MS9400 3 ユーザー以上モデル

MS9400
The Pro-Spec.

ビジネスを進化させる
プロフェッショナルのためのパフォーマンス

Intel®
Xeon® E3

高度な要求に耐えられる
サーバー専用の
高性能 CPU 搭載

高耐久 「SAS ハードディスク」を

SASHDD
高速

RDX
3ステップ

RAID１構成で信頼性を向上
「RDX」の採用により、
バックアップの安定化・
高速化を実現
重要な会計データを

バックアップ 簡単・確実にバックアップ

多様化する会計事務所業務を支える
統合型会計専用システム「INTER KX MS9400」
国税
電子申告
マイナンバー

インターネット

プログラムの自動ダウンロード
タイムリーな情報配信

顧問先企業

金融情報・証憑類の仕訳自動化

会計事務所

データ共有

High Spec
高性能CPUやメモリー８GB標準搭載、最新のサーバー OSの採用により、
信頼性・安定性を向上。環境や状況に応じて柔軟に対応できます。
信頼性・安定性・高速性

Intel® 高度な要求に耐えられる
Xeon® E3 サーバー専用の高性能CPU搭載

高速

RDX

「RDX」
（ リムーバブル
の採用により
ディスク ）
バックアップの安定化・高速化を実現

会計事務所の高度な要求にも耐えられる CPU を搭載。最新のクアッド

大容量化

耐衝撃性

コアプロセッサー「Intel® Xeon® E3-1230v6 3.50GHz」を採用し、

従来の DAT72（テープドライブ）の

粘弾性のショックマウントをカート

CPU の省電力化・高速化を実現しました。

約 3 倍量、上限 400GB までの会計

リッジ内に装備。高さ 1 メートル

データをバックアップすることができ

からの落下でも耐えられるように

ます。さらに、標準で 2 本添付される

設計されています。

環境や状況に合わせて
32GB 最大32GBのメモリー増設に対応
標準8GB
最大

ため、簡易的な世代管理も可能です。 高速化
ハードディスクを内蔵しているため
書き込み速度が速く、従来のDAT72

標準で 8GB、最大で 32GB（8GB×4）のメモリー増設に対応。将来

（テープドライブ ）に比べてバック

的な会計データ量の増加、リモートアクセス拠点の増大、クライアント

アップ時間を約 90％短縮※しました。

台数の増加にも、柔軟に対応できます。

※当社 MS8200（2013 年発売）のバックアップ時
間と比較

Windows
Server®

2016

高負荷の処理でも安定した
サーバー OSを採用

64bit 対応の OS を採用することにより、4GB 以上のメモリー空間を
有効活用できるため、追加の会計システムを入れた場合やデータベー
スに同時アクセスする台数が増えた場合など、高負荷の処理に対して
も安定した動作が可能です。
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「RDX」と「DAT72」のバックアップ時間の比較（データ容量：15.4GB）

DAT72

約33分

MS8200搭載
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MS9400搭載
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＊MS8200（2013 年 4 月発売）とMS9400 によるEi ボードでの「会計データ 15.4GB」のバックアッ
プ時間の当社実測値 ＊前回のバックアップからデータ変更がない場合のバックアップ時間
＊RDX は初回のみ一次領域へのバックアップをとるため、DAT72 よりも時間がかかる場合がありま
す。＊Ei ボードVer17.30 使用

高耐久「SASハードディスク」、高速・大容量「RDX」の採用により、
バックアップの信頼性・高速性を向上。ハードな会計業務を強力にサポートします。
耐久性

高耐久

SASHDD 「SASハードディスク」をRAID1構成で信頼性を向上
耐久性向上

マルチモニター機能

24 時間連続運転等の長時間の運用、複数のコンピューターからの利

クライアントPC にビデオコネクターを 2 基搭載しているパソコン

用、高い負荷での運用を想定した、
「耐久性・信頼性」の高い設計です。

では、2 台のモニターを並べて異なる情報を表示させて作業がで

アクセスの安定化・高速化

きます。前年データを確認しながら当年データを入力するなど、

10000 回 転 / 分 の 転 送 速 度 に

効率の良い作業が可能になります。

よ り、従 来 の 7200 回 転 / 分 の
「SATA ハ ードディスク」よりデ ー
タ読み書きの許容量が高く、一度
に大量のデータが転送されても処
理速度は落ちません。
RAID1 ホットプラグ採用
万一の障害時も片方の交換のみで復旧が可能です。また、ホットプラ

