2019 年 9 月版

as a SERVICE

シンクライアント端末は “所有する” から “利用する” 時代へ。
「シンクライアント端末 + 設定 + 保守」を 1 つにしたサービスで、状況に応じた端末投資を実現

POINT1

POINT2

POINT3

月額サービスで

手元に届いた瞬間から

故障時も安心

柔軟かつ効率的に利用可能

使い始められる

代替機と交換

月額

¥

2,200 〜 /台

（ご契約期間により異なります）

https://sandi.jp/
東 京都中央 区日本 橋 箱 崎 町 30-1 タマビル日本橋箱崎 〒103-8507
Tel. 03-5623-7353
Fax. 03-5623-7887 info@sandi.co.jp
記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
記載された内容は 2019 年 9 月時点での情報に基づきます。内容は予告なく変更することがあります。

最短
納期

3 営業日

（S&I マスター適用時）

最短

翌 営業日

（時間帯により異なります）

端末を

持たない

ことで柔軟かつセキュアな働き方を促進！

サービス内容

as a Service ThinBoot ZERO には、以下が含まれます。

「端末本体 + マスター作成支援 + 保守」をパッケージにした月額サービスです。シンクライアント端末を固定資産として持つ必要がなくなり、
シンクライアント端末本体

状況に応じて台数を変更するなど、柔軟かつ効率的に端末をご利用いただけるようになります。

マスター作成支援

B5 ノートサイズ /A4 ノートサイズ
いずれかをお選びください。

※ThinkPad 13 以外をご希望の場合はお問い合わせください。

受付時間 平日 9:00-17:30
[ 土日祝日 年末年始を除く ]

※マスター作成支援は、基本 電話 / メールでの対応となります。

マスター作成支援

※ サービス提供端末が保守対象となります。

2 つの特長

S&I では、お客様ごとのマスター作成を支援します。デスクトップ画面のカスタマイズや、初期設定 /Embedded OS の設定など柔軟に対応いたします。

お客様

Point 1

Point 2

デスクトップ画面の

期待される効果

as a SERVICE

保守

マスター作成用の端末は無償で
お貸し出しします。

起動時の初期設定 &

カスタマイズ

Embedded OS のカスタマイズ設定

● 初期投資の抑制

企業ロゴの配置や使いやすさを重視したアイコンの配置、壁紙の設

● ビジネスに応じた戦略的な投資

定 ... あらゆる世代が迷わず使えるシンプルなインターフェースや、分

月額利用料

¥

お客様のご要望に沿ったマスターの事前適応・出荷や、標準設定以
外の Embedded OSのカスタマイズにも柔軟に対応します。

かりやすいアイコン配置など、各企業ニーズに応じたデザイン変更に

2,200 〜 /台

【カスタマイズ例】

対応します。

●VNC クライアントを導入し、ヘルプデスクからのサポート時に画面を共有
●指紋認証デバイスと組み合わせてシングルサインオンを実現
●Skype と Web カメラのドライバーをインストールし、サーバーに負荷を

シンクライアント端末本体

かけないビデオ会議の実現

（Windows 10 IoT Enterprise 搭載）

マスター作成支援

運用負担を軽減！端末管理ツールを提供

保守

ご希望の方には、端末の運用管理を容易にする「ThinBoot

ThinBoot Management Server

Management Server」を無償にてご提供いたします。

端末起動時に配信モジュールの有無を確認

INSTALL.BAT

専用エージェントがインストールされた端末の説速状況を管理
できます。100 台以上の大規模環境の運用に最適です。
追加

追加

ThinBoot ZERO
（TBMS Agent）

配信モジュール（ZIPファイル）

端末接続状況の管理
POINT1

※ ご希望の方のみ

INSTALL.BAT

.exe

.vbs

.msi

.bat

該当モジュールがあれば
ダウンロード＆実行

一括ソフトウェアアップデート

月額サービスで

ザーは簡単な操作でソフトウェアを最新の状態に更新可能。

利用する端末台数を柔軟に変更できます。

step1

step2

お客様にてマスターを作成

最短 3 営業日

S&I にてマスターを適用

step3
納品

手元に届いた瞬間から利用開始

ターの作成も支援いたします。

マスター

マスター作成のサポートも可能です。
また、マスター作成用の端末は無償
で貸し出しいたします。

マスター

故障時も安心。

万が一故障した場合も最短翌営業日中に
代替機と交換できます。また、月額費用

代替機と交換

保守窓口に連絡するだけ！
故障時の運用負担を軽減

に含まれているので、購入する場合より
も初期コストを抑制できます。

.bat

INSTALL.BAT
.exe

.vbs

.msi

.bat

モデル

ThinkPad L390

ThinkPad L590

プロセッサー

インテル ® Celeron® プロセッサー 4305U

インテル ® Celeron® プロセッサー 4305U

メモリー

4GB

4GB

フラッシュメモリー

SSD 128GB

SSD 128GB

ディスプレイ

13.3 型 HD、TN 液晶 (1366x768)、LED バックライト、光沢なし

15.6 型 HD、TN 液晶 (1366x768)、LED バックライト、光沢なし

ネットワーク

インテル Wireless-AC 9560 (a/b/g/n/ac)、Bluetooth v5.0

インテル Wireless-AC 9260 (a/b/g/n/ac)、Bluetooth v5.0

バッテリー駆動時間

最大約 15.4 時間

最大約 13.6 時間

インターフェース

HDMI x 1、マイクロフォン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック、イーサネット拡張コネク

HDMI x 1、マイクロホン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック、RJ-45 x 1、

ター x 1（イーサネットポートは無し。別売の ThinkPad イーサネット拡張ケーブルにて

ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2 と兼用 )、USB 3.1 Gen1 Type-C x1

RJ45 に対応可）
、USB 3.1 Gen1 Type-C x 2(Video-out 機能付き )、

(Video-out 対応 )、USB 3.1 Gen2 Type-C x1 (Video-out 対応 )、

USB 3.1 Gen1 x 2( 内、Powered USB x 1)

USB 3.1 Gen1 x 2( 内、Powered USB x 1)、イーサネットポート x1（10BASE-T/

S&I 標準マスターをご利用の場合は、
マスター作成は不要です。最短 3 営
業日で納品いたします。

POINT3

最短翌営業日中に代替機と交換

.vbs

Base Model

POINT2

できます。お客様のご要望に合わせたマス

.exe
.msi

追加

ビジネス状況や社員の入退社に応じて、

すぐに使える状態で、最短 3 営業日で納品

.bat

INSTALL.BAT

1 台から契約可能な月額サービスだから、

S&I 標準マスターなら、マスターを適用後

.vbs

イントラネットに接続した際にアップデートの可否を通知。ユー

柔軟かつ効率的に利用可能

マスター作成支援も。

.exe
.msi

100BASE-TX/1000BASE-T）
サイズ（W×D×H）

約 322x224.2x18.8mm

約 376.5x254.5x22.95mm

重量

約 1.46kg〜

約 2.03kg〜

OS

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

ご契約条件およびご提供価格について
最低利用期間

最低利用台数

1年〜

月額利用料金（税別）

1台〜

お問い合わせいただいた時間により代替機交換までにかかる時間は異なります。あらかじめご了承ください。
お客様環境に代替機を保管することも可能です。（受付時間：平日 9:00-17:30 土日祝日 年末年始を除く）

※ご契約期間中に解約された場合、別途解約金が発生しますのでご注意ください。

¥

2,200*〜 /台

*) 5 年契約の場合の月額利用料金

※ご契約期間により月額利用料金は異なります。S&I までお問い合わせください。

