プライマジ ー

FUJITSU Server PRIMERGY バリューモデル
PC サーバ

お客 様 が 求める製品をシンプルかつ
スピーディーにご提 案いたします。
● バリューモ デルとは？

当社 FUJITSU Ser ver PRIMERGY の過 去の出荷実 績 や 今後 の 売れ 筋 予測などから、
実際のシステム 構築において適用率が 高いと見 込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。
性能、信頼性、容量等、必 要性に応じた 構成 パターンに なっており、
お客様のシステム 要件に 合わせて、容 易に PRIMERGY の 構成見積 を 行うことが で き ます。

「 構成を 組むって、難しい …」

最適モデルを
選ぶだけ

「 導入コストを 抑えたい…」

価格がおトク

よく利用されている

構成 確 認の簡略化と、

ハード ウェア構 成を

生 産する種 類を絞り込むことによる

あらかじめセット化しているため、

工場 生産の平 準化を 実 現。

複 雑な 構成 決めが 不 要なうえ、

通常モデルの同等構成に比べて、

選 定ミスの心 配もなく安心で す。

割安な価格※ でご購入いただけます。

※内蔵ストレージの標準搭載が無い型名は除く。

「 すぐに 使 いたい …」

構築が
スピーディー
「 ITインフラデリバリーサービス*」
と
組み 合わせれば、サーバ 導入、
構 築に付 帯 する作 業を
当 社 指 定 工 場 で 実 施。
セットアップ 済 みの製品を
短 期間で 納品しま す。
＊ I Tインフラデリバリーサービス：
サーバ および 各種周辺機 器に、OS / 各種ソフトウェアインストール、
動作 確 認などを当社指 定工場 で 実 施 する 導入サービス

PRIMERGY バリューモデル
PRIMERGY バリューモデル の構成 パターン

大容量

ベーシックモデル

メ モ リ ／ 内 蔵 ストレージ容 量

グレード 3

グレード 1

RX100 S8

TX140 S2

TX150 S8

TX140 S1

TX120 S3

RX100 S7

TX100 S3

TX200 S7

RX300 S7
TX200 S7 RX200 S7

グレード 2

RX300 S7
RX200 S7

信 頼 性・性 能

ベーシックモデル

グレード 4

高い

出 荷実績 や 売 れ 筋 予測・価 格などを考慮し一 般 的なモデル をベーシックモデルとしてご 提供

グレード 1

TX150 S8
型名 : PYT158ZK3Y

CPU：インテル ® Pentium® プロセッサー
1403（ 2.60GHz / 5MB / 2 コア）×1
■ メモリ
：2GB×2
■ 内蔵ストレージ：300GB×2
（RAID1）
■ DVD-RAM 標準搭載
■ 500W 電源×1 標準搭載
■ SAS アレイコントローラカード 標準搭載
■ 1 年保 証 (1 年間翌営業日以降訪問修 理 ) 付

グレード 2

RX200 S7
型名 : PYR207ZM3S

※ 2013 年12 月末 販売終息予定

CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー
E5-2637 (3GHz /5MB/ 2コア) ×1
■ メモリ
：4GB ×1
■ 内蔵ストレージ：300GB×2
（RAID1）
■ DVD-ROM 標準搭載
■ 450W 電源×1 標準搭 載
■ SAS アレイコントローラカード 標準搭載
■ 3 年保 証 (3 年間翌営業日以降訪問修理 ) 付

■

■

グレード 3

グレード 4

TX200 S7
型名 : PYT207ZK3Y

RX300 S7
型名 : PYR307ZM3N

※ 2013 年12 月末 販売終息予定

CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー
×1
E5-2407（2.20GHz /10MB/ 4コア）
■ メモリ
：4GB×2
■ 内蔵ストレージ：300GB×2
（ RAID1）
■ DVD-RAM 標準搭載
■ 800W 電 源×1 標準搭載
■ SAS アレイコントローラカード 標準搭載
■ 3 年保証 (3 年間翌営業日以降訪問修理 ) 付
■

CPU：インテル® Xeon® プロセッサー
E5-2609 (2.40GHz / 10MB / 4コア )×1
■ メモリ：4GB×1
■ 内蔵ストレージ：300GB×2
（RAID1）
■ DVD-ROM 標準搭 載
■ 800W 電源×2 標準搭載
■ SAS アレイコントローラカード 標準搭載
■ 3 年保 証 (3 年間翌営業日以降訪問修理 ) 付
■

その他モデル・詳 細については次ページ以降をご覧ください。
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PRIMERGY バリューモデル
品名

型名

希望小売価格（税別）

OS

CPU

Windows Server 2008
R2 Standard

2GB
(2GB 1600
UDIMM×1)

PY-ME02UB
+ 9,000 円

PYBWPS8

グレード 1

オープン価格

90,000 円

内蔵ストレージ

Pentium G2120
2GB
250GB×2
（ 3.10GHz/ 3MB/ （ 2GB DDR3 1600
RAID1
2 コア）×1
UDIMM×1） （ SATA / 7.2krpm）

インストール

PYT10PZK2S

メモリ

なし

・ホットプラグ非対応
・オンボード SATA
コントローラ
（4port / SATA 3Gbps）
・3.5inch-SATA

ドライブ他

バックアップ

PCI / その他

DVD-ROM

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T ×2 ）

標 準 1 年間
翌営業日以降訪問

セキュリティチップ

内蔵 DAT 72
ユニット

LAN カード
（ 1000BASE-T ）

(翌営業日以降訪問修理)3 年

SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

内蔵 DAT160
ユニット

DualPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

+73,000円
SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年 ※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