＊モニターは別売です。画像はハメコミ合成です。

グ対応により起動中のハードディスク交換も可能です。

Backup
ステップ1

標準機能によるデータ管理

時に記録することにより、片方の HDD が故障し
た場合でも会計データを失うことがありません。
ホットプラグ対応のため、会計業務を止めること
なく、ハードディスクを交換することができます。
RAID1

2 台の HDD に
同じデータを書き込む

1
2
3

1
2
3
HDD1

HDD2

「RDX」によるバックアップ
高速・大容量の「RDX」を搭載し、最大 400GB
までのバックアップができます。高速化を実現し
ているため、短期間によるバックアップ作業を行う
ことも可能です。

「自動電源 OFF」
「曜日指定」が
可能な自動バックアップ機能
指定時間にバックアップを自動実行し、終了後に自
動電源 OFF にする「自動電源バックアップ機能」を

ステップ2

重要な会計データを
簡単・確実にバックアップ

所内のネットワーク環境を利用したバックアップ

�万一の INTER KX の故障によるデータ消失
�日々のバックアップ作業軽減
�システム操作ミスによるデータ紛失・消失
�柔軟なデータ復旧

ステップ3
お困りごと・
課題

用した RAID1 を採用。2 台の HDD にデータを同

バックアップ

お困りごと・
課題

RAID1 構築（ホットプラグ対応）
ディスク構成に高耐久性の「SAS HDD」を 2 台使

3ステップ

インターネット環境を利用したバックアップ

�大規模災害によるデータ消失
�火災 / 落雷による電子機器の破損・故障
�電子機器の盗難対策

ネットワークドライブ（NAS）※ 動作確認品

Weplat バックアップサービス オプション

社内のネットワーク環境に、ネットワークドライブ

クラウド型バックアップで大切なデータを国内 2 ヵ

を利用することで、簡単・確実に会計データをバッ

所のデータセンターに保管。地震・火災・落雷な

クアップすることができます。

どにより電子機器が破損しても、データは安全に
保管されます。

バックアップ作業を軽減
毎日のデータバックアップに、自動バックアップ機

主な機能・特長

能とネットワークドライブを活用することで、作業

�データセンターは 24 時間 365 日稼動

の手間と時間を大幅に軽減します。

�バックアップスケジュール設定が可能

世代管理（組管理）によるデータ保管
15 世代までバックアップできるため、例えば前日
のデータで入力ミスをして上書きしてしまっても、
2 日前、3 日前のデータに戻って正常なデータに
復旧することができます。
世代管理
（組管理）

1日目

�重複排除機能により、効率的にバックアップ
�目的に応じた容量契約が可能
�文書データや表計算データなど会計データ以
外の汎用データもバックアップ可能

3 日目・4 日目の
データで入力ミス

2 日目

2 日目に戻って
データ復旧可能

� BCP 対策としてのデータ保全を実現

西データセンター

3 日目
4 日目

装備。また、自動バックアップの周期設定に「曜日
指定」を追加。｢土日を除く月～金曜日にバックアッ
プする｣ など、より柔軟な周期設定が可能です。

※当社推奨ネットワークハードディスクをご利用ください。ネット
ワークハードディスクの仕様・価格につきましては、
「INTER
KX 販売特約店」までお問い合わせください。

会計事務所

東データセンター
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自計化からコンサルティングまで、豊富なソフトウェアが事務所業務をト

財務会計
入力業務 効率化

入力周りの操作性向上から顧問先支援強化まで、
会計事務所の基幹業務をさらに進化させました。
無駄のない画面構成や入力補助機能などの充実により、入力業務の効率化を実現。

入力済み仕訳の表示行拡張や入力時の科目コード絞り込みなど、従来
の操作性を活かしながら、仕訳入力環境の進化を実現しています。
また、試算表画面など月別簡単タブでの切替や前期比較表示により、

