PC・Tablet
Support

お問い合わせ先

PC / タブレット製品
（ThinkPad / ThinkCentre / ThinkStation / ThinkVision）
Lenovo Services
レノボが提供する信頼のトータル保守・サポート

http://www3.lenovo.com/jp/ja/services-warranty/
オンラインでの修理受付やチャットによるお問い合わせ、製品に関するサポート情報の提供

http://support.lenovo.com/jp/ja/

（サポートサイト）

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口

0120-000-817

（レノボ・スマートセンター）

携帯電話・PHS・IP電話の方は：0570-022-205（通話料お客様負担）

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

0120-053-600（レノボ・オンサイトセンター）
携帯電話・PHS・IP電話の方は：0570-030-053（通話料お客様負担）
毎月の休業日はWEBサイトでご案内しています。▶http://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/

レノボが提供する信頼のトータル保守・サポート
サーバー / ストレージ製品
（ThinkSystem / System x / ThinkServer / ストレージ / ネットワーク製品）
（直販のお客様含む）
窓口／初期不良
ご購入いただいた製品のハードウェアおよびソフトウェア障害に関する連絡窓口／初期不良

0120-34-0000

（IBMサービスライン）

（フリーダイヤル）ガイダンスに従って窓口を選択してください
受付時間：24時間（お客様のご契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります）

Lenovo Services
Catalog

Different is better

NECPCデータ復旧サービス窓口

0120-194-119
見積り無料！ 24 時間・年中無休

まずはお電話でご相談ください。

購入後の導入セットアップ技術相談

BPserverQA@lenovo.com

＊導入セットアップとは、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になります。

ご購入いただいたLenovo Servicesの登録に関するお問い合わせ窓口
Lenovo Services for HWおよびESS

lsvc@lenovo.com

Lenovo Services for SW
受付時間：9：00〜12：00／13：00〜17：00
0120-63-9321（土、
日、祝日、12月30日〜1月3日、法定点検日を除く）

●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すべて架空のものです。●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2017年7月現在のものです。●製品、
サービス等詳細については、
弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、
2017年7月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、
弊社ホームページ をご参照ください。●
「ダイレクト価格」
は、
直販による提供価格であり、
ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。
弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載して
おり、
「ダイレクト価格」
製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●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。

〒101-0021

東京都千代田区外神田四丁目14番1号

秋葉原UDX

http://www.lenovojp.com/business/
17-07

Printed in Japan

Server・Storage
Support

導入

Servicesとは
運用

リサイクル

お客様のビジネスに安心をお届けするため、
レノボでは製品の導入から
運用、
リサイクルまでのライフサイクルをトータルでサポートします。
私たちはPC、
タブレット、ワークステーション、サーバー、ストレージシステムなど、
幅広い製品ラインアップを揃える総合ITベンダーとして飛躍。
お客様の細かなご要望にお応えする質の高いコールセンターなど

3つのライフサイクルをトータルサポート
Lenovo Services

万全の体制で充実したサービスをご提供しています。
「Lenovo Services」は、スピード感のある対応で、
お客様のビジネスをサポートし、確かな安心をお届けしています。
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ＰＣ・タブレットサポート

PC・Tablet Support

PC・Tablet
Support

レノボが提供する安心のトータル保守・サポート
レノボはすべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、導入からリサイクルまでの
ライフサイクルに沿って安心のサポートサービスメニューを揃えています。
導入時の工数の大幅削減

サーバー・ストレージサポート

Server・Storage Support

● 導入時の工数を大幅に削減し、
効率的でスピー

ディーな社内展開を支援します。

PC・タブレットサポート

● マスターPCの作成や、
導入コスト削減、現場で

レノボが提供する安心のトータル保守・サポート........................................................................P4
国内の安心サポート対応 ................................................................................................................................................................P4

の導入・設置・設定など、様々なキッティングメ
ニューをご用意しています。

リサイクル

導入
国内・海外でも安心の
サポート対応&サービスメニュー

導入時の工数の大幅削減
ファクトリーサービス

.............................................................................................................................................................................

キッティングサービス

...........................................................................................................................................................................

P5
P5-6

●

セキュリティ面 の 不 安 から、万 が 一 のアクシデ
ント対策まで幅広くサポートいたします。

国内・海外でも安心のサポート対応＆サービスメニュー
保守サービス概要

.....................................................................................................................................................................................

● プレミアサ ポ ートサ ービスで、
ワンランク上 の

上質なサービスを提供します。

P7-8

年間保守サービスパック.................................................................................................................................................................P 8

レノボのハイクオリティな
買い取りサービス

IWSハードウェア国際保証サービス .....................................................................................................................................P9
ISE（インターナショナル保守サービス）...........................................................................................................................P9

運用

テクニカルサポートプラス............................................................................................................................................................P9

● レノボ製のPC、
モニター、サーバーはもちろん、

他社製品も買い取りいたします。

アクシデント・ダメージ・プロテクション／

● 厳 重 な 管 理 の もとデ ータ消 去 、
リユース、リサ

アクシデント・ダメージ・プロテクション・プラス ...........................................................................................P10

イクルを行いますので安心してお渡しいただけ

ハードディスク返却不要サービス ......................................................................................................................................P10

ます。

内蔵バッテリー交換サービス...................................................................................................................................................P 1 1
リカバリーメディア販売 .....................................................................................................................................................................P 1 1
プレミアサポートサービス ............................................................................................................................................................P12
遠隔データ消去サービス ................................................................................................................................................................P13
オンサイト記憶メディアデータ消去・物理破壊サービス .................................................................P13
..................................................................................................................................................................................

