
おまかせ安心モデルⅡ／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ／おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバ

※ 各種サービスにおいて、下表の地域については別途、交通費などが必要となります。
該当地域　 島しょ〔沖縄県（ただし沖縄本島除く）、鹿児島県（奄美）、島根（隠岐島）、長崎（壱岐、対馬、五島列島）、東京（小笠原）、北海道（礼文、利尻、奥尻島）、など 〕
価　　格　 個別見積り

●記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
　なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

http://www.hitachi.co.jp/ha8000/ または http://www.hitachi.co.jp/bds/

http://www.hitachi.co.jp/ha8000-inq/ または http://www.hitachi.co.jp/bds-inq/

利用時間 9:00～12:00、13:00～17:00 （土・日・祝日を除く）0120-2580-12

※おまかせ安心シリーズの各種サービスをご利用いただくためには、ホームページまたはFAXによる「お客さま登録」が必要です。

日立アドバンストサーバ　HA8000シリーズ
統合サービスプラットフォーム　BladeSymphony
ブレードサーバ BS500

　無償保守対応　 年1回の定期点検で安定稼働を実現

  おまかせ安心シリーズのご案内

　無償保守対応　 年1回の定期点検で安定稼働を実現

  おまかせ安心シリーズのご案内

おまかせ安心シリーズは、お客さまシステムの安定稼働に向けて、ハードウェア保守と各種サービスをパック化した
商品です。「無償保守期間の延長」「簡易定期点検」「ハードウェアサポートサービス」「障害ＨＤＤお渡しサービス」

「HDD 破壊サービス」などの組み合わせにより、10年間の長期保守対応などお客さまのニーズに合わせてライン
アップし、一段とグレードアップしたモデルを提供します。

◆モデル概要
おまかせ安心モデル／おまかせ安心モデルⅡ／おまかせ安心ロングライフモデル／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ／おまかせ安心長期保守モデルⅡ／
おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバは、サービスレベルにより5タイプに分類されています。

高

※平日とは月曜～金曜をいいます。ただし「国民の祝日に関する法律」で定められた休日、および日立が設定した年末年始の休日（12/29～翌年1/3）を除きます。
＊１：無停電電源装置（ＵＰＳ）のみ　　　＊２：システム装置のみ　　　＊３：ハードウェア保守サービスとの連携は、ハードウェア保守サービスの対応時間に準じます。

主な
対象製品

HA8000/TS10
HA8000/NS10

HA8000/TS20 無停電電源装置(UPS) エントリークラスディスクアレイ装置
（BR1250）

ディスプレイ/キーボードユニット

HA8000/RS210HA8000/RS110
HA8000/NS110

HA8000/RS220
HA8000/NS220

BladeSymphony
BS500

サービスレベル

おまかせ安心長期保守モデルⅡ24おまかせ安心長期保守モデルⅡ24

おまかせ安心長期保守モデルⅡおまかせ安心長期保守モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24
おまかせ安心モデルⅡ24

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデル
おまかせ安心モデル

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24
おまかせ安心モデルⅡ24

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデル
おまかせ安心モデル

ＵＰＳバッテリー
交換サービス（＊１）
（2年ごとの点検時）

作業対応時間
（平日8時～１9時）

簡易定期点検
サービス

（2年目以降、年 1回）

作業対応時間
（平日８時～１９時）

当日オンサイト
（平日８時～１９時）
＜到着目標4時間以内＞

当日オンサイト
（24時間365日）
＜到着目標4時間以内＞

無償保守期間中
のハードウェア
保守サービス

おまかせ安心
ハードウェア

サポートサービス

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。

おまかせ安心
障害HDDお渡し
サービス（＊２）

修理交換した
障害HDDが対象
（無償保守期間中）

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。
※修理交換時にカスタマ
　エンジニアへ依頼が
　必要となります。

おまかせ安心
HDD 破壊

サービス（＊２）

作業対応時間
（平日８時～１９時）

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間
　終了後、提供されます。

定期部品交換
（一括）サービス
（ラックサーバ：６年目）
（タワーサーバ：5年目）

作業対応時間
（24時間365日）

作業対応時間
（24時間365日）

おまかせ安心長期保守モデルⅡ24
　　　　　　　 for タワーサーバ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ24
　　　　　　　 for タワーサーバ

