限定

ネットワーク製品 100
半額キャンペーン
セット

セットでお得

消費税
改正

軽減
税率
制度改正対応も安心

ソリマチ
ネットワーク製品

富士通
専用サーバー
「PRIMERGY」

販売管理ソフト
販売王 販売・仕入・在庫 LAN

＋

財務会計ソフト
会計王 PRO LAN

顧客管理ソフト
顧客王 LAN

いずれかのソフトをお選びください。

ネットワーク製品で業務を効率化！
複数のパソコンから同時入力ができる
リアルタイムに情報の共有ができる
利用者ごとの権限設定が可能
ランニングコストが抑えられる

新元号

他社製品からの乗換え実績も多数ございます。

キャンペーン期間

2019 年 4 月 30 日（ 火 ） まで

キャンペーン特別価格 (ソフトとサーバーのセット価格)
▲

販売王19 販売・仕入・在庫 LAN

4〜5台のマシンで販売王を使用したい企業様向け

10 クライアント With SQL

富士通PRIMERGY「TX1310 M3」

6〜10台のマシンで販売王を使用したい企業様向け

￥1,112,800

￥1,443,300

キャンペーン特別価格

￥550,000（税抜き） 50% 以上

▲

富士通PRIMERGY「TX1310 M3」

通常セット価格（税抜き）

▲

5 クライアント With SQL

富士通サーバー

￥720,000（税抜き） 50% 以上

商品コード

商品コード

SRHAN05P-1901

SRHAN10P-1901

OFF!

OFF!

会計王／顧客王と富士通サーバーのセット、さらに15クライアント版や保守契約付きのセットなどもご用意しています。
ソフトの導入や各種設定をお手伝いさせていただくプランもございます。

無料でデモ
ソリマチのインストラクターが 無料でデモにお伺いいたします。裏面の営業所までお気軽にお問い合わせください。

ソリマチネットワーク製品の特徴
■ネットワーク接続イメージ
販売・仕入・
在庫

見積書、納品書、請求書、領収証、入金管理、送り状印刷、得意先元帳、
各種集計表・分析表、帳票自由レイアウト、コンビニ収納対応、発注書、
仕入・支払管理、在庫管理、
クラウドストレージ、
インターネットバンキング

複数のパソコンから同時入力
複数のパソコンで同時入力できるので、一人
の担当者にかかる負担を分散できます。他の
人が入力や閲覧をしていてもＬＡＮパックなら
自分のパソコンから入力・集計もできます。

セキュリティー対策も安心

リアルタイムな情報共有
データが一元管理できるので、リアルタイム
に状況やデータを確認できます。各担当者が
同じデータを扱いますので情報の分散がなく
情報共有ができます。

帳簿入力、伝票入力、決算書作成、固定資産管理、経営分析、消費税申
告書、部門管理、資金繰り管理、クラウドストレージ、法人・個人両対応、
MoneyLink（銀行明細・クレジットカードなどのデータを自動取込・自動仕訳)

85
ネットワーク
対応版

利用者ごとの操作ログ管理

ログインユーザーごとに使用できる機能やメ
ニューの詳細な権限設定ができますので、情
報漏洩等を防ぐことができます。

顧客台帳管理、顧客履歴管理、
予約情報管理、顧客検索・抽出、履歴検索・集計、
DM宛名印刷、メール一括送信、RFM顧客分析、業種別かんたん初期設定、
管理項目自由設定、まとめて印刷、帳票自由レイアウト、クラウドストレージ

内部統制の整備に不可欠なログ管理機能搭
載。入力、印刷などの操作情報を自動的に記
録します。

「自分のPCから入力・集計でき
タイムロスがなくなりました」
会 社 名 ：株式会社出雲電機工業
事業内容：半導体製造装置用部品制作、
電子機器修理、電源・制御ユニット設計制作
従業員数：40人

