ストラクチャーの課題を解
決する Nutanix の全ての機
能が使用可能
2. 複数のサイトにまたがって
展開する場合や、さらに高
いセキュリティを実現する
場合に最適

『Lenovo Converged HX シリーズ』
を 導入するとこんなメリットがあります！
SAN/NAS が不要なため、
ラックスペースを大きく削減

TCO（総所有コスト / 総保有コスト）
の大幅な削減
お客様の事例で
5 年間の TCO

これが……

こうなります！

欲しい時に欲しいだけ増設

スモールスタートに対応！

拡張が簡単！
スケールアウト型のクラスター

ストレージネットワークが無いため、
パフォーマンスのボトルネック無し
仮想インフラの IO 不足を解消！
ブートストームやクローニング、
リフレッシュもストレスなし

40% 〜 60% 削減！

短期間での構築が可能
設置にかかる時間は
なんと 1 時間未満！
電源が入ればすぐに
仮想環境を利用可能

OS アップデートや拡張時に
サービスの停止は不要
Nutanix OSのアップグレード
時及び、増設・減設における
サービスの停止は一切不要

一つの管理インターフェースでインフラの統合管理が可能
サーバー、ストレージなどの専任技術者がいなくても、H/W の違いを気にせずインフラの統合管理が可能
・ストレージパフォーマンス
・ストレージサマリ
・VM サマリ
・ヘルス状況
・アラートサマリ
・CPU・メモリ使用率

ご希望のお客様には Lenovo Converged HXシリーズのデモプログラムをご用意しております。
詳しくは 〈ダイワボウ情報システム 各営業拠点〉までお問い合わせください。
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Lenovo Tablet

多様 なラインアップから選ぶ

『Lenovoタブレット』
訪日外国人旅行者数の急増で盛り上がる販売の最前線では、接客や免税処理、旅行客のニーズの把握に
Mobile POS が欠かせないツールになっています。
また、文科省による一人一台化の推進や、2020 年の学習指導要領の改定（21 世紀型スキルの育成、アクティ
ブラーニング）によって、タブレットを使用した授業が急速に広がっています。
ここでは活況を呈す市場に向け、Lenovo の多様なタブレットをご紹介します。

〈Lenovo タブレット ラインアップ〉

ThinkPad10
10 インチ
Windows

LTE、Wiﬁ 対応、SIM フリー モデル

価格

Tab3 Business
10 インチ
Android

Yoga tab3
8/10 インチ
Android

X1 Tablet
12 インチ
Windows

Book
10 インチ
Android
Windows

Yoga Home 900
27 インチ
Windows
※Wiﬁ 対応

Windows
Android
Low cost/POS

Oﬃce/Productivity
スクリーンサイズ

最適なタブレットが必ず見つかる！ 用途に合わせたデバイスをご案内
オフィス PC のリプレース

●パフォーマンス / 生産性 ●堅牢性
●キーボード ●セキュリティ

ワークスタイル変革
●バッテリーライフ
●キーボード

●重さ、モビリティ

ソリューションとしてのデバイス
●デジタルサイネージ

●対面販売

Mobile POS

● mPOS ソリューションとの連携
●価格 ●決済機能

教育

●堅牢性 ● Windows OS
●ペン入力

とりわけ企業に人気が高い Lenovo の Windows タブレット。その理由はこちら▶▶▶
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Lenovo
Tablet
Why
Lenovo System
x?

ビジネスで選ばれるには理由があった

Windows タブレットという選択
タブレット端末の OS には iOS や Android、そして Windows がありますが、ここにきて Windows
の比率が上昇傾向にあります。
ビジネスにおけるユーザーの満足度が高い Windows タブレット、その理由とは？

理由1

▶周辺機器との連携

Windows なら機器との連携もいつも通り！いろいろ繋げます

●マウスの利用 ●外部メモリの接続 ●有線 LANによる接続
● ICカードや NFC(Near FieldCommunication、
「かざして通信」するための規格 ) の利用