入力画面を大幅に刷新

フォントサイズの変更や解像度に合わせ
た入力済み仕訳行数表示が可能です。

四半期決算対応

中間月や四半期決算月の日付の
入力ができます。

簡単・スピーディーなチェック作業が可能です。
付箋種類の拡大

仕訳付箋5種類、伝票付箋5種類、計10種類の付箋を利用してチェックやコピー
など、用途別に使い分ける事ができます。例えば、毎月定期的に発生する仕訳に
特定の付箋をつけ、その付箋の仕訳だけ次月にコピーすることができます。

月タブ表示

試 算 表・ 元 帳
表示画面にも
月タブを追加
し、操作性を向
上します。
仕訳入力画面

科目コードによる絞り込み検索

前期比較・予算比較切り替え

試算表画面

科目コード1桁目の入力から候補が絞り
込まれ、検索スピードがアップします。

前期比較・予算比較ボタンを配置し、
簡単・確実なチェックに役立ちます。

顧問先支援

◀拡大画面

充実した経営分析資料、データ共有機能などにより、的確・迅速なコンサルティングを実現。

充実した経営分析資料

月次監査などに必要な最新の財務帳票を PDF 出力し、タブレット端末
やモバイル PC で閲覧することができます。
●要約推移表
要約 PLと要約 BS を 1 枚に出力することで、月次の変化をスピーディー
に把握できます。
●残高推移表
比較欄を「2 期比較」
「3 期比較」
「3 期月平均比較」
「 当期のみ」から選
択して出力可能。前期残高、当月残高、当期借方／貸方残高があるす
べての項目について、各月の推移を比較することができます。

要約推移表

● 3 期連続損益比較表
損益計算書および原価報告書の 3 期比較の出力が可能。
経営状態が比較でき、経費削減の検討などに活用できます。

財務会計 原価管理

オプション

3 期連続損益比較表

建設業の顧問先の記帳代行用オプションソフトをご用意

建設業・工事業・土木業などの工事別の原価管理だけでなく、製造業
における製品別の原価管理にも対応可能です。
財務会計 R4 の操作性そのままに、入力画面で工事情報を入力するだ
けで、工事台帳、工事一覧表などの原価管理資料が簡単に作成できま
す。

▲現場別工事台帳
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トータルにサポート。

税務申告

システム間のデータ連動を自動化。
入力業務の削減により作業ミスの防止・業務効率化を実現します。

税務ラインアップ
ネットワーク
対応

税務のデータ連動範囲を拡大。電子申告機能も大幅に強化。
ネットワーク
対応

電子申告

法人税・地方税申告書対応
第20号様式の市町村民税税率マスターの自動配信に対応

電子申告

「財務会計 R4」との連動で最新残高を簡単連動
補助科目名称などの一括取込機能搭載

●よく利用する帳票は「基本メニュー」に登録できるため効率的に入力が可能

●内訳明細書では、金融機関名・期末現在高別の自動並べ替えや、任意の行で小計

●解散・清算の申告にも対応

●売掛金と未収入金の内訳書を分けるなど、内訳書の複製が可能

●事業所の設置年月日や廃止年月日から地方税の細かな計算も可能

ネットワーク
対応

を取ることも可能

ネットワーク
対応

電子申告

電子申告

源泉徴収票や支払通知書のイメージ入力など
使いやすさを徹底追求

財産評価と申告処理間のシームレスな連動が可能
小規模宅地などの相続税シミュレーション機能を搭載

●業務の流れに沿った入力画面をご用意
●損失申告(第四表)で、第三表(分離課税用)の作成(添付)が可能
●「電子申告 R4」との連動で、短期間に集中する申告業務をさらに効率化

●相続税に関連する財産評価から相続税・贈与税申告書作成までを全て処理でき、
シームレスな連携が可能
●複数のプランからなる相続税試算表（相続税シミュレーション）が作成可能。ど
の宅地に小規模宅地の特例を適用すれば有利かなどのシミュレーションも可能
●取引相場のない株式の評価は、
「財務会計 R4」から第5表の帳簿価額等を簡単連動