弊社では以前から会計王を使用していたので、
販売ソフトを導入するにあたりデータを
有効に活用するため連動する製品を検討していました。
「販売王」ならサーバー管理に
よるデータの安全性と一元化ができるだけでなく、
他社と比べて低価格で導入できた
ことも決め手となりました。初めはライセンスパックで使用していたので、
ホストＰＣの
LANパックシリーズの特長いつ何時でも自分の
管理が面倒でしたが、
クライアント・サーバー型に変更したことで、
ＰＣから入力・集計ができタイムロスがなくなりました。
また、
バックアップの手間が改善
でき、
セキュリティーも強化され安心して運用できるようになりました。

富士通サーバー「PRIMERGY」の特徴
設置スペースが小さく、実測値約
26dBの静音化も実現し、中小企業
での業務アプリサーバーやファイル
サーバーに最適な、
コストパフォー
マンスに優れたタワー型エントリー
サーバーです。
サポート面では、お客様の安定稼働
を支えるべく、全 国 約 8 5 0 箇 所 の
サービス拠点、約8,000名のエンジ
ニアが対応いたします。
また、稼動後のハードウェアの故障
やエラーを見逃さない監視ソフト
ウェアも付属しています。

品名／モデル
OS
CPU
3次キャッシュメモリ
プロセッサ数（コア数）
メインメモリ
（搭載）
メインメモリ
（最大）
内蔵3.5インチベイHDD
HDD最大
内蔵5インチベイ
内蔵DVD-ROM
拡張バススロット
ストレージコントローラ
ネットワークインターフェース（オンボード）
インターフェース
キーボード／マウス
サーバー監視ソフト
入力電圧
消費電力／発熱量
外形寸法［W×D×H
（ｍｍ）］
質量
使用環境
標準保証

PRIMERGY TX1310 M3 ／ 組立型（Pentiumモデル）
Windows Server 2016 Standard (16コア) インストール
インテル® Pentium® プロセッサー G4560 (3.50GHz)
3MB
1
（2コア）
8GB（8GB 2400 UDIMM×1）
64GB（16GB 2400 UDIMM×4）
500GB (7.2krpm) ×2（SATA）
（RAID1）※ソフトウェアRAID
3.5インチ SATA HDD : 40TB
1
（空き1）
最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) ※SATA (内部接続)
PCI Express3.0
（x16レーン）[x16ソケット]×1
PCI Express3.0
（x4レーン）[x16ソケット]×1
PCI Express3.0
（x1レーン）[x1ソケット]×2
オンボードSATAアレイコントローラ
2ポート
（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）
ディスプレイポート×1[背面]、
シリアルポート
（D-SUB9ピン）
×1、
USB×8
（USB3.0：前面×2 背面×4、
USB2.0：背面×2）
USBキーボード/マウス(光学式)添付
ServerView Suite DVD
（Tools）
AC100V (50 / 60Hz) / 平行2Pアース付き
（NEMA 5-15準拠）
×1
AC100V：最大130W / 468.0kJ/h
180×313×374
最大12kg
周囲温度10〜40℃／湿度10〜85%
（ただし結露しないこと）
1年間翌営業日以降訪問修理[月曜〜金曜 9時〜17時
（祝日および年末年始を除く）]

※さらに高スペックモデルの
「Xeonモデル」
もご用意しております。詳細は下記の
「ご購入前 相談ダイヤル」
までお問合せください。

ソリマ チ 製 品 ご 購 入 前 相 談 ダ イ ヤ ル
王 は

東京本社／〒141−0022 東京都品川区東五反田3-18-6 ソリマチ第８ビル
ＴＥＬ
：03-5475-5301 ＦＡＸ：03-3446-0252

［札 幌ソリマチ］ＴＥＬ
：011-812-3640
［東 京ソリマチ］ＴＥＬ
：03-3446-0260
［名古屋ソリマチ］ＴＥＬ
：052-203-2301
［大 阪ソリマチ］ＴＥＬ
：06-6301-1627
［広 島ソリマチ］ＴＥＬ
：082-263-7012
［福 岡ソリマチ］ＴＥＬ
：092-292-3945
＊サービスの内容、価格、商品名は予告なしに変更される場合がございます。
＊当チラシに記載されている会社名・製品名・サービス名は登録商標です。