増 設用
USB3.0ポート※

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

+84,000円
SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年 ※

※ PY-RD111を選択する場合
必須

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

PY-TPM01
+1,000円

同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView
Operations Manager)

PY-DT201
+118,000 円

PYBDK8R02

オープン価格

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents のみ インストー
ル、および Hyper-V 設定を追加で 行
うメニュー もございます。

TX100 S3

Windows Server 2008
R2 Standard

PYBRD101
+38,000 円

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

グレード 1

116,000 円

25 dB

PY-LA222
+ 38,000 円
PY-USP01
+10,000 円

DualPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

PY-LA232
+38,000円

PYBSPA3D03
+21,400 円
PYBSPL3D03
+ 31,000 円

PYBSPL4D03
+53,000円

PYBSPL5D03
+75,000円

同時選択可能

PYBSPS5D01
+92,000円

Windows サポート
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年 ※

+ 97,000円
SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年 ※

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 /
ServerView
Operations Manager)

PYBSPS5A01
+110,000 円

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、SupportDesk
(OS サポートなし ) を 同 時
手配する必要があります。

オープン価格

熱量：752.4 kJ/h

PYBSPS4D01

PYBSPS4A01

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents のみをインス
トールするメニューもございます。

最大消費 電力：209 W

PYBSPS3D01

PYBSPS3A01

PYBDK8002

最大重量：14 kg

Windows サポート

+ 82,000円
SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年 ※

PY-ME02UB
+ 9,000 円

オープン価格

PYT10PZK2V

PY-LA101
+15,000 円

SupportDesk Lite

2GB
(2GB 1600
UDIMM×1)

Windows Server 2008
Standard インストール

PYBWPDT8

1way

PY-RD111
+ 37,000円

Xeon E3-1220v2
4GB
(3.10GHz / 8MB/ （2GB DDR3 1600
UDIMM×2）
4 コア )×１

ダウングレードサービス付き

タワー 型

PYBDT101
+ 88,000円

保証拡張

※省エネ法に基づくエネル ギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx100s3/ をご参照ください。

品名

型名

希望小売価格（税別）

OS

CPU

メモリ

内蔵ストレージ

ドライブ他

バックアップ

PCI / その他

DVD-ROM

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T ×2）

・ホットプラグ対応
・SAS コントローラカード フロントリモートマネージメント
（4port / SAS 3Gbps）
コントローラポート
・2.5inch-SAS
PY-FOL01

内蔵 DAT 72
ユニット

+4,000円

PYBDT102
+ 88,000円

LAN カード
（ 1000BASE-T ）

リモートマネージメント
コントローラアップグレード

内蔵 DAT 160
ユニット

セキュリティチップ

なし

Xeon E3-1220v2
4GB
300GB × 2
(3.10GHz / 8MB/ （2GB DDR3 1600
RAID1
UDIMM×2） （ SAS / 10krpm）
4コア )×１

Windows Server 2008
R2 Standard

2GB
(2GB 1600
UDIMM×1)

インストール

PYBWPS8

オープン価格

PY-ME02UB
+9,000円

同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView
Operations Manager)

PYBDK8R02

オープン価格

TX120 S3

2.5インチモデル
コンパクトサーバ

PYT12PZK3Y
グレード 1

299,000円

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み インス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で行うメニュー もございます。

PY-RMC31
+ 48,000 円
PY-TPM01
+ 1,000円

最大 重量：10kg

最大消費電力：147 W

DualPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

+73,000円
SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

+84,000円
SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

DualPort LANカード
（ 10GBASE）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

PY-DT202
+ 118,000 円
PYBRD102
+ 38,000 円

PY-LA101L
+ 15,000 円
PY-LA222
+ 38,000 円
PY-LA234
+ 58,000 円
PY-LA242
+ 80,000 円

PY-LA252
+ 150,000円

Windows Server 2008
R2 Standard

Windows Server 2008
Standard インストール

グラフィックスカード

PYBWPDT8

PY-VG201L
+25,000円

同時選択可能

35 dB

SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

DualPort LANカード
（ 10GBASE-T）

オープン価格

1way

Windows サポート

増 設用

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 /
ServerView
Operations Manager)

USB3.0ポート※

PY-USP01
+ 10,000 円

※ PY-RD112を選択する場合
必須

PYBDK8002

オープン価格

DualPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents のみをインス
トールするメニューもございます。

SupportDesk Lite

（翌営業日訪問）
3年

PY-RD112
+ 48,000円

ダウングレードサービス付き

保証拡張
標 準 1 年間
翌営業日以降訪問

PY-LA232
+ 38,000円

PYBSPA3D01
+21,400円

PYBSPL3D01
+34,000円

PYBSPL4D01
+69,000円
PYBSPL5D01
+98,000 円

PYBSPS3D01

PYBSPS4D01

PYBSPS5D01
+ 92,000円

Windows サポート
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

PYBSPS3A01

+82,000円
SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

PYBSPS4A01

+97,000 円
SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

PYBSPS5A01
+110,000 円

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、SupportDesk
(OS サポートなし ) を 同 時
手配する必要があります。

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

PY-LA244
+ 58,000円

熱量：529 kJ/h

※省エネ法に基づくエネル ギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx120s3/ をご参照ください。

（注 1）その他 オプションも非カスタムメイドオプションとして手 配 可能 です。
（注 2）上記に記載のオプション構成は、選択率 の高い オプションを 掲 載してい ま す。上 記以外の オプション構成については
通 常モデル の多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳 細はシステム構成 図をご 参 照ください。
は、標準 添付されてい ます。
（注 3）電源ケーブル、Ser ver View Suite 、ラックレール（ラック型のみ）
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標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイド オプション