おまかせ安心長期保守モデルⅡ
　　　　　  for タワーサーバ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ
　　　　　 for タワーサーバ

・HITACHI，BladeSymphony，JP1，Server Conductorは、株式会社日立製作所の商標または登録商標です。
・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

※本製品には、有寿命部品（HDDなど）が使用されています。長期間使用する場合には、定期的な保守による部品交換が必要になります。詳細については下記「製品情報サイト」をご覧ください。　※本製品のハード
ウェア保守サービス期間は、製品納入時より5年間、ロングライフモデルⅡの場合は、7年間（前提条件あり）です。長期保守対応モデルは、製品の納入時より10年間（前提条件あり）です。　※本製品は、高調波電流
規格：JIS C 61000-3-2適合品です。　※本製品は、VCCI基準（一般財団法人VCCI協会基準）クラスA情報技術装置です。本製品を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、
使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。　※本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

HDD：Hard Disk DrivePrinted in Japan(H)
2017.2SP-790-30

１年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 １0年

◆各種関連パンフレットのご紹介

＊１：無償保証の年数は、モデルに
　　より異なります。

サーバの構成作成は、下記URLをご覧ください

＜Web Configuration System 構成作成＞

http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/

Web Configuration Systemは、サーバの基本的な構成要素であるプロセッサや、ストレージなどの
仕様を目的に応じて選択することで、詳細構成の作成と希望小売価格表示をお客様自身で操作できる
システムです。作成された構成は、日立および販売パートナーへの詳細見積り依頼に利用できます。

おまかせ安心モデルⅡ／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ／おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバ

※おまかせ安心シリーズの各種サービスをご利用いただくためには、ホームページまたはFAXによる「お客さま登録」が必要です。

日立アドバンストサーバ　HA8000シリーズ
統合サービスプラットフォーム　BladeSymphony
ブレードサーバ BS500

　無償保守対応　 年1回の定期点検で安定稼働を実現

  おまかせ安心シリーズのご案内

　無償保守対応　 年1回の定期点検で安定稼働を実現

  おまかせ安心シリーズのご案内

おまかせ安心シリーズは、お客さまシステムの安定稼働に向けて、ハードウェア保守と各種サービスをパック化した
商品です。「無償保守期間の延長」「簡易定期点検」「ハードウェアサポートサービス」「障害ＨＤＤお渡しサービス」

「HDD 破壊サービス」などの組み合わせにより、10年間の長期保守対応などお客さまのニーズに合わせてライン
アップし、一段とグレードアップしたモデルを提供します。

◆モデル概要
おまかせ安心モデル／おまかせ安心モデルⅡ／おまかせ安心ロングライフモデル／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ／おまかせ安心長期保守モデルⅡ／
おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバは、サービスレベルにより5タイプに分類されています。

高

※平日とは月曜～金曜をいいます。ただし「国民の祝日に関する法律」で定められた休日、および日立が設定した年末年始の休日（12/29～翌年1/3）を除きます。
＊１：無停電電源装置（ＵＰＳ）のみ　　　＊２：システム装置のみ　　　＊３：ハードウェア保守サービスとの連携は、ハードウェア保守サービスの対応時間に準じます。

主な
対象製品

HA8000/TS10
HA8000/NS10

HA8000/TS20 無停電電源装置(UPS) エントリークラスディスクアレイ装置
（BR1250）

ディスプレイ/キーボードユニット

HA8000/RS210HA8000/RS110
HA8000/NS110

HA8000/RS220
HA8000/NS220

BladeSymphony
BS500

サービスレベル

おまかせ安心長期保守モデルⅡ24おまかせ安心長期保守モデルⅡ24

おまかせ安心長期保守モデルⅡおまかせ安心長期保守モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24
おまかせ安心モデルⅡ24

