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推 奨 オ プ シ ョ ン
ｻｰﾊﾞｰ保守

SVパック

PY-RD111 品種コード CCR728

ご提供価格（税抜）

¥35,000
¥37,800(税込)

PRIMERGY 内蔵データカートリッジ ドライブユニット

リ ム ー バ ブ ル ・ デ ィ ス ク / バ ッ ク ア ッ プリ ム ー バ ブ ル ・ デ ィ ス ク / バ ッ ク ア ッ プ
富⼠通

VY2914H200
品種コード CLM020

System Recovery 2013 R2
Server Edition BOX

ご提供価格（税抜）

¥77,500
¥¥83,700 (税込)

PY-UPAT75
品種コード CCN604

ご提供価格（税抜）

¥59,000
¥63,720(税込)

PRIMERGY ⾼機能無停電電源装置
Smart-UPS SMT 750J

PowerChute Business Edition Basic v9.1.1
B5140R56C 品種コード CET762

ご提供価格（税抜）

¥13,800
¥14,904(税込)

UPS管理ソフトウェア/ネットワークソフト

U P S 無 停 電 電 源 装 置U P S 無 停 電 電 源 装 置
富⼠通

バ ッ ク ア ッ プ ソ フ トバ ッ ク ア ッ プ ソ フ ト ﾍﾞﾘﾀｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

富⼠通

■データカートリッジRDX 1TBもご準備しております
0162170
品種コード FC3608

C A L / Microsoft Open LicenseC A L / Microsoft Open License

Windows Server  CAL 2012 ライセンス

ご注意：初回購⼊の場合は3ライセンスから、追加購⼊の場合は
1ライセンスから購⼊可能です※要申請書

ご提供価格（税抜）

¥5,500
¥5,940(税込)

ご提供価格（税抜）

¥6,200
¥6,696(税込)

1 台のデバイスを複数のユーザーで共同利⽤するなど
「PC ユーザー数 ＞ PC 台数」 のお客様に有効

1 ⼈で PC やモバイル端末など複数のデバイスを利⽤する
「PC ユーザー ＜ PC 台数」 のお客様に有効

ユーザーＣＡＬユーザーＣＡＬ

デバイスＣＡＬデバイスＣＡＬ

R18-04362 品種コード GS1637

R18-04364 品種コード YA6857

ファイルサーバー
⽂書管理システム
基幹業務アプリケーションまで
最適なサーバー＋推奨オプション構成です！

PCA
商魂X 商管XOBC

商奉⾏i10
蔵奉⾏i10応研

販売⼤⾂NX

OSK SMILE BS
2nd Edition 販売

⽂書管理システム
Ridoc Smart Navigator V2

推奨

基幹業務アプリケーション基幹業務アプリケーション
推奨

推奨

お す す め 売 れ 筋 ！ サ ー バ ー ＆ オ プ シ ョ ン
１番棚シリーズ１番棚シリーズRICOH

RICOH

※ご注⽂前にメーカーのホームページ等で必ず正確な情報をご確認ください※掲載写真は実際の商品と異なる場合があります※詳細は添付資料：NET Begin SVパック、クラウドサービス for MVB、クラウドサービス for 簡単バックアップ参照

CPU Xeon E3-1220v5 (3.00GHz)
メモリ /光学ドライブ 8GB(4GB×2)/ DVD-ROM

HDDｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ/HDD構成 SAS /900GB （300GB×3）
RAIDレベル RAID5 / ホットプラグ対応

OS Windows Server 2012 R2 Standard(64bit) 
※CALなし ※別途CALをご購⼊ください

保証 1年標準保証(1年間翌営業⽇以降訪問修理)

ご提供価格（税抜）

¥406,700
¥439,236 (税込)

PRIMERGY TX1330 M2
PYT1332ZFZ 品種コード FJ8769

インストール済み

Windows Server 2012 R2 Standardインテル®⾼速CPU Xeon® E3-1220 v5（3.00GHz）を採⽤
⼤容量が必要な運⽤にも応える1WAYタワー型サーバ

2.5インチ搭載・最⼤搭載量・拡張性増

No.1 サーバー保守

SVパック

ウィルス対策

CS for MVB

バックアップ

CS for
簡単バックアップ

セキュリティ

CS for
サーバーセキュリティ

Ridoc Smart Navigator V2

New!