ネットワーク
対応

電子申告

使用頻度の高い80帳票以上を網羅
届出履歴・管理にも対応

ネットワーク
対応

一括処理強化でスムーズな電子申告を実現
進捗がわかるアイコン表示で業務を効率化

●「電子申告 R4」との連動により国税・地方税の電子申請が可能
●届出したものは、
「確定済」ボタンを押すことで、届出履歴表で管理が可能
ネットワーク
対応

●流れが分かりやすいメニュー構成、処理が進むごとにアイコンと処理日付など
がセットされ、ミスを防止
●全帳票プレビュー対応、一括処理の強化によりデータ確認、署名、送信までを短
時間で実行可能
●申告済印付帳票や完了報告書により、顧問先への報告作業も効率化

電子申告

顧問先ニーズに沿った柔軟な給与項目設定
年末調整だけの処理も簡単操作を実現
●社会保険料等の料率自動配信機能搭載
●社会保険の事業主負担分と実際の納入告知書との差異を把握できる管理表によ
り、正確な給与処理を支援
ネットワーク
対応

ネットワーク
対応

事務所の申告管理や報酬管理を効率化
税理士業務処理簿の作成機能を搭載

電子申告

●顧問先決算をアラーム表示機能で提出日管理を行い業務日報連動、税理士業務
処理簿作成までを効率化
●関与先名簿・職員名簿も作成可能
●請求書や領収証、管理帳票などのファイリング機能を装備。
顧問先管理（Ｅｉボード）の「ファイリング一覧」で管理可能
「売上管理型」の入金情報の取り込みを実現
●報酬自動支払制度「e-NET」※1から、

リース会計、減損会計、資産除却債務対応
申告書作成に必要な充実機能を搭載
●5年先までの償却費を把握できるシミュレーション帳票をご用意
●耐用年数辞書マスターを搭載
●登録済資産一覧から除売却、移動等をボタン1つで簡単操作

統合管理
ポータルメニュー

所員ひとりひとりが自分に必要な業務を
「Ei ボード」に自由に設定し、必要な情
報を確実に入手することで効率的に業
務を始められます。

※ 1：
（株）日税ビジネスサービスが運営しているサービスです。
＊電子申告には、
「電子申告 R4」の他、電子証明書、IC カードリーダーなどの事前準備が必要です。
＊電子申告 R4 対応電子証明書 ・日税連税理士用電子証明書（第四世代）
・公的個人認証サービスに
基づく電子証明書・商業登記に基づく電子証明書

会計業務からデータバックアップまで、
事務所に求められる業務をトータルにサポートします。
「Eiボード」で会計業務に必要な情報への簡単アクセスを実現。
年度管理が必要な法人税などのアプ
リケーションは、過年度分を別のタ
ブに配置することで、誤った年度の
データを処理するなどのミスを防ぎ
ます。

バージョンアップ情報やダウン
ロード状態など、常に最新の情報を
チェックできます。

「事務所管理 R4」を組み合わせて使
用することで、担当する顧問先の申
告期限や役員改選時期などのアラー
ム設定ができるため、業務の処理漏
れを防ぐことができます。
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INTER KXの高性能・高機能をフル活用する「ウェプラット・クラウドサービス」
会計事務所と顧問先を安全・緊密に連携。

Weplat 金融連携サービス

〈年間ライセンス料〉Weplat 金融連携サービス
（エントリー版※1）
…120,000円
（税別）
Weplat 金融連携サービス
（フリーライセンス版）
･･･360,000円
（税別）
※1：10顧問先まで利用可能です。

＊金融機関のインターネットバンキングの開設が必要です。あらかじめ準備をお願いいたします。インターネットバンキング開設については、ご利用の金融機関ホームページよりご確認ください。

顧問先側で会計ソフトを利用されていなくても、顧問先の「銀行取引」
「クレジットカード」
「 電子マネー」のデータを会計事
務所側で直接取り込み、仕訳データが自動作成できるクラウドサービスです。
会計事務所