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデル
おまかせ安心モデル

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24
おまかせ安心モデルⅡ24

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデル
おまかせ安心モデル

ＵＰＳバッテリー
交換サービス（＊１）

（2年ごとの点検時）

作業対応時間
（平日8時～１9時）

簡易定期点検
サービス

（2年目以降、年 1回）

作業対応時間
（平日８時～１９時）

当日オンサイト
（平日８時～１９時）
＜到着目標4時間以内＞

当日オンサイト
（24時間365日）
＜到着目標4時間以内＞

無償保守期間中
のハードウェア
保守サービス

おまかせ安心
ハードウェア

サポートサービス

［対応時間］
一般の
お問い合わせ
障害に関する
お問い合わせ

：平日9時～17時

：２４時間３６５日
　　  　　（＊3）

［対応時間］
一般の
お問い合わせ
障害に関する
お問い合わせ

：平日9時～17時

：平日8時～19時

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。

おまかせ安心
障害HDDお渡し

サービス（＊２）

修理交換した
障害HDDが対象

（無償保守期間中）

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。
※修理交換時にカスタマ
　エンジニアへ依頼が
　必要となります。

おまかせ安心
HDD 破壊

サービス（＊２）

作業対応時間
（平日８時～１９時）

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間
　終了後、提供されます。

定期部品交換
（一括）サービス
（ラックサーバ：６年目）
（タワーサーバ：5年目）

作業対応時間
（24時間365日）

作業対応時間
（24時間365日）

おまかせ安心長期保守モデルⅡ24
　　　　　　　 for タワーサーバ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ24
　　　　　　　 for タワーサーバ

おまかせ安心長期保守モデルⅡ
　　　　　  for タワーサーバ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ
　　　　　 for タワーサーバ

HDD：Hard Disk Drive

LTOライブラリ装置

NewNew NewNew NewNew

WEB
WEB

/ /

HA8000 RS220 HA8000 RS210

7

HA8000 RS110

BladeSymphony
BS500

BladeSymphony
BS2500

Bl d S h

ＩＣＴ事業統括本部 ＩＴプロダクツ統括本部

LTOライブラリ装置

［対応時間］
一般のお問い合わせ

（平日9時～１7時）

障害に関するお問い合せ
24時間365日

　　　　（＊3）

［対応時間］
一般のお問い合わせ

（平日9時～１7時）

障害に関する
お問い合せ

（平日8時～１9時）

私たちは株式会社 日立製作所 システム＆サー
ビスビジネスとして環境マネジメントシステム
に関する国際規格ISO（国際標準化機構）
14001：2015の審査を受け、登録され、製品・
サービスのライフサイクル全般における環境
問題に積極的に取り組んでいます。
登録番号 : EC02J0400 登録日 : 1995年7月19日

http://www.hitachi.co.jp/it-iso14001/

HA8000 RS220 HA8000 RS210

7

HCA

http://www.hitachi.co.jp/ha8000/

http://www.hitachi.co.jp/ha8000-inq/

0120-2580-91 9:00 12:00 13:00 17:00

SP-791 2015.3

HA8000 RS110

BladeSymphony
BS500

BladeSymphony
BS2500

Bl d S h

http://www.hitachi.co.jp/bds/

http://www.hitachi.co.jp/bds-inq/

Printed in Japan(B)

長期保守対応モデルⅡ／長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバ
標準モデルⅡ／ロングライフモデルⅢ

●記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
　なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

http://www.hitachi.co.jp/ha8000/ または http://www.hitachi.co.jp/bds/

http://www.hitachi.co.jp/ha8000-inq/ または http://www.hitachi.co.jp/bds-inq/

利用時間 9:00～12:00、13:00～17:00 （土・日・祝日を除く）0120-2580-12
※「標準モデル」「ロングライフモデルⅡ」「長期保守対応モデル」以外のモデルは、各種サービスをご利用いただくためには、「お客さま登録」が必要です。