ご提供価格（税抜）

¥46,000
¥49,680(税込)
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優れた性能と拡張性であらゆる⽤途に対応

サーバー保守

SVパック

MADE
IN 

TOKYO

東京でつくって国内輸送 だから⾼品質のまますぐ届く ＭADE IN TOKYO

ウィルス対策

CS for MVB

CPU Xeon E3-1220v3 (3.10GHz)
メモリ/光学ドライブ 8GB(4GB×2) / DVD-ROM

HDDｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ/HDD構成 SAS/900GB(300GB×3)
RAIDレベル/ほか RAID5 /ホットプラグ 対応

OS Windows Server 2012 R2
Standard (64bit) 1CAL付

保証 3年標準保証
(3年間翌営業⽇ｵﾝｻｲﾄｻｰﾋﾞｽ3年間ﾊﾟｰﾂ保証）

ML310e Gen8 v2 HP 8SFFモデル
１UserCAL 7224470-ASXV 品種コード YA6757

ご提供価格（税抜）

¥378,700
¥408,996(税込)

インストール済み

お す す め 売 れ 筋 ！
サ ー バ ー ＆ オ プ シ ョ ン

⽂書管理システム Ridoc Smart Navigator V2 推奨
基幹業務アプリケーション推奨

⽂書管理システム Ridoc Smart Navigator V2 推奨
基幹業務アプリケーション推奨

PCA 商魂X/商管X
OBC 商奉⾏i10/蔵奉⾏i10
応研 販売⼤⾂NX
OSK SMILE BS 2nd Edition 販売

１番棚シリーズ１番棚シリーズRICOH
RICOH

No.2

Windows Server 2012 R2 Standard

バックアップ

CS for
簡単バックアップ

1CAL付

セキュリティ

CS for
サーバーセキュリティ

Ridoc Smart Navigator V2

B7B67A 品種コード GS7299

RDX1TB USB3.0 ディスクバックアップシステム(内蔵型)

UPS T1000 G4

J2P86A
品種コード YA2836

4GB 2RX8 PC3L-10600E-9 
メモリキット

U P S 無 停 電 電 源 装 置U P S 無 停 電 電 源 装 置

リ ム ー バ ブ ル ・ デ ィ ス ク / バ ッ ク ア ッ プリ ム ー バ ブ ル ・ デ ィ ス ク / バ ッ ク ア ッ プ

ML310e⽤増設メモリML310e⽤増設メモリ
HP Power Protector付属

(各モデルに付属する電源管理ソフトウェアアプリケーション)

647907-B21
品種コード GS4645

ご提供価格（税抜）

¥53,000
¥57,240(税込)

HP
推 奨 オ プ シ ョ ン

HP

ご提供価格（税抜）

¥13,500
¥14,580(税込)

※掲載写真は実際の商品と異なる場合があります ※ご注⽂前にメーカーのホームページ等で必ず正確な情報をご確認ください

ｻｰﾊﾞｰ保守

SVパック

HP

※詳細は添付資料：NET Begin SVパック、クラウドサービス for MVB、クラウドサービス for 簡単バックアップ参照

ご提供価格（税抜）

¥86,800
¥93,744 (税込)

サーバー導⼊構築・ヘルプデスク・保守/リカバリー・定期点検を
ワンパッケージでご提供お客様の業務停滞を最⼩限に抑えます

※メニューにより違いがあります

サ ー バ ー 導 ⼊ を ご ⽀ 援

サーバーの保守には
N E T B e g i n S V パ ッ ク

※⼀部商品除く
管理サーバーが不要なので導⼊・運⽤が簡単

仮想化環境にもクラウド環境にも１台１ヶ⽉から対応
ヘルプデスクと運⽤⽀援を含めたワンパッケージ

脆弱性対策脆弱性対策便利便利簡単導⼊簡単導⼊運 ⽤運 ⽤保 守保 守導⼊設置導⼊設置

⼤事なサーバーには
クラウドサービス for
サーバーセキュリティ

障 害 発 ⽣ 時 に は エ ン ジ ニ ア が 訪 問
安 ⼼ の 定 期 点 検 ･ ヘ ル プ デ ス ク 付 き

重要な情報を保持するサーバーに
脆弱性対策・ウィルス対策サービスを提供します。

リコーのご提供する以下のサービスは お客様をワンストップでご⽀援いたします！

サーバー保守

SVパック

※⼀部商品除く

ＢＣＰ強化ＢＣＰ強化安⼼安⼼低コスト低コスト

重要データには
クラウドサービス for 

簡単バックアップ

バックアップ

CS for
簡単バックアップ

災害にも強いクラウドへ安全に重要データを保管
パソコン含む複数台数でも定額なので低コスト

バックアップに必要な機器の購⼊は不要

サーバー・パソコンのビジネスデータを⾃動バックアップし
災害時のデータ消失リスクを低減いたします

セキュリティ

CS for
サーバーセキュリティ

バックアップソフトウェア Yosemite Server Backup Basic 使⽤権添付
（無償ライセンス提供/ダウンロード⼊⼿）

※オプションのリダンダント パワーサプライ 対応キットを搭載した場合は、内蔵RDXドライブとDVDドライブを
合わせて1台までの搭載となります

ご提供価格（税抜）

¥80,400
¥86,832 (税込)