主な 実 装 可能 オプション 一覧
品名

型名

希望小売価格（税別）

OS
なし

PYT14PZKNR
グレード 1

CPU

2GB
(2GB 1600
UDIMM×1)

Windows Server 2008
R2 Standard

132,000 円

メモリ

内蔵ストレージ

ドライブ他

バックアップ

PCI / その他

なし

DVD-ROM

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T×2）

Pentium G2120
2GB
(3.10GHz /3MB/ （2GB DDR3 1600
2コア )×１
UDIMM×1）

バンドル

PY-ME02UB
+ 9,000円

PYBWBS8

オープン価格

・ホットプラグ対応
・オンボード
SATA コントローラ

(4port/SATA 3Gbps)

PYBWBT8

オープン価格

DualPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

DualPort LANカード
（ 10GBASE ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

内蔵 LTO3
ユニット

DualPort LANカード
（ 10GBASE-T ）

LAN カード
（ 1000BASE-T ）

リモートマネージメント
コントローラアップグレード

内蔵 DAT160
ユニット

セキュリティチップ

PY-TPM01
+1,000 円

Xeon E3-1220v2
(3.10GHz / 8MB/
4 コア)×１

Windows サポート
SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

内蔵 DAT 72
ユニット

PY-RMC31
+48,000 円

Windows Server 2008
Standard

メディアキットバンドル

（翌営業日訪問）
3年

フロントリモートマネージメント
コントローラポート

PY-FOL01
+4,000 円

PYBDT101
+88,000円

PY-DT201
+118,000円
PYBRD101
+38,000 円
PY-RD111
+37,000 円

PYT14PZKNU
グレード 1

149,000 円

PY-LT301
+376,000 円
内蔵 LTO 4
ユニット

PY-LT411
+476,000 円

なし

2GB
(2GB 1600
UDIMM×1)

Windows Server 2008
R2 Standard

TX140 S1

インストール

PY-ME02UB
+ 9,000 円

PYBWPS8

オープン価格

3.5 インチモデル

内蔵 LTO5
ユニット

4GB
300GB×2
（ 2GB DDR3 1600
RAID1
UDIMM×2） （SAS / 15krpm）

PY-LT511
+676,000 円

・ホットプラグ対応
・SAS アレイ
コントローラカード

※ 2013 年12月末 販売終息予定

グレード 1

304,000 円

PY-LA222
+38,000円

PY-LA234
+58,000円
PY-LA242
+80,000円

PYBSPA3D01
+21,400円
PYBSPL3D01
+34,000 円

PYBSPL4D01
+69,000 円

PYBSPL5D01
+98,000円

PYBSPS3D01
+73,000円
PYBSPS4D01
+84,000円
PYBSPS5D01
+92,000円

Windows サポート
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

PYBSPS3A01
+82,000円

PY-LA252
+150,000 円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

内蔵用 SAS
コントローラカード※1

PYBSPS4A01
+ 97,000円

PY-SC1L4
+30,000円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

※1 内蔵 LTO3 / LTO4/ LTO5
を選 択する場合必須

PYBSPS5A01
+110,000円

グラフィックスカード

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、SupportDesk
( OS サポートなし ) を 同 時
手配する必要があります。

PY-VG201
+25,000円
増設用

PY-USP01
+10,000 円

※ PY-RD111を選択する場合
必須

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView
Operations Manager)

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

オープン価格

DualPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

PY-LA244
+ 58,000円

PYBDK8R02

PYT14PZK3V

PY-LA101
+15,000円

SupportDesk Lite

USB3.0 ポート※

(8port/SAS 6Gbps)

・3.5inch-SAS

同時選択可能

タワー型

保証拡張
標 準 1 年間
翌営業日以降訪問

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み イ ン ス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で行うメニュー もございます。

PY-LA232
+ 38,000 円

Windows Server 2008
R2 Standard

ダウングレードサービス付き

Windows Server 2008
Standard インストール

PYBWPDT8

オープン価格
同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 /
ServerView
Operations Manager)

1way
33dB

PYBDK8002

オープン価格

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents のみをインス
トールするメニューもございます。

最 大重量：28 kg

最大消費 電 力：216 W
熱 量：778 kJ/ h

※省エネ法に基づくエネル ギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s1/ をご参照ください。

品名

型名

希望小売価格（税別）

OS

CPU

メモリ

内蔵ストレージ

なし

Xeon E3-1220v3
(3.10GHz / 8MB/
4 コア )×１

4GB
(4GB 1600
LV-UDIMM×1)

300GB×2
RAID1
（ SAS / 15krpm）

Windows Server 2008
R2 Standard
インストール

PYBWPS8

オープン価格

4GB
(4GB DDR3 1600
LV-UDIMM×1)

PY-ME04VB
+34,000円

・ホットプラグ対応
・SAS アレイ
コントローラカード

(8port/SAS 6Gbps)

・3.5inch-SAS

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView
Operations Manager)

PYBDK8R02

オープン価格

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストール を実施。
・ ServerView Agents の み インス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で行うメニュー もございます。