日立アドバンストサーバ　HA8000シリーズ

　複数年無償保守対応で安定稼働を実現

  複数年無償保守対応のご案内

　複数年無償保守対応で安定稼働を実現

  複数年無償保守対応のご案内

複数年無償保守モデルは、お客さまシステムの安定稼働に向けて、ハードウェア保守と各種サービスをパック化した
商品です。「無償保守期間の延長」「ハードウェアサポートサービス」「障害 HDD お渡しサービス」などの組み合わせ
により、10年間の長期保守対応などお客さまのニーズに合わせてラインアップし、一段とグレードアップしたモ
デルを提供します。

◆モデル概要
標準モデルⅡ／ロングライフモデルⅢ／長期保守対応モデルⅡ／長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバは、サービスレベルにより
最大5タイプに分類されています。

主な
対象製品

HA8000/TS10
HA8000/NS10

HA8000/TS20 無停電電源装置(UPS) エントリークラスディスクアレイ装置
（BR1250）

ディスプレイ/キーボードユニット

HA8000/RS210HA8000/RS110
HA8000/NS110

HA8000/RS220
HA8000/NS220

LTOライブラリ装置

・HITACHI，BladeSymphonyは、株式会社日立製作所の商標または登録商標です。
・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

※本製品には、有寿命部品（HDDなど）が使用されています。長期間使用する場合には、定期的な保守による部品交換が必要になります。詳細については下記「製品情報サイト」をご覧ください。　※本製品のハード
ウェア保守サービス期間は、製品納入時より5年間、ロングライフモデルⅡの場合は、7年間（前提条件あり）です。長期保守対応モデルは、製品の納入時より10年間（前提条件あり）です。　※本製品は、高調波電流
規格：JIS C 61000-3-2適合品です。　※本製品は、VCCI基準（一般財団法人VCCI協会基準）クラスA情報技術装置です。本製品を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、
使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。　※本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

HDD：Hard Disk Drive
Printed in Japan(H)

2017.2SP-xxx-xx

サーバの構成作成は、下記URLをご覧ください

＜Web Configuration System 構成作成＞
http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/

Web Configuration Systemは、サーバの基本的な構成要素であるプロセッサや、ストレージなどの
仕様を目的に応じて選択することで、詳細構成の作成と希望小売価格表示をお客様自身で操作できる
システムです。作成された構成は、日立および販売パートナーへの詳細見積り依頼に利用できます。

◆各種関連パンフレットのご紹介

おまかせ安心モデルⅡ／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ／おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバ

※ 各種サービスにおいて、下表の地域については別途、交通費などが必要となります。
該当地域　 島しょ〔沖縄県（ただし沖縄本島除く）、鹿児島県（奄美）、島根（隠岐島）、長崎（壱岐、対馬、五島列島）、東京（小笠原）、北海道（礼文、利尻、奥尻島）、など 〕
価　　格　 個別見積り

※おまかせ安心シリーズの各種サービスをご利用いただくためには、ホームページまたはFAXによる「お客さま登録」が必要です。

日立アドバンストサーバ　HA8000シリーズ
統合サービスプラットフォーム　BladeSymphony
ブレードサーバ BS500

　無償保守対応　 年1回の定期点検で安定稼働を実現

  おまかせ安心シリーズのご案内

　無償保守対応　 年1回の定期点検で安定稼働を実現

  おまかせ安心シリーズのご案内

おまかせ安心シリーズは、お客さまシステムの安定稼働に向けて、ハードウェア保守と各種サービスをパック化した
商品です。「無償保守期間の延長」「簡易定期点検」「ハードウェアサポートサービス」「障害ＨＤＤお渡しサービス」

「HDD 破壊サービス」などの組み合わせにより、10年間の長期保守対応などお客さまのニーズに合わせてライン
アップし、一段とグレードアップしたモデルを提供します。

◆モデル概要
おまかせ安心モデル／おまかせ安心モデルⅡ／おまかせ安心ロングライフモデル／おまかせ安心ロングライフモデルⅡ／おまかせ安心長期保守モデルⅡ／
おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバは、サービスレベルにより5タイプに分類されています。

高

※平日とは月曜～金曜をいいます。ただし「国民の祝日に関する法律」で定められた休日、および日立が設定した年末年始の休日（12/29～翌年1/3）を除きます。
＊１：無停電電源装置（ＵＰＳ）のみ　　　＊２：システム装置のみ　　　＊３：ハードウェア保守サービスとの連携は、ハードウェア保守サービスの対応時間に準じます。