Blancco（ブランコ）

P13

国内の安心サポート対応
NECレノボ・ジャパングループは、2016年夏からNECパーソナルコンピュータ群馬事業場にて、
国内におけるすべてのレノボ製PC・タブレット製品の修理を開始しました。

レノボのハイクオリティな買い取りサービス

コールセンター、引き取り修理、オンサイト修理、パーツ管理まで完全国内サポート体制を構築して

PC買い取りサービス ..............................................................................................................................................................................P14

います。長年NEC製品のサービス品質を支えてきた群馬事業場は、その長年のノウハウをレノボ
製品のサポートにも適用することで、サポート品質をさらに向上させています。

コールセンター
● 日本に根差したサポートのノウハウ、

コールエージェントのスキル

修理部品
在庫管理センター

PC修理センター
●

長年培った修理ノウハウを共有

●

販売実績をベースに各拠点へ
保守部品を配置
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ＰＣ・タブレットサポート

PC・Tablet Support

導入時の工数の大幅削減

導入

PCを導入する際に
やるべきことが
多すぎる。

ファクトリーサービス

作業工数や導入コスト削減など、
様々なキッティングメニューを
ご用意しています。

キッティングサービス❷（納品前サービス）

ThinkPad 製品の開発元である大和研究所ITC（Imaging Technology Center）が提供する、高品質、高付加価値の

HDD（DVD）マスターからのコピー、個別設定（動作確認・BIOS・IP設定、ソフト・ 暗号化インストール）、管理シール

イメージングサービスが、PC展開の効率化をご支援いたします。

貼付など、各種サービスをご提供いたします。

イメージビルドサービス

イメージプリロードサービス

リカバリーソリューション

資産管理ラベル

（カスタム・イメージの作成）

（工場でのイメージロード）

（リカバリーメディアの作成）

（お客様の資産管理の支援）

大 和 の 開 発 部 門 で エンジ ニ ア が
お客様仕様のイメージを作成します。

お客様からお預かりしたカスタム
イメージを工場でプリロードします。

お客様のカスタムイメージをディスク
パーティション／DVDのいずれかで
提供します。

工場にて出荷情報シリアルを元に
した主産管理ラベル作成・貼り付け
が迅速に行えます。

ITC

Factory

（Imaging Technology Center）

❷ 完成したカスタム
イメージを工場へリリース

初期動作確認
●
●

イメージデザインを
支援いたします

ハードウェア/オプション取付

通電検査
周辺機器連動確認

お客様

❶ ITCのエンジニアがお客様の

❸ お客様カスタムイメージ導入済みで出荷

● メモリ・HDDなどオプション品の取付
● スキャナ・プリンタなどの事前組立

各種インストール

マスターの作成や
設定、
検証が大変…。

● インストールした

マスター作成
要件確認

マスターPC
作成

●

Windowsの設定

付属品・書類の封入・回収
専用回線敷設によるキッティング

お客様先でのあらゆるご要望に
ワンストップで対応。また全国エリアでの
サービス提供が可能です。

導入PC
輸送・納品

既存PC断線・
導入PC結線

個別設定

ネットワーク
設定

プリンタ
設定

データ移行
など

概要

● 検証機作成
● Sysprep後の設定項目の確認
● キッティング引継ぎ項目作成

ソフトの設定

●

導入PCの輸送・納品・PC配布（各座席・指定場所へ）、その場で個別設定作業、空箱回収など納品時のセッティング

マスター作成パターン確認
●

●

も、技術教育を受けたエンジニアドライバーが機器の搬入から作業を実施いたします。

キッティング上位工程から実施することにより、マスター作成からキッティングまで一連で実施することが可能です。

Windows、アプリの設定内容確認
● 検証チェックリスト作成
● スケジュール決定

● BIOS設定/HDDパスワードの設定など

● 管理ラベル作成・貼付

キッティングサービス❸（現場での導入・設置・設定）

キッティングサービス❶（マスター作成サービス）

●

● IPアドレス/コンピュータ名の設定など

納品後社内へ
即展開が可能

複数のPCへイメージ展開を
行う際の元となる
『マスターPC』を作成いたします。

● インストールソフト手順書確認

クローニング
マスターのイメージ化代行
● ソフトウェア・ハードウェア
（物理コピー）
クローニング
●

その他

個別設定

OS、
アプリケーションソフトのインストール
● ソフトウェアバージョンアップ
●

納品時に
設定や回収も
お願いしたい。

●

サーバー・ストレージサポート

PC導入時のお客様の工数を
大幅に削減し、効率的で
スピーディーな社内展開を支援します。

Server・Storage Support

納品後すぐに
各部署へ
配布したい。

お客様

当社

導入拠点

作業発注

マスターPC
設定

Ｖ/Ｌ版Windowsインストール

● ドライバ関連インストール
● ソフトウェアのインストール

Sysprep
適用

マスターPC
検証

Windows AIK
インストール
● 応答ファイル作成
● Sysprep適用

クローン
マスター作成

●

●

展開用クローン
マスター作成

結果報告

進捗管理

ユーザーメリット

作業手配
工程管理

各業者手配業務
簡略化

❶導入PC運搬
❷PC配布・開梱設置
❸既存PC断線・導入PC結線
❹個別設定（ドメイン参加）
❺空箱・廃材の回収など

製品納入と
導入作業の同期

円滑な業務開始
作業申請の簡素化

作業効率の向上
（コスト減）

マスター作成の際、マスターの仕様を一から構築することも可能です。
Sysprepとは：Windows OSのインストールを簡略化し、大量に展開するために利用されるツールのこと。