PYT142ZK3Y

TX140 S2

グレード 1

ドライブ他

バックアップ

PCI / その他

DVD-ROM

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T×2）

フロントリモートマネージメント
コントローラポート

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

+ 4,000円

PYBRD111
+38,000円

USB3.0 ポート

リモートマネージメント
コントローラアップグレード

内蔵 DAT160
ユニット

内蔵用 SAS
コントローラカード※1

内蔵 LTO3
ユニット

※1 内蔵 LTO3 / LTO4/ LTO5/
LTO6 を選択する場合必須

PY-FOL01

PY-RMC41
+48,000円

セキュリティチップ

PY-TPM01
+1,000 円

PY-DT201
+118,000円

PY-LT301
+376,000 円
内蔵 LTO 4
ユニット

PY-LT411
+476,000円
内蔵 LTO5
ユニット

PY-LT511
+676,000 円

345,000 円

内蔵 LTO6
ユニット

PY-LT611
+ 780,000円

3.5 インチモデル
タワー 型

増設用

PYBUSP01
+10,000円

PY-SC2L2
+ 31,000 円

LAN カード
(1000BASE-T )

PY-LA101
+15,000 円

LAN カード
(1000BASE-SX)

PY-LA111
+ 90,000 円

DualPort LAN カード
(10GBASE-T)

PY-LA252
+ 150,000円

DualPort LANカード
(10GBASE)

PY-LA242
+ 80,000円

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

PY-LA244
+ 58,000 円
PCI 32bit

スロット ライザーキット

1way

保証拡張
標 準 1 年間
翌営業日以降訪問

（翌営業日訪問）
3年

Windows サポート
SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

SupportDesk Lite

PYBSPA3D01
+21,400 円
PYBSPL3D01
+34,000円

PYBSPL4D01
+69,000 円

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

PYBSPL5D01
+98,000円

PYBSPS3D01
+73,000円
PYBSPS4D01
+84,000円
PYBSPS5D01
+ 92,000円

Windows サポート
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

PYBSPS3A01
+82,000円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

PYBSPS4A01
+ 97,000円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

PYBSPS5A01
+110,000円

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、SupportDesk
( OS サポートなし ) を 同 時
手配する必要があります。

PY-PRL31
+ 10,000円

34 dB

グラフィックスカード

PY-VG201
+25,000円

最大 重 量：23kg

最大消費電力：203W (200V 時) /

228W(100V 時)

熱 量：730.8 kJ/h (200V 時) /

820.8 kJ/h (100V 時)

※省エネ法に基づくエネル ギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s2/ をご参照ください。

（注 1）その他 オプションも非カスタムメイドオプションとして手 配 可能 です。
（注 2）上記に記載のオプション構成は、選択率 の高い オプションを 掲 載してい ま す。上 記以外の オプション構成については
通 常モデル の多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳 細はシステム構成 図をご 参 照ください。
は、標準 添付されてい ます。
（注 3）電源ケーブル、Ser ver View Suite 、ラックレール（ラック型のみ）

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイド オプション

4

PRIMERGY バリューモデル
品名

型名

希望小売価格（税別）

OS

CPU

グレード 1

Windows Server 2008
R2 Standard

2GB
(2GB DDR3 1600
LV-UDIMM×1)

PY-ME02VA
+18,000 円

PYBWPS8

オープン価格

328,000 円

電源 500W モデル

内蔵ストレージ

４GB
Pentium 1403
300GB×2
（2.60GHz/5MB/ （ 2GB DDR3 1600
RAID1
2コア）×1
LV-UDIMM×2） （ SAS / 15krpm）

インストール

PYT158ZK3Y

メモリ

なし

・ホットプラグ対応
・SAS アレイ
コントローラカード
（8port/SAS 6Gbps）
・3.5inch-SAS

ドライブ他

バックアップ

PCI / その他

DVD-RAM

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T ×2 ）

標 準 1 年間
翌営業日以降訪問

セキュリティチップ

内蔵 DAT 72
ユニット

LAN カード
（ 1000BASE-T ）

（翌営業日以降訪問修理）3年

内蔵 DAT 160
ユニット

DualPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

DualPort LANカード
（10GBASE）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

PY-TPM01
+1,000 円

同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView
Operations Manager)

PY-DT201
+118,000 円

PYBDK8R02

PYBRD101
+38,000 円

オープン価格

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み イン ス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で行うメニュー もございます。

TX150 S8

Windows Server 2008
R2 Standard

3.5 インチモデル

PY-RD111
+37,000 円

Xeon E5-2407
（2.20GHz/10MB/
4コア）×1

Windows Server 2008
Standard インストール

PYBWPDT8

PYT158ZK3V
グレード 1

370,000 円

30dB

同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 /
ServerView
Operations Manager)

PYBSPL5D01
+98,000円

Windows サポート付
SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

PYBSPS3D01
+73,000 円
PYBSPS4D01
+ 84,000 円
PYBSPS5D01
+92,000円

DualPort LANカード
（10GBASE-T）

Windows サポート付
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

増 設用
USB3.0ポート※

SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

PYBSPS3A01
+82,000円
PYBSPS4A01
+97,000円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

PYBSPS5A01
+110,000円

PY-LA244
+58,000 円

オープン価格

熱量：1022.4 kJ/h

PY-LA242
+80,000 円

PYBSPL4D01
+69,000円

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、
SupportDesk
(OS サポートなし ) を 同 時
手配する必要があります。

DualPort LANカード
（1000BASE-T）

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents のみをインス
トールするメニューもございます。