顧問先企業

INTER KX
財務会計 R4

仕訳入力+取引情報をマルチモニター※1で表示

3 仕訳データ
取得

※1モニターは1台でもご利用可能です。

金融連携
サービス

最初に取引中の金融情報を登録するだけです。

1 金融情報登録

会計ソフトの中で取引データと仕訳を紐付管理するの
で、会計事務所で仕訳内容の確認時に取引データを参
照することができます。

銀 行

2 取引データを自動取得

クレジット
カード

電子マネー
取引データ

●顧問先側に会計ソフトは不要。取引中の金融機関情報を登録いただくだけで会計事務所側で直接取引データを自動取得し、仕訳
を作成します。
●法人口座普通預金の99％の銀行に対応しています。
（ 2017年11月現在）
●口座残高と帳簿残高のバランスチェック機能により入力ミスや取り込み漏れなどがないか容易に確認可能です。
●仕訳作成ルールは学習機能（科目・部門・消費税・摘要）に対応。取り込み後仕訳を修正すると、次回取り込み時には修正情報を反映。

Weplat スキャンサービス

〈年間ライセンス料〉Weplat スキャンサービス サービス利用料・
・
・120,000円
（税別）
・
・20,000円
（税別）
〈オプション〉自動仕訳チケット 1,000回分※1・
※1：1枚の領収書または受け取った請求書を1仕訳として自動作成します。通帳の場合は、1行1仕訳として自動作成します。
＊1会社データ内において、Weplat スキャンサービスとWeplat データ共有サービスの併用はできません。

スキャンするだけで手書きの領収書でも高い認識率で仕訳データ化を実現。記帳代行業務の効率化を支援するサービス
です。

ステップ 1
事 務 所に届 いた領 収 書・請 求 書など
の紙の証憑をまとめてスキャンしクラ
ウドへ送信。

ステップ 2
送信された証憑イメージは、1営業日
で仕 訳デ ータとして自動 作 成されま
す。

ステップ 3
自動仕訳化されたデータを会計ソフ
トに自動取り込み可能。証憑イメージ
を見ながらのチェックも可能です。

1 領収書、請求書などの証憑を
まとめてスキャンしクラウドへ送信

領収書

2-2 証憑イメージ
のみの取得

証憑の仕訳化

証憑の電子化

請求書
通帳の
コピー

仕訳
データ

領収書
請求書
通帳の
コピー

2-1 証憑データから
仕訳データを自動作成

会計事務所
事務所に届いた証憑類
（領収書／請求書／通帳のコピー等）
を
スキャニング
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3-1 自動作成された仕訳データを
会計ソフトに取り込み、チェック！

3-2 証憑イメージを画面を見ながら
手入力での仕訳入力にも対応！

INTER KX 財務会計 R4

」が、

Weplat データ共有サービス

〈年間ライセンス料〉スターターライセンス
（10顧問先まで）
・
・
・
・
・48,000円
（税別）
ボリュームライセンス
（追加40顧問毎）
・
・
・
・
・
・
・ 72,000円
（税別）
＊ボリュームライセンスはスターターライセンスとセットでご利用いただく商品です。ボリュームライセンスのみでご利用いただくことはできません。
＊
「Weplat 財務応援 R4／Weplat 給与応援 R4」
にはWeplat データ共有サービスの1ライセンスが付いています。

会計データや給与データをインターネット上のサーバーに保管し、会計事務所・顧問先双方がサーバー上のデータを共有し

てご利用いただけるサービスです。
会計事務所

顧問先企業

共有元

最新データは常にデータセンターで管理
共有

INTER KX 財務会計 R4
INTER KX 給与・法定調書 R4

共有先

送信・受信は自動で行います
共有

会計データ
給与データ

（マイナンバー）

送出／受取

送出／受取

Weplat 財務応援 R4
Weplat 給与応援 R4

●常に最新の財務データ・給与データを確認できるので、適切でスピーディーなアドバイスが可能です。月次監査前の事前確認も
最新の状態でできるので、訪問時の監査時間の効率化が図れます。
●データセンターに一元管理されたデータを共有するので、事務所と顧問先間での財務データ・給与データのやりとりはもう必要あ
りません。
また一元管理された財務データ・給与データの整合性も保たれます。
●セキュリティー対策も万全なデータセンターでの共有により、送受信の効率化だけでなく、情報漏えいの不安も解消されます。