5

Lenovo Services Catalog

Lenovo Services Catalog

6

ＰＣ・タブレットサポート

PC・Tablet Support

運用

国内・海外でも安心のサポート対応＆サービスメニュー

保守期間終了後に
買える保守は
あるの？

保守期間を1年ずつ継続できる
保守サービスをご用意しています。

サーバー・ストレージサポート

基本保証より広いサポート範囲と
年数を延長できる安心のサポート
メニューをご用意しています。

Server・Storage Support

基本保証だけでは
すこし不安…。

年間保守サービスパック

保守サービス
お客様のご利用シーンに合わせて基本保証の延長と内容のアップグレードを行うことが可能です。

保守契約のアップグレードはPC購入時に行うことが一般的。
しかし、
どの程度の延長保守をすれば良いか判断に迷
う場合は、保守を1年ずつ延長する年間保守サービスパックが便利です。

＋

水濡れ／落下／
盗難・紛失／火災など
海外／引き取り修理

＋
当日対応オンサイト修理

当日対応オンサイト修理

24×7（24時間×7日）

テクニカルサポートプラス

︵プリインストールソフトウェアの技術支援︶

アクシデント・ダメージ・プロテクション
アクシデント・ダメージ・プロテクション・プラス
内蔵バッテリー交換サービス
ハードディスク返却不要サービス

アップグレード
サービス

サポートレベル

アップグレード
オプション

データ復元サービス

ＩＷＳ︵インターナショナル・ワランティ・サービス︶
海外保証

サービス・アカウント・マネージャー（SAM）

12×6（12時間×6日）

1年目

2年目

3年目

4年目

保証期間

5年目

EOS

保守対象期間

アップグレード・サービス
（5年）
1年継続

アップグレード・サービス
（4年）

（年間保守）

アップグレード・サービス
（3年）

3年基本保証

1年基本保証

1年継続

1年継続

（年間保守）

（年間保守）

1年継続

1年継続

（年間保守）

（年間保守）

1年継続

1年継続

1年継続

1年継続

（年間保守）

（年間保守）

（年間保守）

（年間保守）

＋
基本保証

サポート対応表
ThinkPad

ThinkPad
Tablet

引き取り修理

●

●

−

−

●

翌営業日オンサイト修理

●

●

●

●

−

当日オンサイト修理

●

●

●

●

−

ハードディスク返却不要サービス

●

−

●

●

−

●

●

−

−

●※２

●

●

−

−

−

●

−

●

●

−

アップグレード・サービス
アップグレード・
サービス

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、延長・アップグレードすることができます。
基本保証
引き取り修理

アップグレード・サービス
※1

宅配便で故障機器を引き取り修理いたします。

オンサイト修理

※2

修 理 受 付 後、翌 営 業日以降 に

修理受付後、当日に技術員が出

アクシデント・ダメージ・プロテクション
アップ
グレード・ アクシデント・ダメージ・プロテクション・プラス
オプション 内蔵バッテリー交換サービス

技術員が出張訪問修理を行う

張訪問修理を行うサービスです。

年間保守サービスパック

翌営業日オンサイト修理

当日オンサイト修理

修理完了後、機器を宅配便にてお届けいたします。
※ThinkPad、ThinkPad Eシリーズ、ThinkPad Tabletが対象です。

モニター機器交換（ThinkVisionのみ）

サービスです。

※部品在庫状況などにより当日対応が
できない場合があります。

ThinkCentre ThinkStation

Idea※1

※1 Ideaシリーズに対応するアップグレード・サービスは最長3年間です。
（一部除く）
※2 IdeaシリーズのIdeapad のみ、
アクシデント・ダメージ・プロテクションを付帯可能

モニターのみが対象です。

オンサイト修理の種類（アップグレード・サービス契約時）
翌営業日オンサイト修理

9：00〜17：00 月〜金
（祝日および12／30〜1／3を除く）

当日オンサイト修理12×6

当日オンサイト修理24×7

8：00〜20：00 月〜土

24時間365日

※1 引き取り修理サービスは当日16：00までにLenovoによる障害箇所の特定ができた場合、Lenovoは当日を受付基準日とし本サービスを提供します。
※2 オンサイト修理サービスは当日16：00まで（但し、当日オンサイトの場合は毎日14：00まで）にLenovoによる障害箇所の特定ができた場合、Lenovoは当日を受付基
準日とし本サービスを提供します。なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況などのやむをえない事情により
到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。
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ＰＣ・タブレットサポート

PC・Tablet Support

オプションサービス

海外出張が多いから
海外での
トラブルが不安。

IWSハードウェア国際保証サービスが
ついているので、海外にも安心して
持っていくことができます。

外回り中にPCを
落として破損する
かもしれない。

海外に持ち込んだ際も、保証期間内であれば、持ち込み国の保証サービスに準じたサービスを現地の修理センター

サーバー・ストレージサポート

IWSハードウェア国際保証サービス（International Warranty Service）

Server・Storage Support

落下、水濡れ等
予期しなかったトラブルも
カバーできます。

アクシデント・ダメージ・プロテクション／アクシデント・ダメージ・プロテクション・プラス

で受けることが可能です。またオプションとしてインターナショナル保守（ISE）をつけることもできます。
すべてのThink製品にはIWSハードウェア国際保証サービス（ハードウェアのみ対象)がついています。
詳しくはwebをご覧ください

https：//support.lenovo.com/jp/ja/documents/hf001060

落下、水濡れ、自然災害、火災による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。盗難、紛失に
も対応し、万が一の際も、お客様に確かな安心をお届けします。
アクシデント・ダメージ・プロテクションは一回の事故により15万円まで適用されます。15万円超過分はお客様