21344731-M1
品種コード YA9452

Backup Exec 15 
⽇本語版 Windows

バ ッ ク ア ッ プ ソ フ トバ ッ ク ア ッ プ ソ フ ト ﾍﾞﾘﾀｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ



HA8000/TS10 AＭ1
GQBT11AM-08 品種コード YS4929

System x3100 M5 L model PAG Express
5457PAG 品種コード TN4548
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OS/Windows Server 2012
サーバー

充実のワンストップサポート＆サービス！全ての1番棚掲載サーバーに対応可能です

CPU Xeon E3-1220v3 (3.10GHz)
メモリ/光学ドライブ 4GB(4GB×1) / DVD-ROM
HDDｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ/HDD構成 SAS/600GB(300GB×2)
RAIDレベル/ほか RAID1 / ホットスワップ対応
OS Windows Server 2012 Standard(64bit) 

※CALなし

保証
1年標準保証
（1年間部品／1年間オンサイト修理・

保証サービス）
（24時間×週7⽇／CRU)

ご提供価格（税抜）

¥240,000
¥259,200(税込)

No.8

サーバー保守

SVパック

ウィルス対策

CS for MVB

バックアップ

CS for
簡単バックアップ

2.5インチ搭載・最⼤搭載量・拡張性増
CPU Xeon E3-1220v5(3.00GHz)
メモリ/光学ドライブ 8GB(4GB×2) / DVD-ROM
HDDｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ/HDD構成 SAS/1800GB(600GB×3)
RAIDレベル/ほか RAID5 /ホットプラグ対応
OS Windows Server 2012 R2 Standard(64bit)

※CALなし
保証 1年標準保証(1年間翌営業⽇以降訪問修理)PRIMERGY TX1330 M2

メー
カー N0. 品種ｺｰﾄﾞ ﾒｰｶｰ型番 CPU ﾒﾓﾘ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

HDD
インターフェイス
/HDD構成

ホット
スワップ

（ホットプラグ）

RAID
ﾚﾍﾞﾙ OS ご提供価格

富
⼠
通

PRIMERGY TX1330 M2 2.5インチ搭載・最⼤搭載量・拡張性増

4 FJ8768 PYT
1332ZFY

Xeon E3-
1220v5

（3.00GHｚ）

8GB
(4GB×2)

DVD
-ROM

SAS/600GB
(300GB×2)

ホットプラグ
対応 RAID1

Windows
Server
2012 R2
Standard 
(64bit) 
※CALなし

¥369,600(税抜)

¥399,168 (税込)

PRIMERGY TX1320 M2
5 FJ8767 PYT

1322ZFW
Xeon E3-
1220v5

（3.00GHｚ）

8GB
(4GB×2)

DVD
-ROM

SAS/1800GB
(600GB×3)

ホットプラグ
対応

RAID5
Windows
Server
2012 R2
Standard 
(64bit) 
※CALなし

¥452,100(税抜)

¥488,268 (税込)

6 FJ8766 PYT
1322ZFZ

SAS/900GB
(300GB×3)

¥388,500(税抜)

¥419,580 (税込)

7 FJ8765 PYT
1322ZFY

SAS/600GB
(300GB×2) RAID1 ¥353,500(税抜)

¥381,780 (税込)

1年標準保証(1年間翌営業⽇以降訪問修理)

ご提供価格（税抜）

¥513,500
¥554,580 (税込)

PRIMERGY TX1330 M2
PYT1332ZFW 品種コード FJ8770 No.3

CPU Xeon E3-1220v3 (3.10GHz)
メモリ/光学ドライブ 8GB(4GB×2) / DVD-ROM
HDDｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ/HDD構成 SAS /900GB （300GB×3）
RAIDレベル/ほか RAID5 /ホットプラグ対応
OS Windows Server 2012 R2 Standard(64bit)

5CAL付 (DeviceCAL)