Weplat VPNモバイルサービス
〈年間ライセンス料〉基本2ライセンス・
・
・30,000円
（税別） 追加1ライセンス・
・
・12,000円
（税別）
＊事務所と、出先で使用するモバイル、PCがインターネット上に接続できる環境が必要です。
（インターネットプロバイダーとの契約料、通信料、接続機器は別途必要になります。）
＊同時サーバー接続が3ユーザー以上となる場合は別途WindowsリモートデスクトップCALが必要です。

特別なVPN環境を構築しなくても、いつでもどこでも事務所（オフィス）
と同じ作業環境をご提供するクラウドサービスです。
会計事務所

3 出先より事務所LANにアクセス

1 通常は事務所LANで処理

出先事務所
顧問先の全ての情報を一元化
し、管理工数の削減が可能。

顧問先巡回監査
顧問先の情報を事務所外に持ち
出すことなく監査が可能。

INTER KX MS9400

事務所内 PC

2 巡回時、モバイルPC、
タブレット端末を
出先に持ち込み

在宅勤務
テレワークの積極導入など新た
な雇用形態にも対応。

●「Weplat VPNモバイルサービス」を利用すれば、巡回先や外出先などいつでもどこでも事務所と同じ作業を行うことができ
ます。
●持ち出すパソコンの中には大事なデータを保存する必要はありません。インターネット経由で事務所LANに安全にアクセスで
きるので、情報漏えいの不安を解消します。
●事務所内に特別な設備の準備、IT管理者がいなくても、インターネット環境さえあれば、簡単にご利用いただけます。
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電源スイッチ

MS9400

電源コネクター

USB3.0×2

3ユーザー以上モデル 2,900,000円～

RDXスロット

標準価格（税別）

シリアルインターフェイス
DVD-RAMドライブ
アナログRGB
USB2.0×4
LAN×2
USB3.0×2
ハードディスクベイ
ホットプラグ対応
SAS ハードディスク×2

PCIスロット

HUB
〈正面〉

〈背面〉

■MS9400の主な仕様
商品名

MS9400

ケース
CPU

スリムタワー型

UTM（統合脅威管理）

Intel® Xeon® E3-1230v6 3.50GHz

メモリー

標準 8GB（DDR4 2400MHz）
、ECC 付き
最大 32GB（8GB×4）まで増設可能

HDD

SAS 600GB×2（RAID１）ホットプラグ対応

内蔵光学ドライブ

DVD-RAMドライブ（スリムタイプ）

ＬＡＮ

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×２
＊オンボード標準、AFT 対応（OS 標準機能にて対応）

バックアップ機器

内蔵 RDXドライブ（USB3.0）
RDX データカートリッジ（容量 :500GB）×2 本添付 ※ 1

USB

その他の I/F

USB2.0×4、USB3.0×4（前 2/ 後２）
PCI-Express1×1、PCI-Express4×1
PCI-Express8×2（RAIDカードにて使用済み）
Video×1、COM×1

標準キーボード
マウス（メーカー標準品）

USB 109キー日本語（白色）
USB 光学式ホイールマウス（白色）

寸法（W×D×H）
質量

98×400×340（mm） スタンド/ 突起物含まず
7.5ｋｇ

PCIスロット

最大消費電流
エネルギー消費効率
ソフトウェア仕様
OS
標準添付ソフト
使用可能ユーザー数
プリンター動作環境

インターネット

CPU

推奨解像度
ディスプレイ
フォント
ＨＤＤ/SSD
ＣＤ－ＲＯＭ/ＦＤＤ
ネットワークＩ/Ｆ
ブラウザー
プリンター

【性能】

1.52Ａ
（154 Ｗ）
‒ ※2

●スピード※ 1：カラー：約 24ipm / モノクロ：約 24ipm
●ネットワーク：有線 LAN / 無線 LAN：標準
●自動両面印刷：標準

● FAX 機能：標準

●カラースキャナー：解像度 50 ～ 9,600dpi
（1dpi 刻み）

MS9400
Windows Server® 2016 Standard Edition
INTER KX 財務会計 R4、Eiボード、F-Secureアンチウイルス体験版（1ヶ月
使用期間限定）
３ユーザー以上 ※ 3
上記対応 OSで動作可能なエプソン製 A3 ページプリンター、ビジネスインクジ
ェットプリンターまたはドットインパクトプリンター※ 4 ※ 5 ※ 6 ※ 7