国際保証対象機種製品であること

保証・保守サービス期間内であること

中国で修理を受ける場合は登録が必要となります

購入証明となる書類の提示を求められる場合があります

負担になります。アクシデント・ダメージ・プロテクション・プラスは修理費用および運送諸経費の合計額に消
費税額を加えた金額をLenovoが負担するものとします。
適用範囲等詳細はWebをご覧ください

http：//www.lenovojp.com/business/support/pc/menu/protection.html

持ち込む国で販売されており、サービスが提供されている機種であること

ISE（インターナショナル保守サービス）

オプションサービス

ISE（International Service Enhancement：インターナショナル保守サービス）
とはIWS（国際保証サービス）に付け
られるオプションサービスです。IWSでは適用外であったオプションサービスもISE（インターナショナル保守サービ
ス）を購入することで海外でも同様のサービスを受けられるサービスです。

アクシデント・ダメージ・プロテクション／アクシデント・ダメージ・プロテクション・プラス

基本保証
＋

1.落下、液こぼし、
自然災害（落雷、水害、風害、雪害に限る）、火災、盗難、紛失
2.海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引き取り修理サービス
※海外引き取り修理サービス（Jサポート）

アップグレード・
サービス
基本保証

（通常故障のみ）

＋

ISE

アップグレード・
サービス

※ 盗難、紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円（税別）Idea製品は2万円（税別）
で代替機をご用意いたします
※ 海外引き取り修理サービス（Jサポート）であれば海外で故障があった場合にも日本の部品（例えば、キーボード、OS）の交換ができます

海外でもアップグレード・オプションが対応可能

＋
アップグレード・
オプション

※対象のISE：アクシデントダメージプロテクション、ハードディスク返却不要サービス、
内蔵バッテリー交換サービス

技術的な
質問がしたい！

製品の技術情報、故障時の技術支援、
トラブルの検証などテクニカル面から
お客様の問題解決を支援します。

機密情報が入って
個人情報や機密情報の漏えいリスクを
いるので交換後の
回避するため、お客様のもとに
HDDの管理が心配。
ハードディスクを残します。
ハードディスク返却不要サービス
修理交換後、故障し交換された古いHDDをお客様の手元に残すことで、HDD内に保存されていた情報が漏えいする

テクニカルサポートプラス

リスクをなくします。

お客様にPC・Tabletを快適にご利用いただくための技術支援を提供する、問題解決支援サポートです。
テクニカルサポートプラスは保守サービスを購入・登録されたPC製品に対して提供されます。
修理依頼
製品機能の設定に関する技術情報の提供

トラブル発生時の技術支援の提供

製品機能の使用法に関する技術支援

故障診断・故障解析の技術支援

BIOS/Driverに関する技術支援

プリインストール OS に関連する技術情報の提供

Lenovoが検証・解析の必要があると
判断したトラブル検証・解析

スマートセンターなど Lenovo が受付した
修理対応分の修理内容の報告書作成

お客様

返却

Lenovo Services

新品HDD 故障HDD

※ 無償技術支援（テクニカルサポート）は基本保証のみの場合、機器購入日から30日間で終了となりますので、
アップグレード・サービスの購入をお勧めしています。

個人データやビジネス・データを
お客様が管理することで
安心を提供します

機密情報漏えいや喪失に伴う
法的または金銭的問題の
発生を回避できます

故障ハードディスクとデータを
お客様が管理することで、
ITスタッフの業務負荷が低減されます

※ HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC ､ワークステーション、サーバー製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
※ ハードディスク返却不要サービスはPCの保証期間内にご加入いただく必要があります。
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ＰＣ・タブレットサポート

通常のサポートより
ハイレベルな
サポートは？

最長3年以内にバッテリーの不具合が
発生した場合、バッテリー交換を
させていただきます。

PC・Tablet Support

バッテリーの
不具合時、交換
できないと困る。

ワンランク上の
上質なサービスを提供します。

テクニカルアカウントマネージャー（TAM）が、
プロアクティブにお客様をサポート。お客様の運用負荷を軽減します。

生じた際は追加費用なしで交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

さらにプレミアサポート専用窓口にて、専任エージェントが対応。ハイレベルなサポートを提供します。

（提供期間：最長で3年）

対応製品

保証・保守期間中１回のみの提供となります

バッテリーの寿命と判断された場合は、
有償修理となります

診断ツールで故障と判断された場合、且つ、
バッテリーが機能せず充電が不可能な場合の
故障のみに適用します

オンサイト修理の保守サービスを
購入いただいている場合、
オンサイトにてバッテリー交換を行います

サーバー・ストレージサポート

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が

Server・Storage Support

プレミアサポートサービス

内蔵バッテリー交換サービス

ThinkPad／ThinkCentre／ThinkStation／ThinkPad Tablet

※「4年/5年のアップグレード・サービス＋内蔵バッテリー交換サービス付」は提供していないため、例え、4年/5年のアップグレード・サービスを購入していたとしても
4年目、5年目のバッテリーの劣化/不具合は全て、有料修理サービス対応になります。

PCを
工場出荷時の
状態に戻したい…。

PCを初期状態に戻すことが
できるリカバリーメディアを
販売しています。

リカバリーメディア販売

テクニカル
アカウントマネージャー
（TAM）によるサポート

プレミアコンタクト
センター

テクニカル
サポートの強化

ディスクの構成やシステムの設定など、すべてを工場出荷時の初期状態に戻すことができるリカバリーメディアセッ
トを有償で販売しています。
リカバリーメディアの提供はPC一台につき、一度限りです。
お申し込み等詳細はWebをご覧ください

https://service.lenovojp.com/rm/rcd.nsf/frcd̲top?openform

1 PC管理のアドバイス
2 問題発生時の

1 専用フリーダイアル
2 専用メールアドレス

サービスデリバリーの
立案・管理

3 定例会の実施・
レポート提出※1

1 ハイスキルな
専任エージェント

2 HDD交換時にお客様の
イメージを再インストール※2

3 テクニカルサポート
範囲の拡張※3

※1 ご契約台数が500台以上のお客様を対象とします。4半期に一度、定例会とレポートの提出を行います。
※2 修理の際に、修理先にマスターイメージがあること、手順書はお客様にご提供いただくことが必須となります。
※3 Lenovo製ハードウェア、OS、Think Vantageのサポートに加え、Microsoft社製のOﬃce製品、
ブラウザ（Internet Explorer、Google Chrome）、セキュリティソフトウェ
ア
（TREND MICRO製、McAfee製、Symantec製）のベストエフォートサポートを提供します。問題によっては解決まで至らないこともあり、各OEM会社のサポート窓
口へ直接お問い合わせいただく場合もございます。