最大消費電 力：284 W

PY-LA234
+58,000 円

PYBSPL3D01
+34,000 円

※ PY-RD111を選択する場合
必須

PYBDK8002

最大重量：29kg

PY-LA222
+38,000 円

PYBSPA3D01
+21,400円

PY-USP01
+10,000 円

オープン価格

電 源 500W モデル

PY-LA101
+15,000 円

SupportDesk Lite

PY-LA252
+150,000 円

ダウングレードサービス付き

タワー 型

1way

PYBDT101
+88,000 円

保証拡張

PY-LA232
+38,000円

※省エネ法に基づくエネルギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s8/ をご参照ください。

品名

型名

希望小売価格（税別）

OS

グレード 3

4GB
(4GB 1600
LV-RDIMM×1)

PYBWPS8

電源 800W モデル

内蔵ストレージ

Windows Server 2008
R2 Standard
オープン価格

451,000 円

メモリ

Xeon E5-2407
8GB
300GB×2
（2.20GHz/10MB/ （4GB DDR3 1600
RAID1
4コア）×1
LV-RDIMM×2） （ SAS/ 15krpm）

インストール

PYT207ZK3Y

CPU

なし

PY-ME04RA
+45,000 円

・ホットプラグ対応
・SAS アレイ
コントローラカード
（8port /SAS 6Gbps）
・3.5inch-SAS

ドライブ他

バックアップ

PCI / その他

DVD-RAM

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T ×2 ）

標 準 3年 間
翌営業日以降訪問

セキュリティチップ

内蔵 DAT 72
ユニット

LAN カード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

Windows サポート付
SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

内蔵 DAT 160
ユニット

DualPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

DualPort LANカード
（10GBASE）

PY-TPM01
+1,000 円

同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView
Operations Manager)

PY-DT201
+118,000 円

PYBDK8R02

オープン価格

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み イ ン ス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で行うメニュー もございます。

TX200 S7

Windows Server 2008
R2 Standard

3.5 インチモデル

ダウングレードサービス付き

タワー型

Windows Server 2008
Standard インストール

PYBWPDT8

PYT207ZK3Z

2way
39dB
最大重量：29kg

最大消費 電 力：424W
熱量：1526 kJ/h

グレード 4

電源 450 W × 2

オープン価格

569,000 円

同時選択可能

PYBDT101
+88,000 円

PYBRD101
+38,000 円
PY-RD111
+37,000 円

300GB× 3
RAID5
（ SAS / 15krpm）

PY-LA101
+15,000 円

PY-LA222
+38,000 円
PY-LA234
+58,000 円

PY-LA242
+80,000 円

PY-LA244
+58,000 円

オープン価格

PYBSPS5D01
+ 92,000 円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）
DualPort LANカード
（1000BASE-T）

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み を イン
ストールするメニューもございます。

PYBSPL5D09
+98,000円

PYBSPS4D01
+ 84,000円

増 設用
USB3.0ポート※

PY-USP01
+10,000 円

PYBDK8002

PYBSPL4D09
+68,000円

PYBSPS3D01
+73,000円

Windows サポート付
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

※ PY-RD111を選択する場合
必須

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 /
ServerView
Operations Manager)

PYBSPL3D09
+38,000円

DualPort LANカード
（10GBASE-T）

PY-LA252
+150,000 円

・ホットプラグ対応
・SAS アレイ
コントローラカード
（ 8port / 512MB/
SAS 6Gbps ）
・3.5inch-SAS

保証拡張

PY-LA232
+38,000 円

PYBSPS3A01
+82,000円

PYBSPS4A01
+97,000円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

PYBSPS5A01
+110,000円

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、
SupportDesk
( OS サポートなし ) を 同 時
手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx200s7/ をご参照ください。

（注 1）その他 オプションも非カスタムメイドオプションとして手 配 可能 です。
（注 2）上記に記載のオプション構成は、選択率 の高い オプションを 掲 載してい ま す。上 記以外の オプション構成については
通 常モデル の多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳 細はシステム構成 図をご 参 照ください。
は、標準 添付されてい ます。
（注 3）電源ケーブル、Ser ver View Suite 、ラックレール（ラック型のみ）
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標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイド オプション

主な 実 装 可能 オプション 一覧
品名

型名

希望小売価格（税別）

OS
なし

CPU

メモリ

Xeon E3-1220v2
4GB
(3.10GHz /8MB/ （2GB DDR3 1600
UDIMM×2）
4コア )×１
2GB
(2GB 1600
UDIMM×1)

Windows Server 2008
R2 Standard インストール

PYBWPS8

PY-ME02UB
+9,000円

オープン価格

同時選択可能

内蔵ストレージ

ドライブ他

バックアップ

PCI

300GB×2
RAID1
（ SAS / 15krpm）

DVD-ROM

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T × 2）

・ホットプラグ対応
・SASコントローラカード
CSSパネル
（4port/ SAS 3Gbps） （ハードウェア監視 / ランプ点灯）
・3.5inch-SAS
PY-FOC01

オープン価格

297,000 円

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本 設定 / ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストール を実 施 。
・ServerView Agents の み イ ン ス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で 行うメニュー も ござ い ま す。

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

PY-LA234
+58,000 円

セキュリティチップ

LAN カード
(1000BASE-SX)

PY-TPM01
+1,000 円

Windows Server 2008 Standard インストール

PY-LA111L
+ 90,000 円

PYBWPDT8

3.5インチモデル
ラック型（1U）

※2013 年12月末 販売終息予定

オープン価格

2GB

2GB
(2GB 1600
UDIMM×1)