理由2

▶ユーザー利便性

オフィスの PCと一緒！Oﬃce が使えて業務がはかどります

● Oﬃce アプリケーションで作成したドキュメントの編集
●マルチユーザーで利用 ●シングルサインオン ●複数アプリケーションの同時利用

理由3

▶セキュリティ

安心して使える！ オフィスの PCと同様のセキュリティを持ち歩く

●権限モデル ●ウィルス対策
●二要素認証 (2 つの要素を組み合わせてユーザの身元を確認する仕組みのこと。ID・パスワード＋
電子証明書をはじめとして様々な組み合わせ例があります。)
●文書の暗号化 (RMSとの連携 Rights Management Services（RMS）は、デジタル情報を不
正利用から保護するマイクロソフトの情報保護テクノロジ )

理由4

▶運用・管理保守

Windows の真骨頂！ 一括設定で管理者の方もらくらく

● Active Directory 連携

● OS バージョンの管理

●アプリ管理

Lenovo の Windows タブレットはいろいろな業種・職種で活用されています！
稟議や報告書の
確認や承認

食事や品物の
オーダーに

作成資料を
プレゼン

医療現場で
レントゲンやカルテを
確認

学校で電子教科書や
電子黒板として利用

お客様の待ち時間に
貸出

詳しくは 〈ダイワボウ情報システム 各営業拠点〉までお問い合わせください。
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NEW
NEW
PRODUCTS
PRODUCTS

NEW PRODUCTS

サーバー製品のラインアップ に新製品 が 登場！

『Lenovo System x 』
NEW

最新高速プロセッサー、大容量DDR4メモリーとストレージ、
高い管理機能や信頼性を搭載した、
１U1ソケット ラック型エントリーサーバー

X3250 M6 Xeon E3-1200 v5（Skylake）

前世代と比較しx3250 M6の
最大メモリー容量が向上※1
前世代と比較しx3250 M6の
メモリー速度が向上※2
前世代と比較しx3250 M6の
性能が向上※3

100％
33％
30％

※1 Based on 32GB memory capacity in Intel Xeon E3-1200 v3 processor vs
64G in E3-1200 v5 processor
※2 Based on 1600 MHz in Intel Xeon E3-1200 v3 processor vs 2133 MHz in
E3-1200 v5 processor
※3 Internal measurements as of January 2016 for SPEC

●インテルXeonプロセッサーE3-1200 v5製品ファミリー
（最大1個、4コア）
最大64GB DDR4システムメモリー2133 MHz
●最大24TBの大容量内蔵ストレージ
●ホットスワップ・冗長電源に対応可能

オールマイティなワークロードに対応するパフォーマンス、信頼性、
セキュリティおよび拡張性を備えた1U２ソケット ラック型ミッドレンジサーバー

X3550 M5 Xeon

E5-2600 v4
※1
CPU性能アップ
〔Xeon E5-2600 v3と比較〕

※2
コア数アップ
〔Xeon E5-2600 v3と比較〕

●インテルXeonプロセッサー E5-2600 v4 製品ファミリー
（最大2個、
44コア）
とTruDDR4メモリー （最大64GB DIMMで1.5TB、
2400MHz）
対応
●28 ドライブベイ、最大120TB の内蔵ストレージを提供可能
●最大8個のPCIe NVMe SSDにより 12Gb SASで4倍のランダム・
リードIOPs を実現

※3
仮想化性能がアップ
〔Xeon E5-2600 v3と比較〕

44％
22％
30％

※1 Internal measurements as of February 2016 for representative Aerospace CFD workloads
※2 Based on 18 cores per system for E5-2600 v3 processor vs 22 cores per system for E52600 v4 processor

※3 Internal measurements as of February 2016 for representative virtualization based workloads
based on Intel Xeon E5-2600 v4 processor versus Intel Xeon E5-2600 v3 processor

ビジネス・クリティカルなワークロードに最適な、高いパフォーマンス、信頼性、
セキュリティおよび拡張性を備えた2U2ソケットラック型ミッドレンジサーバー

X3650 M5 Xeon E5-2600 v4
6個のベンチマークで

No1

を獲得

No1

・ 仮想化ワークロードでNo1
・ 仮想化ワークロードでNo1の電力効率※1
・トランザクション計算でNo1※2
・マルチコアで最速
（HPC等）
、
シングルコアでも最速
（証券取引等）のアプリケーション性能※3
※1