保証 1年標準保証（1年無償保証
（1年⽬=翌平⽇ｵﾝｻｲﾄ(平⽇9-17時))

HA8000/TS10 AＭ1

ご提供価格（税抜）

¥317,400
¥342,792(税込)

No.9

Lenovo System x3100 M5 L Express

SVパックはサーバーの導入構築からヘルプデスク・保守・復旧をパッケージ化した商品です
導入から運用・保守まで全てサポートする為、管理者の業務負荷を軽減致します

サーバー保守

SVパック

クラウドサービス for MVBはヘルプデスクが付いたクラウド型ウィルス・セキュリティ対策サービスです
ウィルス対策をクラウド化することで、管理コストを大幅に低減できます

ウィルス対策

CS for MVB

クラウドサービス for 簡単バックアップは災害に強いクラウド型バックアップサービスです
バックアップの設定・操作は全て⾃動でされるので、お⼿軽にバックアップが始められます

バックアップ

CS for
簡単バックアップ

セキュリティ

CS for
サーバーセキュリティ

クラウドサービス for サーバーセキュリティはサーバーの脆弱性に対応したクラウド型の
セキュリティ対策サービスです。
管理サーバーをクラウドで提供するため、管理の⼿間をかけずにサーバー１台から
セキュリティの強化が可能です。

セキュリティ

CS for
サーバーセキュリティ

※掲載写真は実際の商品と異なる場合があります ※ご注⽂前にメーカーのホームページ等で必ず正確な情報をご確認ください※詳細は添付資料：NET Begin SVパック、クラウドサービス for MVB、クラウドサービス for 簡単バックアップ参照

New!

New!
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OS/Windows Server 2012
サーバー

充実のワンストップサポート＆サービス！全ての1番棚掲載サーバーに対応可能です

ﾒｰｶｰ N0. 品種ｺｰﾄﾞ ﾒｰｶｰ型番 CPU ﾒﾓﾘ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
HDD

インターフェイス
/HDD構成

ホット
スワップ

（ホットプラグ）

RAID
ﾚﾍﾞﾙ OS ご提供価格

HP

ML110 Gen9 HP 8SFFモデル 1UserCAL

11 YA6758 7769350-
AAKJ

Xeon E5-
2603v3

（1.60GHｚ）

8GB
(8GB×1)

DVD
-ROM

SAS/1800GB
(600GB×3)

ホットプラグ
対応 RAID5

Windows
Server
2012 R2
Standard 
(64bit) 
1CAL付

¥479,000(税抜)

¥517,320 (税込)

ML310e Gen8 v2 HP 4LFFモデル 5UserCAL

12 YA1715 7224460-
BAEZ

Xeon E3-
1220v3

（3.10GHｚ）

4GB
(4GB×1)

DVD
-ROM

SAS/1350GB
(450GB×3)

ホットプラグ
対応 RAID5

Windows
Server
2012 R2
Standard 
(64bit) 
5CAL付

¥420,000(税抜)

¥453,600 (税込)

3年標準保証（3年間翌営業⽇ｵﾝｻｲﾄｻｰﾋﾞｽ、3年間ﾊﾟｰﾂ保証）

ML30 Gen9 8SFF モデル
8234030-AAKG 品種コード CLV423

CPU Xeon E3-1220v5(3.00GHz)
メモリ/光学ドライブ 8GB(4GB×2) / DVD-ROM
HDDｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ/HDD構成 SAS /900GB （300GB×3）
RAIDレベル/ほか RAID5 /ホットプラグ対応
OS Windows Server 2012 R2 Standard(64bit)

1CAL付 (UserCAL)

保証 3年標準保証（3年間翌営業⽇ｵﾝｻｲﾄｻｰﾋﾞｽ、
3年間ﾊﾟｰﾂ保証）

ご提供価格（税抜）

¥403,000
¥435,240 (税込)

No.10

ML30 Gen9  

在庫
限り こちらの商品は台数限定、在庫限りとなります台数限定

サーバー保守

SVパック

ウィルス対策

CS for MVB

バックアップ

CS for
簡単バックアップ

セキュリティ

CS for
サーバーセキュリティ

New!