PY-ME02UB
+9,000円

オープン価格

熱 量：694.8kJ/h

オープン価格

SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

PYBSPL3D02
+34,000円
PYBSPL4D02
+70,000円

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

PYBSPL5D02
+94,000円

PYBSPS3D01
+73,000円

PYBSPS4D01
+84,000円
PYBSPS5D01
+92,000円

Windows サポート
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

PYBSPS3A01
+82,000円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

PYBSPS4A01
+97,000円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

PYBSPS5A01
+110,000円

PY-VG201L
+25,000 円

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、
SupportDesk
(OS サポートなし ) を 同 時
手 配する必要があります。

なし

（2GB DDR3 1600
UDIMM×1）

PYBWBS8

最大重量：18.6kg

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

グラフィックスカード

Windows Server 2008
R2 Standard バンドル

Windows Server 2008
Standard

SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

PYBSPA3D02
+21,400円

PY-LA252
+150,000 円

なし

157,000 円

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

DualPort LANカード
(10GBASE-T )

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本 設定 / ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストール を実 施 。
・ServerView Agents のみをインス
トール するメニュー もございます。

グレード 1

Windows サポート
SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

SupportDesk Lite

PY-LA242
+80,000 円

PYBDK8002

PYR10PZMNX

（翌営業日訪問）
3年

DualPort LANカード
(10GBASE)

オープン価格

同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 /
ServerView Operations Manager)

53.5dB

PY-LA222
+38,000円

PY-RMC31
+48,000円

ダウングレードサービス付き

1way

DualPort LANカード
(1000BASE-T)

リモートマネージメント
コントローラアップグレード

Windows Server 2008 R2 Standard

RX100 S7

※ AFT/ALB 未サポート

PY-FOV01
+ 5,000円

PYBDK8R02

グレード 1

PY-LA101L
+15,000円

+10,000円

フロントリモートマネジメントコント
ローラポート＆ディスプレイコネクタ

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView Operations Manager)

PYR10PZM3Y

LAN カード※
（ 1000BASE-T ）

保証拡張
標 準 1 年間
翌営業日以降訪問

・ホットプラグ非対応
・オンボード
SATAコントローラ
（4port/SATA 3Gbps）

メディアキットバンドル

最大 消費電 力：193W

PYBWBT8

※省エネ法に基づくエネル ギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s7/ をご参照ください。

品名

型名

希望小売価格（税別）

OS

CPU

メモリ

内蔵ストレージ

なし

4GB
300GB×2
Xeon E3-1220v3
RAID1
(3.10GHz /8MB/ （ 2GB DDR3 1600
LV-UDIMM×2） （ SAS /15krpm）
4 コア)×１

Windows Server 2008
R2 Standard インストール

2GB
(2GB 1600
LV-UDIMM×1)

PYBWPS8

オープン価格

同時選択可能

PY-ME02VB
+12,000 円

PYBDK8R02

オープン価格

3.5インチモデル
ラック型（1U）

PYR108ZM3Y 348,000 円
グレード 1

バックアップ

PCI / その他

DVD-ROM

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T × 2）

・ホットプラグ対応
・SAS アレイコント
リモートマネージメント
ローラカード
コントローラアップグレード
（8port/ SAS 6Gbps）
PY-RMC41
・3.5inch-SAS
円

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView
Operations Manager)

RX100 S8

ドライブ他

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み イン ス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で行うメニュー もございます。

+48,000

セキュリティチップ

PY-TPM01
+1,000円
PCIe (×8)

フルハイトライザーカード

PY-PRE81
+10,000 円

コントローラカード

（翌営業日訪問）
3年

Windows サポート
SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

LAN カード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

LAN カード
(1000BASE-SX)

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

DualPort LANカード

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

SAS

PY-SC2Z0
+31,000 円

PY-LA101L
+15,000円
PY-L A111L
+ 90,000円

(10GBASE-T)

PY-LA252
+150,000円

DualPort LANカード
(10GBASE)

PY-LA242
+80,000円

PYBSPL4D02
+70,000円
PYBSPL5D02
+94,000円

PYBSPS4D01
+84,000円
PYBSPS5D01
+92,000円

Windows サポート
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

PYBSPS3A01
+82,000円

SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

グラフィックスカード

PY-VG201L
+25,000円

最大消費電力：197W(200V 時 ) /

PYBSPL3D02
+34,000円

PYBSPS3D01
+73,000円

PCIe(×8)フルハイト

PY-PRE81
+10,000 円

最大 重 量：16.6kg

PYBSPA3D02
+21,400円

QuadPort LANカード
(1000BASE-T)

ライザーカード

57dB

SupportDesk Lite

SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

PY-LA244
+58,000円

1way

保証拡張
標 準 1 年間
翌営業日以降訪問

PYBSPS4A01
+97,000円
PYBSPS5A01
+110,000円

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、
SupportDesk
(OS サポートなし ) を 同 時
手 配する必要があります。

210W(100V 時)

熱量：709.2kJ/h (200V 時) /

756kJ/h (100V 時)

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s8/ をご参照ください。

（注 1）その他 オプションも非カスタムメイドオプションとして手 配 可能 です。
（注 2）上記に記載のオプション構成は、選択 率 の高い オプションを 掲 載してい ま す。上 記以外の オプション構成については
通 常モデル の多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳 細はシステム構成 図をご 参 照ください。
は、標準 添付されてい ます。
（注 3）電源ケーブル、Ser ver View Suite 、ラックレール（ラック型のみ）

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイド オプション
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PRIMERGY バリューモデル
品名

型名

希望小売価格（税別）

OS
なし

Windows Server 2008
R2 Standard
インストール

PYR207ZM3S
グレード 2

PYBWPS8

636,000円

450W 電 源×1

オープン価格
同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView Operations Manager)