や さ し い

9：00〜17：30（土・日・祝日および弊社指定日を除く）

お気軽に
お問い合わせ
ください

お問い合わせ、
ご用命はこちらまで

x18Axx00

業務効率化を応援

ネットワーク製品半額キャンペーン

キャンペーン特別価格表
■セット価格
ソリマチ ネットワーク製品

※価格はすべて税抜
クライアント

5クライアント
With SQL

販売王19 販売・仕入・在庫 LAN

10クライアント
With SQL

15クライアント
With SQL

5クライアント
With SQL

会計王19 PRO LAN

10クライアント
With SQL

15クライアント
With SQL

5クライアント
With SQL

顧客王19 LAN

10クライアント
With SQL

15クライアント
With SQL

富⼠通サーバー
PRIMERGY TX1310
Pentium モデル
Xeon モデル
Pentium モデル
Xeon モデル
Pentium モデル
Xeon モデル
Pentium モデル
Xeon モデル
Pentium モデル
Xeon モデル
Pentium モデル
Xeon モデル
Pentium モデル
Xeon モデル
Pentium モデル
Xeon モデル
Pentium モデル
Xeon モデル

ソリマチネットワーク製品
年間保守契約

通常
セット価格

キャンペーン
特別価格

¥550,000
¥600,000
¥570,000
¥620,000
¥720,000
¥790,000
¥730,000
¥800,000
¥880,000
¥970,000
¥900,000
¥990,000
¥550,000
¥600,000
¥570,000
¥620,000
¥720,000
¥790,000
¥730,000
¥800,000
¥880,000
¥970,000
¥900,000
¥990,000
¥480,000
¥530,000
¥490,000
¥540,000
¥620,000
¥690,000
¥630,000
¥700,000
¥760,000
¥850,000
¥770,000
¥860,000

―

¥1,112,800

保守付き

¥1,162,800

―

¥1,142,800

保守付き

¥1,192,800

―

¥1,443,300

保守付き

¥1,513,300

―

¥1,473,300

保守付き

¥1,543,300

―

¥1,773,800

保守付き

¥1,863,800

―

¥1,803,800

保守付き

¥1,893,800

―

¥1,112,800

保守付き

¥1,162,800

―

¥1,142,800

保守付き

¥1,192,800

―

¥1,443,300

保守付き

¥1,513,300

―

¥1,473,300

保守付き

¥1,543,300

―

¥1,773,800

保守付き

¥1,863,800

―

¥1,803,800

保守付き

¥1,893,800

―
保守付き
―

¥962,800
¥1,012,800
¥992,800

保守付き

¥1,042,800

―

¥1,243,300

保守付き

¥1,313,300

―

¥1,273,300

保守付き

¥1,343,300

―

¥1,523,800

保守付き

¥1,613,800

―

¥1,553,800

保守付き

¥1,643,800

キャンペーンコード
SRHAN05P-1901
SRHAN05PV-1901
SRHAN05X-1901
SRHAN05XV-1901
SRHAN10P-1901
SRHAN10PV-1901
SRHAN10X-1901
SRHAN10XV-1901
SRHAN15P-1901
SRHAN15PV-1901
SRHAN15X-1901
SRHAN15XV-1901
SRKAI05P-1901
SRKAI05PV-1901
SRKAI05X-1901
SRKAI05XV-1901
SRKAI10P-1901
SRKAI10PV-1901
SRKAI10X-1901
SRKAI10XV-1901
SRKAI15P-1901
SRKAI15PV-1901
SRKAI15X-1901
SRKAI15XV-1901
SRKOK05P-1901
SRKOK05PV-1901
SRKOK05X-1901
SRKOK05XV-1901
SRKOK10P-1901
SRKOK10PV-1901
SRKOK10X-1901
SRKOK10XV-1901
SRKOK15P-1901
SRKOK15PV-1901
SRKOK15X-1901
SRKOK15XV-1901

業務効率化を応援

ネットワーク製品半額キャンペーン
サーバースペック表

品名／モデル

PRIMERGY TX1310 M3
組立型（Pentiumモデル）

型名
OS

組立型（Xeonモデル）

Windows Server 2016 Standard (16コア) インストール
インテル® Pentium® プロセッサー G4560 (3.50GHz)