ﾒｰｶｰ N0. 品種ｺｰﾄﾞ ﾒｰｶｰ型番 CPU ﾒﾓﾘ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
HDD

インターフェイス
/HDD構成

ホット
スワップ

（ホットプラグ）

RAID
ﾚﾍﾞﾙ OS ご提供価格

富
⼠
通

PRIMERGY TX1330 M1 2.5インチ搭載・最⼤搭載量・拡張性増

13 FJ8743 PYT
1331ZFB

Xeon E3-
1220v3

（3.10GHｚ）

8GB
(4GB×2)

DVD
-ROM

SAS/1800GB
(600GB×3)

ホットプラグ
対応

RAID5 Windows
Server
2012 R2
Standard 
(64bit) 

※CALなし

¥497,500(税抜)

¥537,300 (税込)

14 FJ8742 PYT
1331ZFE

SAS/900GB
(300GB×3)

¥390,000(税抜)

¥421,200 (税込)

15 FJ8741 PYT
1331ZFN

SAS/600GB
(300GB×2) RAID1 ¥353,600(税抜)

¥381,888(税込)

PRIMERGY TX1320 M1
16 FJ8726 PYT

1321ZFE

Xeon E3-
1220v3

（3.10GHｚ）

8GB
(4GB×2)

DVD
-ROM

SAS/1800GB
(600GB×3)

ホットプラグ
対応

RAID5
Windows
Server
2012 R2
Standard 
(64bit) 
※CALなし

¥436,100(税抜)

¥470,988(税込)

17 FJ8727  PYT
1321ZFH

SAS/900GB
(300GB×3)

¥372,500(税抜)

¥402,300(税込)

18 FJ8725 PYT
1321ZFN

SAS/600GB
(300GB×2) RAID1 ¥337,500(税抜)

¥364,500(税込)

1年標準保証(1年間翌営業⽇以降訪問修理)

SVパックはサーバーの導入構築からヘルプデスク・保守・復旧をパッケージ化した商品です
導入から運用・保守まで全てサポートする為、管理者の業務負荷を軽減致します

サーバー保守

SVパック

クラウドサービス for MVBはヘルプデスクが付いたクラウド型ウィルス・セキュリティ対策サービスです
ウィルス対策をクラウド化することで、管理コストを大幅に低減できます

ウィルス対策

CS for MVB

クラウドサービス for 簡単バックアップは災害に強いクラウド型バックアップサービスです
バックアップの設定・操作は全て⾃動でされるので、お⼿軽にバックアップが始められます

バックアップ

CS for
簡単バックアップ

セキュリティ

CS for
サーバーセキュリティ

クラウドサービス for サーバーセキュリティはサーバーの脆弱性に対応したクラウド型の
セキュリティ対策サービスです。
管理サーバーをクラウドで提供するため、管理の⼿間をかけずにサーバー１台から
セキュリティの強化が可能です。

※掲載写真は実際の商品と異なる場合があります ※ご注⽂前にメーカーのホームページ等で必ず正確な情報をご確認ください※詳細は添付資料：NET Begin SVパック、クラウドサービス for MVB、クラウドサービス for 簡単バックアップ参照
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添付資料： クラウドサービス for 簡単バックアップ

中小企業向けクラウド型バックアップソリューション

クラウドサービス for 簡単バックアップ
中小企業向けクラウド型バックアップソリューション

クラウドサービス for 簡単バックアップ

メニュー 支払 単位 料金

クラウドサービス for 簡単バックアップ 初期料金※1 初期 契約 12,000円

クラウドサービス for 簡単バックアップ 10GB使用料
（10～250GB）※2

月額 契約 2,400円

クラウドサービス for 簡単バックアップ 10GB使用料
（260～1,000GB）※3

月額 契約 1,900円

メニュー 支払 単位 料金

クラウドサービス for 簡単バックアップ 容量追加料金※4 初期 回 7,500円

クラウドサービス for 簡単バックアップ 容量削除料金※4 初期 回 7,500円

メニュー 支払 単位 料金

クラウドサービス for 簡単バックアップ 訪問基本料金※5 初期 訪問・人 8,000円

クラウドサービス for 簡単バックアップ 初期設定ＰＣ 初期 台 6,000円

クラウドサービス for 簡単バックアップ 初期設定サーバー 初期 台 12,000円

※4 ご契約容量の増減を行う場合、必要となります。

※１ 本商品を新規にお申込みする場合、必要となります。
※2 お申込数量は 小1、 大25となります。12ヶ月未満での解約の場合、解約金が発生します。
※3 バックアップ容量を250GB以上ご利用の場合にお申込が可能です。お申込数量は 小1、 大75

