
ご提案チラシ2019-1

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

Microsoft標準ツール+Dynabook株式会社のオリジナル ツールによる自動
化で作業効率UPと品質向上を実現します。移行作業時間はMicrosoft標
準ツールのみと比較して、1台あたり最大52分削減出来ます。台数の多い移
行作業も短期間に完了することができます。

Windows®XP
Windows®7
Windows 8
Windows 8.1

PCメーカーとして長年にわたる経
験ノウハウは他社の追随を許し
ません。技術力、対応力とともに
当社はお客様へ安心をご提供
いたします。

メリット2

移行自動化

エンジニアがお客様へお伺いして移行作
業を行いますので、お客様の手間を煩
わせません。また、移行作業に使用する
ツールのみの販売も可能です。

現在、ご使用中のPCに保存されているデータや環境を、
新しくご購入頂いたWindows 10 PC上へ移行する
サービスです。エンジニアがお客様へお伺いして移行作
業を行います（移行作業に使用するオリジナル ツール
の販売も可能です）。
dynabook以外のPCでもご利用いただけるサービスで
す。

Windows 10へのリプレースで発生する面倒な移行作業はお任せください！

やはり メリット3 訪問作業で
さらに

メリット1 オリジナル ツールで自動化！

Windows 10

Windows 10 リプレース支援サービス

Windows 10 への移行はお任せください!
オリジナル ツール利用で速くて安心・TCO削減!



本カタログに関するお問い合わせ TEL：0120-335-660
受付時間/9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始・弊社特別休日を除く）

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インテル、Intelロゴ、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、vPro、Pentium、Celeron、Core InsideおよびIntel Core、Intel SpeedStepはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または
登録商標です。●Microsoft､Windows、Aero、Windows Live、Outlook､PowerPoint、Windows Media､Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは､米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は､Microsoft Windows Operating Systemです。■写真はすべて本カタログ用
に撮影したもので､実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■本製品に付属の取扱説明書における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめ
ご了承ください。

Windows 10 リプレース支援サービス

■リプレース支援サービスイメージ

■サーバー利用の場合
サーバに一旦データを保存した上での移行となるため、クロスケーブルを使用した移行と比較
して移行時間が約2倍となります。複数台、同時に移行した場合、ネットワークに負荷がかか
り、通常業務に支障をきたす恐れがあります。本サービスは、移行先PCと1対1で行うため
ネットワークへの負荷や作業時間の心配が解消されます。
■USBハードディスク利用の場合
USB-HDDに一旦データを保存した上での移行となるため、クロスケーブルを使用した移行と
比較して移行時間が約2倍となります。また複数台、同時に移行する場合、USB-HDDも
複数台用意する必要がありますが、本サービスを利用した場合、LANクロスケーブルを利用
しますのでリーズナブルな価格でご提供が可能です。

LANクロスケーブルを使い、それぞれのPCに
て移行ツールを起動することで直接データ移
行を行います。

Windows 10

データ移行ツールの比較

LANクロスケーブル

自動的にデータ移行

Microsoftツールのみでの移行の場合、作業マニュアルを用意して
も事前・事後に多くの作業が発生します。
Dynabook株式会社のオリジナル ツールを組み合わせることで、事
前設定～移行作業～事後設定まで自動化するため、作業効率が
アップし、作業品質も向上します。

■Microsoftツール単独との移行時間の比較 ■ Windows 10 リプレース支援サービス基本移行環境

76分＋データ転送60分

事前準備 46分
Windows®7/8/8.1 28分

Windows 10 18分

Microsoftツール単独 Windows  10 リプレース支援サービス
データ移行前後の設定作業をオ
リジナル ツールにより自動化しま
す。設定完了後、自動的に
Microsoftツールを起動してデー
タを移行、終了後は設定の復元
を自動で行います。
24分＋データ転送60分

自動化

52分短縮
１セットあたり

データ転送 60分

後処理 30分
Windows®7/8/8.1 10分

Windows 10 20分

事前準備 12分

データ転送 60分

後処理 12分

■Windows 10 リプレース支援サービス価格（税別）

●リプレース支援サービス①、②の価格にはWindows®のセットアップ料金は含まれておりません。 ●リプレース支援サービス①、②、③のカスタマイズ費用は別途となります。 ●リプレース支援サービス②の価格にはピックアップサポート時の輸送料は含
まれておりません。 ●リプレース支援サービス①、②における作業管理費用については別途となります。 ●リプレース支援サービス①、②の価格はデータ移行容量10GBまで場合の例となります。 データ容量が10GBを超える場合、個別見積にて承りま
す。 ●お客様作業の場合は、ツールご利用時に認証を行う必要があります。認証方式によっては、追加料金が発生します。