CPU
プロセッサ数
（コア数）

インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v6(3.30GHz)

3MB

8MB

1（2コア）

1
（4コア）

3次キャッシュメモリ
メインメモリ
（搭載）

8GB（8GB 2400 UDIMM×1）

メインメモリ
（最大）

64GB（16GB 2400 UDIMM×4）

内蔵3.5インチベイHDD

500GB (7.2krpm) ×2（SATA）
（RAID1）※ソフトウェアRAID

HDD最大

3.5インチ SATA HDD : 40TB

内蔵5インチベイ

1（空き1）

内蔵DVD-ROM

最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) ※SATA (内部接続)
PCI Express3.0（x16レーン）
[x16ソケット]×1

拡張バススロット

PCI Express3.0（x4レーン）[x16ソケット]×1
PCI Express3.0（x1レーン）
[x1ソケット]×2

ストレージコントローラ

オンボードSATAアレイコントローラ

ネットワークインターフェース
（オンボード）

2ポート
（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）
ディスプレイポート×1[背面]、
シリアルポート
（D-SUB9ピン）
×1、

インターフェース

USB×8
（USB3.0：前面×2 背面×4、
USB2.0：背面×2）

キーボード／マウス

USBキーボード/マウス(光学式)添付

サーバー監視ソフト

ServerView Suite DVD（Tools）

入力電圧

AC100V (50 / 60Hz) / 平行2Pアース付き
（NEMA 5-15準拠）
×1

消費電力／発熱量

AC100V：最大130W / 468.0kJ/h

外形寸法［W×D×H
（ｍｍ）］

180×313×374

質量

最大12kg

使用環境

周囲温度10〜40℃／湿度10〜85%
（ただし結露しないこと）

標準保証

1年間翌営業日以降訪問修理[月曜〜金曜 9時〜17時
（祝日および年末年始を除く）
]

■サーバーマシン保守契約（オプション）
項目
SupportDeskパック Standard
OSサポートなし
＜平日8:30〜19:00＞

SupportDeskパック Standard24
OSサポートなし
＜24時間365日＞

保証延長パック
ハードウェア翌営業日以降訪問修理
＜平日9:00〜17:00＞

品名

希望小売価格
（税抜）

SupportDeskパック Standard
(OSサポートなし） 3年

SV7X10011

64,000円

SupportDeskパック Standard
(OSサポートなし） 4年

SV7X10017

87,000円

SupportDeskパック Standard
(OSサポートなし） 5年

SV7X1001D

107,000円

SupportDeskパック Standard24
(OSサポートなし） 3年

SV7X10013

82,000円

SupportDeskパック Standard24
(OSサポートなし） 4年

SV7X10019

113,000円

SupportDeskパック Standard24
(OSサポートなし） 5年

SV7X1001F

138,000円

保証延長パック

SV7X21010

21,400円

SV7X21016

46,100円

SV7X2101C

59,200円

保証延長パック
ハードウェア当日訪問修理 3年

SV7X22011

34,100円

保証延長パック
ハードウェア当日訪問修理 4年

SV7X22017

53,000円

保証延長パック
ハードウェア当日訪問修理 5年

SV7X2201D

68,000円

ハードウェア翌営業日以降訪問修理 3年
保証延長パック

ハードウェア翌営業日以降訪問修理 4年
保証延長パック

ハードウェア翌営業日以降訪問修理 5年
保証延長パック
ハードウェア当日訪問修理
＜平日8:30〜19:00＞

型番

備考
・ハードウェアトラブル時の当日2時間以内訪問修理＊
＊サービス時間修了の2時間前までに電話で受付、
重大障害と判断した場合に限ります
離島および一部遠方地を除く
・お客様専用ホームページによる情報提供

・ハードウェアトラブル時の当日2時間以内訪問修理＊
＊サービス時間修了の2時間前までに電話で受付、
重大障害と判断した場合に限ります
離島および一部遠方地を除く
・お客様専用ホームページによる情報提供

・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理

・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理＊
＊17時までに電話で受付、重大障害と判断した場合
に限ります
離島および一部遠方地を除く