となります。

■基本メニュー

■変更メニュー

■オプション

サービス稼働状況監視と不具合発生時のメール通知監視・通知

データセンターへパソコンの重要データをオンラインで
バックアップ (SSL通信で送信され、暗号化の上保管）

設定・操作に関するお問合せの電話･リモートサポート
対応

クラウドバックアップ

クライアントツール

専用Webサイト

ヘルプデスク

おすすめのバックアップセットで一般的な文書、画
像などのファイルを自動選択

パソコンの稼働状況により 適なタイミングでバッ
クアップを実行

バックアップ状況・リストア状況の把握

エンジニアによる導入サービス

オンサイトサポート

電話やリモートで操作をサポート

ヘルプデスク

管理画面で
一元管理

スマートデバイス
からも閲覧可能

データセンター

インターネット

過去90日分は
容量無制限

バックアップ容量は1,000GBまで

◆料金

別ＰＣへの
リストアも
可能

共有フォルダ
へのバック
アップも可能

お客様環境

契約容量は複数端末で共有できて効率的！

◆サービス概要

スケジュール設定や対象ファイル指定などの設定・操作が
不要な自動バックアップサービス

契約容量は複数端末で共有が可能
バックアップの取得状況が管理画面で一目瞭然
過去データは90日間、容量無制限で保管

※通知・レポート機能、管理Ｗｅｂ、専用ヘルプデスクもご提供しております

8

memo

Webで楽々
お申込み★

まずは、無料体験版でお試しください！！まずは、無料体験版でお試しください！！

で検索で検索リコー 簡単バックアップ今すぐ今すぐ
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添付資料： クラウドサービス for MVB

■料金一覧

メニュー 支払い方法 単位 標準料金

月額プラン クラウドサービス for MVB 月額プラン基本 初期 契約 2,700円

クラウドサービス for MVB 月額プラン更新 月額 ライセンス 550円

年間プラン クラウドサービス for MVB 年間プラン基本 初期 契約 2,700円

クラウドサービス for MVB 年間プラン新規 年間 ライセンス 6,000円

クラウドサービス for MVB 年間プラン更新 年間 ライセンス 6,000円

オプション クラウドサービス for MVB 訪問基本料金 初期 訪問・人 8,000円

クラウドサービス for MVB 初期設定PC／
スマートデバイス

初期 台 4,000円

クラウドサービス for MVB 初期設定サーバー 初期 台 8,000円

挙動監視機能

■主なサービス内容
ウイルスの隔離・削除、スパイウェアの検知、
起動中のスパイウェアの検出、削除

クライアントファイアウォール機能により、
外部からの侵入を防止

フィッシング関連サイト、危険なコードを配布
するサイトなどへのアクセスをブロック

業務で不要なＷｅｂサイトや不適切なＷｅｂ
サイトへのアクセスを制御

ＯＳ/レジストリ/システムファイルが、
不正に変更されないように監視しブロック

メール添付ファイルのウイルス・スパイウェア
検索をリアルタイムで実施 ※通知・レポート機能、管理Ｗｅｂ、専用ヘルプデスクもご提供しております

ウイルス・スパイウェア対策

ネットワークウィルス対策

フィッシング対策

ＵＲＬフィルタリング機能

ＰＯＰ３メール検索

パソコン・サーバー・スマートデバイスの
ウイルス対策・セキュリティ対策サービスをご提供

クラウドサービス for MVB
お客様専用のWeb管理画面でウイルス対策情報を一元管理

管理サーバー不要なので、保守・運用コストが削減可能

月額プランでご契約頂ければ、パソコン・サーバーの
増減に合わせて毎月契約の見直しが可能

リコー
ヘルプデスク

データセンター
お客様

操作問合せ

パターンアップデート、バージョンアップ
監視・通知、レポート

設定、管理

9

Webで楽々
お申込み★

まずは、無料体験版でお試しください！！まずは、無料体験版でお試しください！！

で検索で検索MVB 無料体験今すぐ今すぐ
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サーバー導入をご支援