※データ転送60分は移行データ10GBの場合の目安の時間です。
※移行短縮時間は、ハードウェアスペックにより異なります。

※

本社 〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント
神奈川支店 045-662-4751
中部支社 052-528-1284
静岡支店 054-275-0701
北陸営業所 076-234-1048
関西支社 06-6440-2301

中国支店 082-223-4900
四国支店 087-825-2444
九州支店 092-752-0311

首都圏支社 03-5144-3300
北海道支店 011-512-3301
東北支店 022-265-7880
新潟支店 025-255-6522
北関東支店 048-641-1048

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は
含まれておりません。

！ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の
「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本チラシに記載されている数値および表記は2019年1月現在のものです。 管理番号：0172-15A0JV

Dynabook株式会社のオリジナル ツールを使用することにより、Microsoftツール
単独仕様と比べ1台あたりの移行時間を最大52分短縮します!

Windows®XP
Windows®7
Windows 8
Windows 8.1

項目 弊社作業 お客様作業
（ツール） 補足

移
行
デ
ー
タ

メール環境
(Outlook ⇒ Outlook ） ◎ ◎ Outlook 2007

以降

My Documents ◎ ◎

デスクトップ
（ショートカット、ファイル等） ◎ ◎

IE環境 ◎ ◎ Proxy、Cookie
等を移行

お気に入り ◎ ◎

そ
の
他

ログ採取 ◎ ◎

お客様作業 ヘルプデスク - ◎
契約の成立した
日から1年間、10
インシデント迄

Dynabook株式会社のオリジナル ツールで移行出来る環境は、
お客様のご要望にあわせてカスタマイズが可能です。

サービス名 価格（99台まで） 価格（100台以上） 備考

導入支援サービス ¥52,000 ～ リプレース支援サービスを導入して頂く際、ヒヤリングによる
ツール作成、ツールの検証を実施する基本サービス（必須）です。

リプレース支援サービス①
※オンサイト

¥15,000/台
※5台以上 ¥10,000/台 Windows 10 PCへ移行元PCの環境を移行する作業をお客様

へ弊社エンジニアがお伺いして作業を行います。

リプレース支援サービス②
※ピックアップ

¥12,000/台
※5台以上 ¥8,000/台 Windows 10 PCへ移行元PCの環境を移行する作業をお客様

のPCをお預かりして作業を行い、作業後返却します。

リプレース支援サービス③
※ツール販売

¥6,000/台
※10台以上

¥4,500/台
※～999台

ツールをご提供してお客様にて移行作業を実施して頂きます。
1,000台以上は別途お見積です。また、ツールのに関するヘル
プデスクサポートが付加されています。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

Windows 10 アップグレードサービス

メリット1 独自ツールと
ノウハウで メリット2 やはり メリット3 訪問作業で

さらに

Dynabook株式会社のオリジナルツール
による自動化とノウハウで作業効率UPと
品質向上を実現しますのでボリュームの
多い移行作業も短期間に完了すること
ができます。また当社SmartDEでハード
ディスクを暗号化している場合でも復号を
行なわず短時間で移行できます。

お客様の環境にあわせてアップグレードの
方法をご用意。PCメーカーとして長年に
わたる経験ノウハウは他社の追随を許し
ません。技術力、対応力ともに当社はお
客様へ安心をご提供いたします。

訪問サービス（オンサイトサポート）は弊
社技術者を派遣することによって、お客様
で作業を行う手間を省き、業務への支障
を最小限に抑えることで、トータルコストの
削減につながります。

Windows 10 PCをWindows®7/Windows 8/Windows 8.1にダウングレードさ
れているお客様。今お使いのPCをWindows 10にアップグレードをご予定のお客様。多
数のPCを部署毎の環境でご使用の場合、アップグレード作業は多くの労力が必要です。
Dynabook株式会社では、多様な環境に合わせてアップグレードのメニューをご用意し
ております。dynabook以外のPCでもご利用いただけるサービスです。

Windows 10へのアップグレードはお任せください！

ご提案チラシ2019-1

Windows 10 へのアップグレードはお任せください!

オリジナル ツール利用で速くて安心・TCO削減!

Windows®7
Windows 8
Windows 8.1

Windows 10



●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インテル、Intelロゴ、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、vPro、Pentium、Celeron、Core InsideおよびIntel Core、Intel SpeedStepはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または
登録商標です。●Microsoft､Windows、Aero、Windows Live、Outlook､PowerPoint、Windows Media､Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは､米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は､Microsoft Windows Operating Systemです。■写真はすべて本カタログ用
に撮影したもので､実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■本製品に付属の取扱説明書における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめ
ご了承ください。

今お使いのPCをWindows 10 へ!