11

Lenovo Services Catalog

Lenovo Services Catalog

12

リサイクル

レノボのハイクオリティな買い取りサービス

タ消去だけでなく、デバイスのロックや不可視化などの機能も備えています。
思い当たる場所
ならば捜索！

オンライン

トラブル
発 生！

デバイス自動ロック

PC買い取りサービス
不要なPC、サーバー、モニターの買取をいたします。あわせてお客様の大切なデータも消去。メーカーは問いません。

位置特定

他社製品の買い取りにも対応しています。
社員

自動消去

レノボのPC買取サービスを選ぶ理由

意図しない場所に
PC がある！

データ消去命令を発行。
消去確認レポートが発行されます。

管理者

オフライン

紛失／盗難

ロックを解除し PC・データを利用

サーバー・ストレージサポート

万が一、PCの盗難や紛失した場合、サーバーに指示を送ることでデータを遠隔から消去することが可能です。
またデー

お客様から不要になった
電子機器を買い取り、厳重な管理のもと
リサイクルを行います。

Server・Storage Support

不要になった
PCを引き取って
欲しい。

遠隔データ消去サービス

ＰＣ・タブレットサポート

漏えいしたら困る情報を
遠隔から消去。
PCの紛失・盗難に備えたサービスです。

PC・Tablet Support

PCを紛失したら
どうしよう…。

データ不可視

デバイス自動ロック

？

遠隔データ消去

不可視化

お客様のパソコン、
サーバーやモニターを
適切に買取

自動消去

1 メーカーは問いません
2 パソコン以外の電子機器も買い取ります
自動データ消去

デバイスロック

環境・地球にやさしい

買い取らせていただいた製品の再販やマテリアルリサイクルを
通して環境に役立ちます

位置情報取得

選べる4つの
データ消去（オプション）

データが入った
HDDを外に
出せない…。

お客様先へエンジニアがお伺いし、
お客様の立ち会いのもと
データの破壊作業を行います。

1
2
3
4

データ消去ソフト
（データ破壊証明書付き）

情報追跡

1 監査報告書
：すべての機器・物品のインベントリー記録

電磁破壊（データ破壊証明書付き）
4ピン加圧物理破壊（データ破壊証明書付き）
シュレッター物理破砕（データ破壊証明書付き）

2
3
4
5

データ消去証明書

：HDDのデータ消去証明書

破壊機器報告書

：HDDの破壊記録明細書

機器検査報告書

：各機器の検査報告書

破壊証明書

：HDDの破壊証明書

オンサイト記憶メディアデータ消去・物理破壊サービス
出張訪問にてデータを消去します。高いセキュリティを求められるお客様に最適です。ソフトを利用したデータ消去
から、物理的な破壊まで4種類の対応が提供可能です。

データセキュリティ
ポリシーに
合わせた
4種類の消去方法

1
3

Blancco社製データ消去ソフト
（3回上書き+1 米国国防総省規格DoD方式）
4ピン
（HDD）
・40ピン
（SSD）
加圧穿孔物理破壊（3t、5t加圧）

2

電磁破壊（18,000ガウス電磁波）

4

シュレッド物理破砕（2-40mm）

● お客様立会いのもとデータ破壊作業を実施するため、
確実な作業実施が確認可能
● 万が一の輸送中の事故や盗難などによるデータ漏えいリスクが軽減

● データ破壊にともなう証明書もご用意

Blancco（ブランコ）
企業や組織で使われる様々なIT資産の消去に対応したデータ消去ソフトです。記憶媒体の全領域に対して、新たな
（無意味な）データを上書きすることで記憶媒体に蓄積されたデータを、参照（復元や読み取り）できない状態にす
ることができます。また、セキュリティ要件に合わせて、最適な消去方式を選択することができます。
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ＰＣ・タブレットサポート

PC・Tablet Support

レノボが提供する信頼のトータル保守・サポート
レノボは、設計から構築、運用、さらにリサイクルまで、必要なサービスをすべて提供しております。
トータルサポートサービスを提供することで、運用工数・コスト削減のみならず、お客様のビジネス

Server・Storage Support

Server・Storage
Support
サーバー・ストレージサポート

サーバー・ストレージサポート

の成長に貢献いたします。
新しいソリューションの設計・
構築・プランの最適化を支援

レノボが提供する信頼のトータル保守・サポート........................................................................... P16

● ワークショップ、
アセスメント、デザイン、PoCなど

新しいソリューションの設計・構築・プランの最適化を支援

のコンサルティングをいたします。

NEC PC米沢事業場におけるファクトリー・インテグレーション・サービス

● NEC

リサイクル

（プロフェッショナルサービス）.................................................................................................................................................... P16

導入

インプリメンテーション（構築）サービス ....................................................................................................................... P17

PC米沢事業場におけるファクトリー・インテ

グレーション・サービスが受けられます。
● 機器設置、
ソフトウェア導入、
ファームウェア更新、

システム設定などのオンサイト構築をいたします。

セットアップサポート90 ......................................................................................................................................................................... P18

安心のサポート対応&
サービスメニュー

安心のサポート対応&サービスメニュー
サーバー・ストレージ向け Lenovo Services............................................................................................................ P19

● ハードウェア保守、
ソフトウェアサポートなどの保

セットアップサポートプラス .......................................................................................................................................................... P20

守サービスをご提供いたします。

Enterprise Software Support（ESS）サービス .................................................................................................. P20

● ファー ムウェア 更 新 や 定 期 点 検 など予 防 保 守

Lenovo Server の保守体制・保守運用・保守管理システム............................................................ P 2 1
NECPCデータ復旧サービス

...........................................................................................................................................................