CPU

メモリ

内蔵ストレージ

XeonE5-2637
4GB
300GB×2
（3.00GHz/5MB/ （4GB DDR31600
RAID1
2コア）×1
LV-RDIMM×1） （ SAS/ 10krpm）
Xeon E5-2637

（3GHz /5MB/
※
2コア）

PY-CP15XF
+233,000 円

※CPU 増 設 する場合、
メモリも 1 枚以上
（標 準搭載 除き）
増設必須

4GB
(4GB DDR3
1600LV-RDIMM×1)

PY-ME04RA
+45,000 円

RX200 S7

※2013 年12月末 販売 終息予定

Windows Server 2008
R2 Standard

ダウングレードサービス付き

Windows Server 2008
Standard インストール

PYR207ZM3N
グレード 4

2 way

450W 電 源× 2

PYBWPDT8

オープン価格

544,000 円

電源冗長

60dB

同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 /
ServerView Operations Manager)

PCI / その他

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T ×2）

標 準 3 年間
翌営業日以降訪問

LAN カード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

Windows サポート付
SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

LAN カード
(1000BASE-SX)

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

DualPort LANカード
(1000BASE-T)

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

PY-LA101L
+15,000円

+48,000

セキュリティチップ

PY-TPM01
+1,000 円

PY-LA111L
+90,000円

フロントリモートマネジメント
コントローラポート

PYBDK8R02

2.5インチ× 4 モデル
ラック型（1U）

バックアップ

DVD-ROM

・ホットプラグ対応
・SAS アレイ
リモートマネージメント
コントローラカード コントローラアップグレード
（ 8port,SAS 6Gbps）
PY-RMC31
・2.5inch-SAS
円

オープン価格

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み イ ン ス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で行うメニュー もございます。

ドライブ他

PY-FOL01
+4,000 円

PY-LA222
+38,000円

PYBSPL5D04
+113,000 円

PYBSPS3D01
+73,000 円
PYBSPS4D01
+84,000 円
PYBSPS5D01
+92,000 円

DualPort LANカード
(10GBASE)

Windows サポート付
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

DualPort LANカード
(10GBASE-T )

SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

PY-LA242
+80,000円

Xeon E5-2609

（2.40GHz/10MB/
4コア）※

PY-CP15XB
+108,000 円

PYBSPS3A01
+82,000 円

PY-LA252
+150,000円

※CPU 増 設 する場合、
メモリも 1 枚以上
（標準搭載除き）
増 設必須

PYBSPS4A01
+97,000円

PY-LA244
+58,000円

PYBSPS5A01
+110,000 円

DualPort LANカード
(1000BASE-T)

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み を イン
ストールするメニューもございます。

熱量：2,257kJ/h

PYBSPL4D04
+72,000 円

PY-LA234
+58,000円

XeonE5-2609

（2.40GHz/10MB/
4コア）×1

PYBDK8002

最大重量：21.9kg

PYBSPL3D04
+32,000 円

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

オープン価格

最大消費 電 力：627 W

保証拡張

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、
SupportDesk
(OS サポートなし ) を 同 時
手 配する必要があります。

PY-LA232
+38,000円

※省エネ法に基づくエネル ギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx200s7/ をご参照ください。

品名

型名

希望小売価格（税別）

OS
なし

Windows Server 2008
R2 Standard
インストール

PYR307ZM3S
グレード 2

PYBWPS8

663,000円

800W 電源× 1

オープン価格
同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 R2/
ServerView Operations Manager)

CPU

メモリ

内蔵ストレージ

Xeon E5-2637
4GB
300GB×2
（3.00GHz/5MB/ （4GB DDR31600
RAID1
2コア）×1
LV-RDIMM×1） （ SAS / 15krpm）
Xeon E5-2637

（3GHz /5MB/
※
2コア）

PY-CP14XF
+220,000円

※CPU 増 設 する場合、
メモリも 1 枚以上
（標準搭載除き）
増 設必須

4GB
(4GB DDR3
1600LV-RDIMM×1)

PY-ME04RA
+45,000円

3.5インチモデル
ラック型（2U）

Windows Server 2008
R2 Standard

※2013 年12月末 販売終息予定

ダウングレードサービス付き

Windows Server 2008
Standard インストール

2way
48 dB
最大重量：28.9kg

最大 消費 電 力：788W
熱量：2,837 k J/ h

PYR307ZM3N
グレード 4

800W 電 源× 2
電源冗長

PYBWPDT8

オープン価格

576,000 円

同時選択可能

OS 基本 導入
(Windows Server 2008 /
ServerView Operations Manager)

PCI / その他

なし

オンボード LAN
（1000BASE-T×2 ）

標 準 3 年間
翌営業日以降訪問

内蔵 DAT 72
ユニット

LAN カード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Lite
（当日訪問）
3年

Windows サポート付
SupportDesk Standard
（当日訪問）3 年※

内蔵データカートリッジ
ドライブユニット

LAN カード
(1000BASE-SX)

SupportDesk Lite
（当日訪問）
4年

SupportDesk Standard
（当日訪問）4 年※

DualPort LANカード
(1000BASE-T)

SupportDesk Lite
（当日訪問）
5年

SupportDesk Standard
（当日訪問）5 年※

+48,000

セキュリティチップ

PY-TPM01
+1,000円
フロントリモートマネジメント
コントローラポート

PYBDK8R02

RX300 S7

バックアップ

DVD-ROM

・ホットプラグ対応
・SAS アレイ
リモートマネージメント
コントローラカード コントローラアップグレード
（ 8port,SAS 6Gbps）
PY-RMC31
・3.5inch-SAS
円