■Windows 10 アップグレードサービス価格（税別）

●上記の価格は基本機能のご提供価格です。 ●1,000台以上は別途お見積り ●オンサイトの他、弊社内でのピックアップ作業も承ります。（別途見積） ●作業管理費用については別途となります。
●お客様作業の場合は、ツールご利用時に認証を行う必要があります。認証方式によっては、追加料金が発生します。
●アップグレードを行うPCは、Windows 10に対応している必要があります。各PCメーカーのホームページ等でご確認ください。

アップグレードサービス

環境確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 環境設定
ユーザーデータバックアップ ・・・・・ ● ユーザーデータバックアップ
フォーマット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ● フォーマット ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ● OSローダー変更*3

Windows 10インストール ・・・・・・・ ● Windows 10インストール ・・・・・・ ● Windows 10ファイルコピー*3

Windows 10セットアップ ・・・・・・・・ ● Windows 10セットアッ ・・・・・・・・ ● Windows 10セットアップ*4

環境設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 環境設定
SmartDE暗号化（250GB相当）
ユーザーデータリストア ・・・・・・・・・ ● ユーザーデータリストア ・・・・・・・・ ● ユーザーデータコピー *4

Windows®7/Windows 8/Windows 8.1 でご使用中のPCに対し、 Windows®7/Windows 8/Windows 8.1 の環境を
残したまま、お客様の環境に合わせたWindows 10マスターを組み込むサービスです。

単一マスターによるWindows 10 へのアップグレード

従来のアップグレード
（暗号化有）

従来のアップグレード
（暗号化無）

Windows 10マスター組込み

（暗号化有/無）

所要時間

約15時間*5

所要時間

約5時間*5

約1時間

以内! *1

*1 移行時間はユーザデータ容量により異なります。
*2 アップグレードを行うPCのHDDには以下の空き容量が必要です。

OSのマスターイメージ（20GB）＋移行データ容量の約2倍です。
通常、移行データはメールデータが該当します。My Document下のデータは該当しません。詳細はお問い合わせください。

*3 ご提供するツールで自動化された作業です。
*4 お客様のご利用環境により自動化ツールへの組込み（カスタマイズ）が可能です。
*5 お客様マスターを使用してアップグレードする場合の時間です。

Windows 10の
お客様マスターでアップグレード

特長
• ユーザーデータを外部媒体へのバックアップを行うこと
なくアップグレード可能*2

• SmartDEによる暗号化にも対応

■Windows 10 アップグレードサービス OS・環境復元機能

Windows 10 アップグレードサービスは、
現在ご使用のPC環境を残して行われます。
OS・環境復元機能を使用することで、Windows 10
環境とアップグレード前のWindows環境間を切り替
えることができます。
本機能を利用することで、検証作業などを行う際に便
利です。

起動OSが切り替わります！

ツールを起動ツールを起動

Windows 10

システムの起動に必要な
フォルダやファイルを置き換える
ことでスイッチすることが可能

※SmartDE（Smart Data Encryption）は、クライアントPC暗号化ソフトウェアです。

お客様環境に合わせたアップグレードサービスをご用意しています。

Windows®7
Windows 8
Windows 8.1

サービス名 価格（99台まで） 価格（100台以上） 備考

導入支援サービス ¥52,000～
アップグレードサービスを導入して頂く際、ヒヤリングによるツール
作成、ツールの検証を実施する基本サービス（必須）です。

単一マスター環境

SmartDE暗号化
あり

¥20,000～/台

別途お見積

• 弊社エンジニアによる訪問作業または、お客様作業のいずれかを
ご選択ください。

• お客様作業の場合、ツールのご提供とあわせて、アップグレード作
業に関する基本的なヘルプデスクサービスが付加されています。

• 訪問作業、お客様共に、現在の環境（暗号化有無統）について、事
前にお客様と打合せを行う必要があります。

SmartDE暗号化
なし

¥17,000～/台

ツール販売 ¥9,000～/台
¥7,000～/台
（100～999台）

複数マスター環境

サーバー版
¥12,000/台
※5台以上

別途お見積
• サーバー版では、マスターを収容できるサーバーが必要です（1マ
スタ10GB程度）。

• DVD版では、リカバリ用マスター作成並びに、作業工程にあわせ
たマスターディスクを複製する必要があります。

• お見積は、詳細打合せを行いご提示いたします。
DVD版

¥6,000/台
※10台以上

別途お見積

本カタログに関するお問い合わせ TEL：0120-335-660
受付時間/9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始・弊社特別休日を除く）

本社 〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は
含まれておりません。

！ 安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の
「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本チラシに記載されている数値および表記は2019年1月現在のものです。 管理番号：0172-15A0JW
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