障害発生時にはエンジニアが訪問

安心の定期点検・ヘルプデスク付き

サーバー導入構築・ヘルプデスク・保守/リカバリー・定期点検を
ワンパッケージでご提供。お客様の業務停滞を 小限に抑えます。

NETBegin SVパック

■ご提供メニューと内容

■サービス内容

■対応サーバー・ソフトウェア

サーバーメーカー ＊１ 日立 ／ 富士通 ／ ＨＰ ／ ＩＢＭ ／ Ｌｅｎｏｖｏ

ＯＳ ＊２ ＊３ Microsoft® Windows Server TM 2008以降

＊１：Storage Server／ブレードサーバーは対象外になります。

＊２ ：OSのソフトウェアは、正規ライセンス（CALを含む）を保有されていることが、

条件となり ます。

＊３：ドメインサーバーの対応は、「保守ＳＴ」のハードウェア保守のみの対応となります。

注）サーバーの機種（オプションを含む）及び、アプリケーションによっては、本商品をご提

供できない場合があります。また、インターネット接続環境を設置先にご用意ください。

（ソフトウェアアップデート用）

導入構築
・サーバー導入に必要なサーバー組立、ＯＳ導入、ウイルス対策ソフト、
バックアップソフト設定等を実施します。

ヘルプデスク ・障害切り分け、操作問合せの一元受付をいたします。

ハードウェア保守 ・オンサイトによるサーバーハードウェア修理を行います。

リカバリー
・初期状態への復旧（ＳＴ）又はバックアップデータからのリストア（ＤＸ）を
実施します。

定期点検
・サーバー動作確認・バックアップ状況確認を実施します。（ST、DX 2回/
年、保守H/W １回）

契約年数 ３年契約 ４年契約 ５年契約

エントリー ミドル エントリー ミドル エントリー ミドル

導入保守ＳＴ 530,000円 590,000円 594,000円 666,000円 711,000円 801,000円

導入保守ＤＸ 740,000円 800,000円 846,000円 918,000円 1,026,000円 1,116,000円

保守ＳＴ 420,000円 480,000円 495,000円 567,000円 612,000円 702,000円

保守ＤＸ 630,000円 690,000円 747,000円 819,000円 927,000円 1,017,000円

保守Ｈ/Ｗ 20,000円～ 50,000円～ 80,000円～

■一括支払料金表 （消費税別）

添付資料：NETBegin SV パック、ファイルサーバー移⾏サービス

ファイルサーバー内の共有フォルダを移行するサービスです。
ファイルサーバー入替時の手間を軽減します。

■料金一覧

移行元サーバー 移行先サーバーファイルサーバー
移行サービス

Windows Server2003/2003R2でご利用の共有フォルダを、セットアップ済みのWindowsServer2008R2またはWindowsServer2012R2へ移行します。

面倒で時間のかかる移行作業をお客様に代わって効率的に行います。

■移行範囲

＊月額料金メニューもご用意しております。

＊「ファイルサーバー移行サービス 1-300GB（SVパック限定）メニュー」は、NETBegin SVパック
の「導入保守ST」または「導入保守DX」とセットでご購入の場合にのみ適応できます。

WorkGroup環境 ドメイン環境

・共有フォルダ、ファイル
・アクセス権（共有・セキュリティ）
・ユーザーおよびグループ情報

・共有フォルダ、ファイル
・アクセス権（共有・セキュリティ）

* 大移行容量は300GBとなります。
* 大10個の共有フォルダ単位、 大50ユーザーのアカウント情報の

移行となります。上記を越える場合は個別見積もりによる対応とします。
*移行先サーバーの導入・設置・保守は含まれておりません。
*ご提供サービスの詳細、ご提供料金は、弊社営業担当までお問い合わせください。

ファイルサーバー移行サービス

メニュー 単位 提供時間 標準料金

共通
サーバー移行 訪問基本料金

訪問・
人

平日 9時-21時 12,000円

土日･ 祝日 9時-17時 18,000円

ファイル
サーバー
移行
サービス

ファイルサーバー移行 1-300ＧＢ

台

平日 9時-21時 60,000円

ファイルサーバー移行 1-300ＧＢ 土日･ 祝日 9時-17時 90,000円

ファイルサーバー移行 1-300ＧＢ
（SVパック限定）

平日 9時-21時
土日･ 祝日 9時-17時

50,000円

要素

メニュー名

導入
構築

ハードウェア保守 サーバーシステム（ＯＳ）保守

定期
点検

（２回年）
ハード障害

コール受付

ハードウェア

障害通報

＊

オンサイト
修理

ヘルプデスク
初期

導入状態

リカバリー

システム
稼動状態

リカバリー
稼動
支援

障害復旧支援
システム

相談応対
ハード
ウェア

ＯＳ/基本
ソフト

導入保守ST ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○

導入保守DX ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保守ST ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○

保守DX ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保守
H/W 

標準 ― ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ― ― ○
（１回/年）

２４ｈ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ― ― ○
（１回/年）

＊ハードウェア障害通報は、対象サーバー・対象機種が限定されております。 対象機種と前提条件は弊社営業担当にご確認ください。
＊ご提供サービスの詳細、ご提供料金は、弊社営業担当までお問い合わせください。
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管理サーバーをクラウドで提供するので、簡単に始められます