環境仕様
Windows®10/Windows®8.1/Windows®7
®
®
Intel Pentium 4 3GHz 以上
推奨：Intel® Core™ i5 3.2GHｚ以上または同等の互換プロセッサー
1GB 以上（64bit の場合は2GB 以上） 推奨：4GB 以上
小：XGA (1024×768) 以上、中：SXGA (1280×1024) 以上
＊R4 環境設定のフォントサイズによります
Windows®7：小 -100%（既定）
、Windows®8.1：小さくする（推奨サイズ）
、
Windows®10：100%（推奨）
1GＢ以上（「INTER ＫＸ」標準添付ソフトの必要容量）推奨：SATA3 SSD
インストール時やトラブル解析時に必要です
上記対応ＯＳで使用可能なネットワークデバイス※ 1
Internet Explorer®11
上記プリンター動作環境をご覧ください

※ 1：推奨するネットワーク環境は、1000Base-T 対応スイッチングHUB（ネットワーク用 LANケーブルはCat5e 以上）になります。

※1：ランニングコスト、印刷スピード算出方法の詳細は当社ホームペー
ジをご覧ください。

A4シードフィードスキャナー

DS-570W

オープンプライス

優れた生産性と用紙対応力。Wi-Fi® 対応でさらに
便利にスマートにスキャンできます。

クライアントPC
エプソンダイレクト製「AT シリーズ」
高速化・効率化・安心で会計業務をサポートします！

UTM（統合脅威管理）

X-CP シリーズ（アルテミス社製）オープンプライス
1 台の機器でウイルス対策、迷惑メール対策、Web 規制、不正侵入防止、アプリケー
ション制御など、インターネットのあらゆる脅威に対応します。常にインターネットから
最新の対策データを自動的にダウンロードし、パソコン管理者も不要です。安価かつ手
軽に複数のセキュリティー対策を一元管理できます。

本件に関するお問い合わせはこちらまで

会計ソフトインフォメーション

TEL.050-3155-8170（ガイダンス番号

ネットワーク
ハードディスク
（NAS）

オープンプライス

■クライアントパソコン環境

メモリー

インクジェット複合機

ビジネスインクジェット複合機

※ 1：RDX データカートリッジのフォーマットは、NTFS のみ可、exFATは使用不可。Ei ボードを使用してバックアップする場合の上
限は400GBとなります。※ 2：省エネルギー法（2011 年度基準）規制対象外です。※ 3：増設の場合は別途 Windows Server®
OS の追加クライアントライセンスが必要です。※ 4：インパクトプリンターはＡＤＦ(オートドキュメントフィーダー）が必要です。※ 5：イ
ンパクトプリンターはA4、B4、B5 規格用紙のみ、ページプリンター用専用紙（元帳、白紙含む）は対象外です。※ 6：必ずネットワ
ークインターフェイス（推奨品）に接続してご使用ください。※ 7：対象プリンターの詳細は当社ホームページでご確認ください。

項 目
OS

X-CPシリーズ（アルテミス社製）

番）

〈受付時間〉9:30～12:00/13:00～17:00 月～金曜日
（祝日、当社指定休日を除く）

各 種 製 品 情 報 、各 種ドライバー類の提 供 、サポート案内などの様々な情報を満載した
エプソンのホームページです。

エプソンのホームページ
「R4シリーズ」ホームページ

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、
NTT西日本の固定電話
（一般回線）
からおかけいただくか、042-511-0855までおかけ直しください。

www.epson.jp
www.epson.jp/r4

●お求め、
ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。
＊Windows、Windows Server、Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標
または商標です。
＊Windowsの正式名称は、Microsoft Operating Systemです。
＊Intel、Pentium、Core、Xeonは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
＊このカタログに記載の価格は標準価格（税別）です。インストール料・訪問指導料は含まれておりません。
＊このカタログに記載の価格はメーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱い代理店でご確認ください。
＊Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

＊このカタログに記載されている内容は、2018年7月現在のものです。技術改善により、予告なく変更することもございますのでご了承ください。

カタログコード：CLBSA4K94B（2018年7月13日現在）