サービスを提供します。

P22

運用

レノボのハイクオリティな
買い取りサービス

レノボのハイクオリティな買い取りサービス
サーバー買い取りサービス ............................................................................................................................................................ P22

● お客様の大切なデータも安心・安全に消去させて

いただき、買い取りを行います。

導入

新しいソリューションの設計・構築・プランの最適化を支援
カスタマイズ
されたものを
届けてほしい。

「米沢生産方式」
としても知られている
〈高品質なサービス体制〉で
ご要望にお応えします。

NEC PC米沢事業場における
ファクトリー・インテグレーション・サービス（プロフェッショナルサービス）
生産から検品、メモリ増設、ソフトウェア・プリロードといったカスタマイズサービスをNEC PC米沢事業場にて
ご提供いたします。
「米沢ファクトリー・インテグレーション・センター」は、ThinkSystem、System x、Converged HX
Series、Flex System、NeXtScale、ストレージ製品を対象としています。以下のような出荷前の特別点検やハード
ウェア構成の変更やソフトウェアの追加などを有償サービスとして実施します。

● 製品輸入時の不慮の衝撃などによる不具合の事前点検：

外観、内観テスト、故障診断プログラムの実行など
● Linux、
VMwareなどのソフトウェアインストールやファームウェアのアップデートなど
● RAID構成、
CPU換装、メモリー、ハードディスクの組み換えなど
● 価格は時間当たりの工数で個別見積
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ＰＣ・タブレットサポート

PC・Tablet Support

オーダーからサービス実施までのプロセス

導入作業の
やり方が
よくわからない…。

インプリメンテーション（構築）サービスをご希望の際は、レノボ営業担当員またはレノボのビジネス・パートナーまでご連絡

お客様先にご訪問し、
導入を実施いたします。

ください。その後レノボサポートチームより、登録票をお送りし、具体的な作業内容/日程をご確認させていただきます。

Lenovo
サポートチーム

お客様

サーバー・ストレージサポート

Server・Storage Support

インプリメンテーション（構築）サービス
❶インプリメンテーションサービス
の購入

レノボのハードウェア導入、ソフトウェア導入、ファームウェア適用などをお客様先にご訪問し、実施するサービスで
レノ
す。通常勤務時間内 *1に加え、通常勤務時間外での作業も実施、さらに日本全国のエリアをカバーしております。
ボ製品に関する高い知識とスキルを持った技術員がお伺いしてハードウェア、ソフトウェアなどの導入を実施いたし
ますので、安心してお任せいただけます。