侵入防御、ウィルス対策など総合的にサーバーを守ります

仮想環境でもクラウドでも １台１ヶ月から導入可能

サーバーの脆弱性に対応したクラウド型のセキュリティ対策サービス

クラウドサービス for
サーバーセキュリティ

■サービスの特徴

添付資料：クラウドサービス for サーバーセキュリティ

便利
・物理＆仮想化＆クラウド環境に対応。

多様なサーバーのセキュリティをWeb画面から集中管理。
・サーバー1台、1ヶ月からご利用可能。

仮想化・クラウド環境でサーバー台数が増加しても柔軟に
対応できます。

簡単
・クラウドサービスなので管理サーバーの構築＆運用は不要
・ヘルプデスクや監視レポートサービスで運用を支援します。

安心
・クラウド型総合サーバセキュリティサービス

Trend Micro Deep SecurityTM エージェントをご提供

■ご提供サービス内容

■動作要件

*1 レポート調査と設定変更はお客様からいただいた書面による依頼を元に実施いたします。

区分 サービスの種類 概要

標準
サービス

クラウド型セキュリティサービス セキュリティ対策ソフトウェアと、セキュリティの設定・状況確認を行う為の管理サイトをクラウド型にて提供します。

ヘルプデスクサービス 本商品の導入や設定、操作支援を電話・リモートサポートにて提供します。

セキュリティ監視サービス セキュリティポリシーに反する事象が発生した場合に、アラートを通知します。

レポートサービス（*1） 検知したイベントのレポートを月次でメールにて送付いたします。

設定変更サービス（*1） 管理サイト上の設定変更作業を代行します。

オプション
サービス

リモート導入サービス 本商品の利用開始時に必要となる、サーバーへのセキュリティ対策ソフトウェアの導入作業をリモートにて代行します。

オンサイト導入サービス
本商品の利用開始に必要となる、サーバーへのセキュリティ対策ソフトウェアの導入作業をエンジニアが訪問して代行し
ます。

メニュー
単位

契約
期間

料金

標準
サービス

初期料金 （*1） 件 初期 ¥13,500

月額料金 台 1ヶ月 ¥13,500

オプション
サービス

リモート導入
オプション

台 初期 ¥8,000

オンサイト導入
オプション

台 初期 ¥8,000

オプション訪問
基本料金 （*2） 人/拠点 初期 ¥8,000

■料金一覧 （消費税別）

＜サービスイメージ＞

＊Deep Securityおよびトレンドマイクロは、トレンドマイクロ株式会社の商標または登録商標です。

対応OS （*1） Windows Server 2003 SP2 (32/64bit) （*2）

Windows Server 2003 R2 SP2 (32/64bit) （*2）

Windows Server 2008 (32/64bit)
Windows Server 2008 R2 (64bit)
Windows Server 2012 (64bit)
Windows Server 2012 R2 (64bit)
※すべて日本語版OSであること。

対応クラウド環境 Amazon Web Services
Microsoft Azure

メモリ 512MB以上

ハードディスク 1GB以上の空き容量

ネットワーク
接続環境

インターネットへ接続可能なこと。
直接またはプロキシを介して本管理サイトとHTTPS通信（443番
ポート）・HTTP通信（80番ポート）ができること。

プロキシ環境
認証付き・認証無し共に対応。
認証付きは、基本（BASIC）認証のみ対応。
※Digest認証とNTLM認証は非対応。

Webブラウザ Mozilla Firefox 24 以上
Internet Explorer 9, 10,11
Cookie を有効にする。
Javascriptを有効にする。（*3）

ファイルのダウンロードを有効にする。（*3）

*1 新規お申込時と契約数の増数お申込時に必要となります。
*2 オンサイト導入オプションをお申込の場合に必要となります。

*1 OSやWebブラウザは開発元にてサポートが終了された場合、本サービスでもサポート
対象外となります。但し、開発元のサポートが終了したOSであっても、トレンドマイクロ
株式会社が定めるサポート期限までは対象となります。
開発元のサポートが終了したOSに、導入オプションをお申込いただいた場合、OSに起
因する何らかの事情によりインストール作業ができない問題が発生した場合は、本オ
プションサービスのサポート対象外となります。

*2 リモート導入オプションおよびヘルプデスクサービスのリモート接続の提供対象外OSと
なります。

*3 リモート導入オプション提供時に必要となる動作要件です。