オープン価格

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み イ ン ス
トール、および Hyper-V 設定を追加
で行うメニュー もございます。

ドライブ他

PY-FOL01
+4,000円

LCD パネル

XeonE5-2609

（2.40GHz/10MB/
4コア）×1

PY-FOD03
+20,000円

PYBDT102
+88,000円

PYBRD102
+38,000 円

PY-LA101L
+15,000円
PY-LA111L
+90,000円
PY-LA222
+38,000円

PY-CP14XB
+ 95,000円

PY-LA234
+58,000 円

オープン価格

・OS 開封作業をお客様 から委託いた
だき、OS 開封 / 基本設定 /ServerView
Operations Manager / Agents 等の
インストールを実施。
・ServerView Agents の み を イン
ストールするメニューもございます。

PYBSPL5D05
+143,000 円

PYBSPS4D01
+84,000 円
PYBSPS5D01
+ 92,000 円

Windows サポート付
24 時間 365日
SupportDesk Standard24
（当日訪問）3 年※

DualPort LANカード
(10GBASE-T )

SupportDesk Standard24
（当日訪問）4 年※

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

SupportDesk Standard24
（当日訪問）5 年※

PY-LA244
+58,000 円

PYBDK8002

PYBSPL4D05
+111,000円

PYBSPS3D01
+73,000 円

DualPort LANカード
(10GBASE)

PY-LA252
+150,000 円

※CPU 増 設 する場合、
メモリも 1 枚以上
（標準搭載除き）
増 設必須

PYBSPL3D05
+52,000 円

QuadPort LANカード
（ 1000BASE-T ）

PY-LA242
+80,000円

Xeon E5-2609

（2.40GHz/10MB/
4コア）※

保証拡張

DualPort LANカード
(1000BASE-T)

PY-LA232
+38,000 円

PYBSPS3A01
+ 82,000円
PYBSPS4A01
+ 97,000円
PYBSPS5A01
+110,000円

※本 SupportDesk は
OS サポートのみとなります。
ハードウェアサポートが必要
な場合は別途、
SupportDesk
(OS サポートなし ) を 同 時
手 配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消 費効 率 に 関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s7/ をご参照ください。

（注 1）その他 オプションも非カスタムメイドオプションとして手 配 可能 です。
（注 2）上記に記載のオプション構成は、選択率 の高い オプションを 掲 載してい ま す。上 記以外の オプション構成については
通 常モデル の多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳 細はシステム構成 図をご 参 照ください。
は、標準 添付されてい ます。
（注 3）電源ケーブル、Ser ver View Suite 、ラックレール（ラック型のみ）
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標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイド オプション

PRIMERGY について

■このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
■製品の保守サポート期間は、お客様の購入後 5 年間です。
■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。
尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。
（弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。
（添付ソフトは除く）弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください）
＜ダウンロードサイト＞http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/
※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=10004Byte、1GB=10003Byte 換算値です。1TB=1024 4Byte、1GB=10243Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。
●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

環 境への 取 組み
マニュアル の 電 子化

「グリーン製品」の提供
当社の厳しい 環 境 評 価 基 準（省 資 源化、
リサイクル 設 計、化 学 物質含有 / 使用規制、省エネルギー、環 境 情報 の
提供など）
をクリアした 地球に優しい、環 境への負荷の少ない「グリーン製品」
として提供しています。
富士 通の環 境についての取り組みの 詳細は、富士 通ホームページ「環境 活 動」
をご 覧ください。

PRIMERGY の情報を満載したホームページ。
● インターネット情 報ページ

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/
●

Support Desk 紹 介ページ「製品サポート」

http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

＜掲載内容＞ ■ 製品情報：最新のPRIMERGY カタログ／価格表
■ ソリューション：導入事例等
■ 技術情報：ラック構築ガイド等
■ レベルアップ情報：ドライバ／添付 アプリのアップデート情報
■ サポート・サービス：製品、
仕様、
サポートや保守に関するFAQ 等

自然 保 護、環 境 への 配 慮より、紙 資 源 の 節 約 へ の 貢 献を 目的として、従 来
の 印 刷 マニュアル を 必 要 最 小 限におさえ、電 子 データ（ PDF ）で 提 供して
います。

RoHS 指令

電気・電子機 器に含まれる特定化学物質＜鉛、六価クロム、水銀、
カドミウム、PBB
（ポリ臭化ビフェニール）
、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の 6 物質＞の使用
を 制限する欧州の規定である「RoHS指令」
に2006 年 5月以降発表の PRIMERGY
は全 機 種 対応しています。

廃棄・譲渡の際のハード ディスク内データ消去について
ご使用になっていた PRIMERGY を廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データ
を消去することを 強く推奨します。詳細につきましては、
『インターネット 情 報ページ』
をご覧下さい。
（ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/ ）

安 全に関するご注 意
■このカタログは、2013 年 11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
■このカタログには、FSC ®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない 水なし印刷方式を 採用しています。

ご使用の 際 は、マニュアル の「安 全上のご注 意」をよくお 読 み の上、
正しくお使いください。

水、湿気、湯 気、ほこり、油煙などの 多い 場所に設 置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表 示された 正しい 電源・電圧 でお 使いください。
本製品に選 択することができるCD/ DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ 製品

製品・サービスについてのお問い 合わせは

0120-933-200

受付時間 9：00〜17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）

〒105-7123 東京都港区 東 新橋 1-5-2 汐留シティセンター

http://jp.fujitsu.com/primergy
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