*1 通常勤務時間内: 月-金

9:00-18:00（祝日および年末年始除く）

❷インプリメンテーションサービス
登録票出荷

❸インプリメンテーションサービス
登録票受領

導入サービスメニューのご紹介

❹インプリメンテーションサービス
登録票送付

基本的な導入作業をご希望の場合はパッケージサービス、パッケージサービス以外をご希望のお客様は、

❺インプリメンテーションサービス
登録票受領

フレキシブルサービスをご利用ください。ご希望の作業内容に応じてお見積を提示させていただきます。
❻作業内容 / 作業日のご確認

❼作業内容 / 作業日の確定

ハードウェア機器設置サービス 対象機器
●

サーバー

● ストレージ

● スイッチ

ソフトウェア導入サービス対象ソフトウェア

● ラック、
PDU、UPS

●

Windows

●

Linux

●

VMware

●

XClarity

❾作業完了確認

サービスの種類

通常勤務時間内
月-金 9:00-18:00

サービスメニュー

（祝日および年末年始除く）

通常勤務時間外
（通常勤務以外の時間帯）

機器設置サービス

導入してしばらくは
分からないことが
出てきそう。

ソフトウェア導入サービス

パッケージサービス

❽作業実施

導入時に関する
技術的な問い合わせに
eメールでお答えします。

ファームウェア適用サービス
機器設置＋ファームウェア適用

セットアップサポート90

機器設置＋ファームウェア適用＋ソフトウェア導入

フレキシブルサービス

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eメールでお答えするサービスです。

個別作成

サービス内容

導入サービス対象製品のポートフォリオ
導入されるハードウェアにより、料金が異なります。下記ポートフォリオをご参照の上、料金をご確認ください。

サーバー
ThinkServer + Sysem x

ストレージ
Lenovo + IBM OEM

その他

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

同梱されている技術資料の
疑問点に対する支援

サポートOS（Windows、Linux）※1の
インストールについての支援
※1 VMwareはサポート対象外です。

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

OSに対するデバイス・
ドライバー導入の支援

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

3 ユニット以上のサーバー

Advanced

Lenovo V Series Storage 基本筐体
IBM Storwise Storage 基本筐体

● ラック型サーバー
● Flex

ノード
● NeXtScale ノード

Flex & NextScale シャーシ
UPS 2200VA & 3000VA

サービス対象製品
● Lenovoから販売されるThinkSystem、
System

1 ユニットもしくは 2 ユニットサーバー
● ラック型サーバー

Standard

● タワー型サーバー
● Flex

ノード

● NeXtScale

SW

17

Lenovo Services Catalog

ノード

Lenovo V Series Storage 拡張筐体
IBM Storage 拡張筐体
その他の Lenovo Storage
テープ装置

Windows インストール
Linux インストール
VMware インストール & 仮想マシンの作成
xClarity インストール

UPS 1000VA & 1500VA
SAN スイッチ
ネットワークスイッチ
ラック

● Lenovoから販売されるThinkServer
（有償

x および Flex System、
ストレージ製品（一部のモデルを除き、無償※2 ）

※3

）

※2 詳しくはLenovo システム・ガイドに掲載のスペック表でご確認ください。対象製品の場合、
「サービス」の項に『セットアップサポート 90』
と記載されています。
※3 ThinkServer のセットアップサポート90は有償です。必要に応じて下記のいずれかを別途ご購入ください。
・Lenovo Services セットアップサポート90 エントリー（1CPUソケット）
【 5MS0K62036】
（希望小売価格 5,000円／税別 ※4）
・Lenovo Services セットアップサポート90 ミッドレンジ（2CPUソケット）
【 5MS0K74311】
（希望小売価格 10,000円／税別 ※4）
※4 掲載の価格は、Lenovoから直接ご購入いただく場合のものです。販売店などを経由してご購入いただく場合は、この限りではありません。

サービス提供時間
月曜日〜金曜日※5 9時00分〜17時00分

※5 ただし、祝日および年末年始（12月30日から1月3日）を除きます。

Lenovo Services Catalog
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ＰＣ・タブレットサポート

PC・Tablet Support

安心のサポート対応&サービスメニュー

運用

用途にあわせて
サポートを
組み合わせたい。

運用を始めてからも
サポートを
受けたい。

セットアップサポートプラスで
提供します。

セットアップサポートプラス

ご購入のハードウェア製品のサポートは万全でしょうか？万が一の障害時だけでなく未然防止やデータ保護に関心の

セットアップサポート90の後、導入後の対象ハードウェアや対象オペレーティングシステムの導入時に関する問い

高いお客様に向けたメニューもご用意しています。
（サービス期間は3年、4年、5年間から選択可能）

合わせや公開された情報に基づく製品使用方法の疑問点に、eメールでお答えするサービスです。

サービス内容

Lenovo Services Value Selection

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など

HDDお渡し

定期点検

定期点検

ファームウェア適用
（情報提供）

ファームウェア適用
（情報提供）

ファームウェア適用
（予防保守）

ファームウェア適用
（予防保守）

ファームウェア適用
（障害対応時）

ファームウェア適用
（障害対応時）

同梱されている技術資料の
疑問解決

HDDお渡し

対象OSの公開情報に基づく
製品使用方法の
疑問解決

Lenovoから販売されるSystem x および Flex System

４時間対応サービス

24

２時間対応サービス

オンサイト・サービス
時間×週７日

︵Ｎｏｎ Ｃ- ＲＵ︶

４時間対応サービス

24

２時間対応サービス

オンサイト・サービス
時間×週７日

︵Ｎｏｎ Ｃ- ＲＵ︶

４時間対応サービス

24

２時間対応サービス

オンサイ ト・サービス
時間×週７日︵Ｎｏｎ Ｃ-ＲＵ︶

翌営業日以降対応サービス
９時間×週５日

４時間対応サービス

２時間対応サービス

オンサイ ト・サービス
時間×週７日︵Ｎｏｎ Ｃ-ＲＵ︶

翌営業日以降対応サービス
９時間×週５日

24

初期設定時の障害の場合、
既知の情報に基づいた
問題解決支援

サービス対象製品

詳しくはwebをご覧ください

Lenovo Services Entry

OSに対するデバイス・
ドライバー導入支援

対象OSのインストール支援

製造元の公開情報に基づいた
範囲での導入支援

サーバー・ストレージサポート

サーバー・ストレージ向け Lenovo Services

Server・Storage Support

お客様の要望に合わせて
サービスを選択できます。

http://www.lenovojp.com/business/support/server/ssplus.html

複数のOSを
サポートして
もらいたい。

OSやアプリを対象とした包括的な
サービスを提供します。

Enterprise Software Support（ESS）サービス
Enterprise Software Support（ESS）サービスは、対象となるソフトウェアのライセンス、サブスクリプションの使用
権が有効であることが前提条件となります ※1。
Enterprise Software Support（ESS）サービスは、従来の単一のOSや単一のアプリケーションを対象としたサービス

製品・基本保証サービス

ではなく、マルチOS（複数のOS）やマルチアプリケーション（複数のアプリケーション）を対象とするサービスです。
お客様の用途に応じて、下記からサービスをご選択ください。

メリット
● 必要なサポート・サービスの調達を簡略化可能。
● 24時間体制のサポートによってハードウェアの稼動率

を維持。
● 迅速かつ確実にLenovoのスペシャリストとやり取り

できるので、短時間で解決可能。
● お客様のITスタッフの作業効率を最適化することに

よって、
より価値の高い業務に注力することが可能。

特長
● ご購入の製品の保証サービス内容と期間をアップグレードする

パッケージ商品。
● ご希望のサービス・レベルを選択いただくことが可能。
● 迅速かつ確実にLenovoのスペシャリストとやり取りできるので、
短時間で解決可能。
● HDDお渡しの場合機械の故障修理により取り外された部品
（Lenovo
所有）を技術員が持ち帰らずにお客様所有物としてお渡し。対象製
品はハードディスク
（HDD）のほかソリッドステートドライブ（SSD）。

対象となるソケット数のサーバー1台に、いずれか1つのサービスをご契約いただければ、そのサービスの対象と
なりますOSもしくはアプリケーションをサポートいたします。
※「Enterprise Software Support（ESS）のご提供条件」もしくは「Enterprise Software Support Standard（ESS Standard）のご提供条件」を、
よくお読みいただき
ますようお願いいたします。