※1 Based on SPECvirt̲sc2013/PPW/PPWServer results of 24.8 Tiles, 4.206@132
VMs as of March 31, 2016
※2 Based on TPC̲E results (4,938.14) with price/performance of $117.91 USD as
of March 31, 2016
※3 Based on SPECfp̲base2006 results (125) as of March 31, 2016

●インテルXeonプロセッサー E5-2600 v4 製品ファミリー
（最大2個、44コ
ア）
とTruDDR4メモリー
（最大64GB DIMMで1.5TB、2400MHz）
対応
●最大12ドライブベイにより46TB の内蔵ストレージを提供可能
●42Uラックあたり1760コア、64TBメモリー、480 HDDを提供可能

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
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Lenovo Together Seminar

セミナーの内容をご要望に合わせてカスタマイズ

『Lenovo Together Seminar』
Lenovo Together Seminarとは？

Lenovo Together Seminar 概要
■ 対象のお客様
■ 開催日時
■
■
■
■

所要時間
ご参加社数
ご参加人数
開催場所

■ お申込み方法
■ お申込み期限

： 各業界のIT関連部門の責任者の方、
レノボのビジネスパートナー企業の方
： 毎週火曜日、水曜日、木曜日 15:00より開催
※開催日程の曜日や開始時間は調整可能ですので、
ご相談ください。
： セミナー：約2時間、懇親会：約1時間
（目安）
： 各開催日につき1社様限定 (原則先着順)
： 最大35名様
： レノボ ジャパン東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 秋葉原UDX 10階 北ウイング
※首都圏以外は要調整
： 弊社担当営業までお問い合わせください。
： 実施ご希望日の2週間前までにお申込みください。

▶Lenovo Together Seminar セッション一覧
メニューからお客様のご希望に合わせてセッションを組合わせるプライベートセミナーです。
メニュー番号

セッション内容

所要時間

①

レノボ会社紹介

②

レノボ データセンター事業部 製品およびサービスのポートフォリオ

10分

③

Lenovo System xご紹介

15分

④

Lenovo NextScale System ご紹介

⑤

Lennovo Flax System ご紹介

⑥

Lenovo Converged HXシリーズ ご紹介 〜Nutanix社のAcropolisおよびPrismソフトウェアを搭載したアプライアンス製品〜

15分

⑦

保守、サポート体制 ご紹介

15分

⑧

デスクトップ仮想化
（VDI）
ソリューション ご紹介

15分

⑨

Big Dataソリューション ご紹介

15分

⑩

SAP HANA 向けエンタープライズソリューションサービス ご紹介

15分

®

5分

〜タワー型、ラック型サーバー製品〜
〜次世代高密度サーバー製品〜

15分

〜ブレード型サーバー製品〜

15分

®

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

Lenovoの最新情報は

D&Lサイトナビ

検索

もしくは

Lenovo Together Seminar

お客様または販売店様、システムインテグレーター様をレノボ
ジャパンの秋葉原本社にお迎えし、
レノボ データセンター事業部
のご紹介からサーバー、ストレージの最新製品、サポート、キャン
ペーン情報などを、お客様のご質問やご要望に応じてご紹介する
プライベートセミナーです。
セミナーの内容は、豊富なメニューからお客様のご希望に合わせてカスタマイズできるテーラーメイド式となっており、お客様
のご興味領域にフォーカスして、より深くご紹介することが可能です。
また、セミナー終了後にはささやかな懇親会もご用意しております。レノボ製品やサービスに関するご質問や、お客様のビジネ
ス課題などを、直接レノボのスタッフにお伝えいただける機会となっております。
ぜひこのプライベートセミナーを通じて、
レノボのITソリューションをより身近に感じていただき、お客様の課題解決にレノボを
お役立ていただきたいという思いを込めて、Lenovo Together Seminar をご用意いたしました。

http://www.d-par.co
D&L
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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、
2016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。

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.02

サーバーキッティング
サービスを利用すると

STEP