対象 OS

対象アプリケーション

マルチアプリケーション

─

SQL Server, ARCserve

マルチ OS

Windows, VMware, RHEL, SUSE Linux

─

サービス内容
2時間対応サービス・4時間対応サービス（Response Times）サービス内容
電話による問題判定が完了し記録された時点から、修理のためにお客様の所在地にCRU（カスタマー交換可能

対象機械の導入時に関する
技術的な問い合わせ

ユニット）が配達されるまで、またはサービス技術者と部品が到着するまでの時間です。
この時間には、電話によって両当事者が問題を判定し、必要な行動計画を決定するための、問題判定時間（平均2時間）
を含んでおりません。
※2時間対応サービス・4時間対応サービスをご希望のお客様は、弊社担当営業もしくはlsvc@lenovo.comにご相談ください。地域によっては、対象外となります。

Lenovo Services Catalog

対象OSまたはアプリケーションの
使用方法に関する
技術上の疑問点に対する支援

対象機器
ThinkSystem、System x、ThinkServer、Flex System、Blade Center、NeXtScale（他社製サーバーは対象外です）
詳しくはwebをご覧ください
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対象OSまたはアプリケーションに関する
問題切り分け支援

http://www.lenovojp.com/business/support/server/ess-service.html
Lenovo Services Catalog
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サービス開始から
75年の実績でお応えします。

Lenovo Server の保守体制

ＰＣ・タブレットサポート

データ復旧は
費用面で
ハードルが高い。

PC・Tablet Support

信頼性の高い
サポートが欲しい。

成功報酬制なので、
気軽にご相談ください。

NECパーソナルコンピュータ株式会社のサービスです。サーバーやRAID、NASをはじめ大規模なSANシステムの各
種障害から重要なデータを迅速に回収・復旧するサービスです。また、仮想OSなどにも幅広く対応しています。

障害受付は24時間365日のサポート
●

全国規模の技術員体制

総合窓口サービスラインにて24時間365日受け付け
ております。

● すべての都道府県に技術員を配備し、
約1000名体制

スペシャリストによるリモート技術支援

24時間稼動の保守部品ストックセンター

障害受付後、ハードウェア障害テクニカルセンターの
サポート要員が対応。
● 技術員到着前の問題判別、
部品手配を進めています。
●

1

初期調査費が無料

4

PC・サーバーをはじめUSBメモリー、
スマートフォンなどさまざまなデバイスに対応

2

NEC・レノボユーザー様は復旧作業料金15%off
さらに、
レノボサーバーは30%Off

5

年中無休でお客様の大切なデータを復旧

3

HDDの復旧率90%*以上の高い技術力

6

全国出張サービス、
特急サービスなど迅速対応

でサポートしています。

東京のセントラルストックを中心に、全国5箇所の拠
点および各地のパーツセンターまで、全国30箇所の
ストックセンターを階層的に配置。
● 復旧作業に必要な交換部品を24時間365日配送可
能としています。
●

サーバー・ストレージサポート

日本で保守サービスのご提供を始めて以来、75年の歴史があります。

Server・Storage Support

NECPCデータ復旧サービス

＊ 2015年1月〜 12月実績（委託先を含む）

詳しくはwebをご覧ください

http://121ware.com/svc/drl/

Lenovo Server の保守運用
スペシャリストや開発部門、技術情報データベースなどの強力なバックアップによって、
トラブルが起きた際にも早
期復旧を実現します。
お客様

Lenovo（IBMにDelivery委託）

電話／インターネット

IBMサービス・ライン

技術情報データベース

障害管理システム

ハードウェア障害テクニカル・センター

（RETAIN、Salesforce）

技術員／部品

システム技術支援サービスセンター

トラブル
発 生！

リサイクル

不要になった
お客様から不要になった
サーバーを
引き取って欲しい。 電子機器を買い取り、厳重な管理のもと
リサイクルを行います。

開発部門

● 障害が発生した際にご連絡いただくお客様窓口、
ハードウェア障害テクニカル・

センターにはスペシャリストが待機しています。
● スペシャリストによる直接対応を行います。
● 技術員派遣が必要と判断した場合は、
即時に手配します。
● 現場の技術員の支援はスペシャリストが強力にバックアップし早期復旧を実現します。

Lenovo Server の保守管理システム

レノボのハイクオリティな買い取りサービス

サーバー買い取りサービス
不要なPC、サーバー、モニターの買取をいたします。あわせてお客様の大切なデータも消去。メーカーは問いません。
他社製品の買い取りにも対応しています。

お客様担当技術員から支援部門、開発・製造部門までの一貫体制で迅速な対応を実現します。

レノボのPC買取サービスを選ぶ理由

障害管理システム RETAINやSalesforceによって
世界で障害データを共有、同期

お客様のパソコン、
サーバーやモニターを
適切に買取

100%ユーザーアクセスが可能（ゼロ･ダウンタイム）
4万を超えるユーザー数、高い信頼性

1 メーカーは問いません
2 パソコン以外の電子機器も買い取ります

環境・地球にやさしい

買い取らせていただいた製品の再販やマテリアルリサイクルを
通して環境に役立ちます

保守管理システムは世界に3拠点設置、冗長構成

選べる4つの
データ消去（オプション）

数百万文書・事象からの1秒未満の全文検索・応答時間

1
2
3
4
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データ消去ソフト
（データ破壊証明書付き）

情報追跡

1 監査報告書
：すべての機器・物品のインベントリー記録

電磁破壊（データ破壊証明書付き）
4ピン加圧物理破壊（データ破壊証明書付き）
シュレッター物理破砕（データ破壊証明書付き）

2
3
4
5

データ消去証明書

：HDDのデータ消去証明書

破壊機器報告書

：HDDの破壊記録明細書

機器検査報告書

：各機器の検査報告書

破壊証明書

：HDDの破壊証明書
Lenovo Services Catalog
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