主な
対象製品

HA8000/TS10
HA8000/NS10

HA8000/TS20 無停電電源装置(UPS) エントリークラスディスクアレイ装置
（BR1250）

ディスプレイ/キーボードユニット

HA8000/RS210HA8000/RS110
HA8000/NS110

HA8000/RS220
HA8000/NS220

BladeSymphony
BS500

サービスレベル

おまかせ安心長期保守モデルⅡ24おまかせ安心長期保守モデルⅡ24

おまかせ安心長期保守モデルⅡおまかせ安心長期保守モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24
おまかせ安心モデルⅡ24

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデル
おまかせ安心モデル

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24
おまかせ安心モデルⅡ24

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
おまかせ安心モデルⅡ

おまかせ安心ロングライフモデル
おまかせ安心モデル

ＵＰＳバッテリー
交換サービス（＊１）
（2年ごとの点検時）

作業対応時間
（平日8時～１9時）

簡易定期点検
サービス

（2年目以降、年 1回）

作業対応時間
（平日８時～１９時）

当日オンサイト
（平日８時～１９時）
＜到着目標4時間以内＞

当日オンサイト
（24時間365日）
＜到着目標4時間以内＞

無償保守期間中
のハードウェア
保守サービス

おまかせ安心
ハードウェア
サポートサービス

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。

おまかせ安心
障害HDDお渡し
サービス（＊２）

修理交換した
障害HDDが対象
（無償保守期間中）

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。
※修理交換時にカスタマ
　エンジニアへ依頼が
　必要となります。

おまかせ安心
HDD破壊
サービス（＊２）

作業対応時間
（平日８時～１９時）

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間
　終了後、提供されます。

定期部品交換
（一括）サービス
（ラックサーバ：６年目）
（タワーサーバ：5年目）

作業対応時間
（24時間365日）

作業対応時間
（24時間365日）

おまかせ安心長期保守モデルⅡ24
　　　　　　　 for タワーサーバ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ24
　　　　　　　 for タワーサーバ

おまかせ安心長期保守モデルⅡ
　　　　　  for タワーサーバ
おまかせ安心長期保守モデルⅡ
　　　　　 for タワーサーバ

HDD：Hard Disk Drive

LTOライブラリ装置

［対応時間］
一般のお問い合わせ

（平日9時～１7時）

障害に関するお問い合せ
24時間365日

　　　　（＊3）

［対応時間］
一般のお問い合わせ

（平日9時～１7時）

障害に関する
お問い合せ

（平日8時～１9時）

１年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 １0年＊１：無償保守の年数は、モデルに
　　より異なります。

HA8000 RS220 HA8000 RS210

7

HA8000 RS110

BladeSymphony
BS500

BladeSymphony
BS2500

Bl d S h

長期保守対応モデルⅡ／長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバ
標準モデルⅡ／ロングライフモデルⅢ

※「標準モデル」「ロングライフモデルⅡ」「長期保守対応モデル」以外のモデルは、各種サービスをご利用いただくためには、「お客さま登録」が必要です。

日立アドバンストサーバ　HA8000シリーズ

　複数年無償保守対応で安定稼働を実現

  複数年無償保守対応のご案内

　複数年無償保守対応で安定稼働を実現

  複数年無償保守対応のご案内

複数年無償保守モデルは、お客さまシステムの安定稼働に向けて、ハードウェア保守と各種サービスをパック化した
商品です。「無償保守期間の延長」「ハードウェアサポートサービス」「障害 HDD お渡しサービス」などの組み合わせ
により、10年間の長期保守対応などお客さまのニーズに合わせてラインアップし、一段とグレードアップしたモ
デルを提供します。

◆モデル概要
標準モデルⅡ／ロングライフモデルⅢ／長期保守対応モデルⅡ／長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバは、サービスレベルにより
最大5タイプに分類されています。

主な
対象製品

HA8000/TS10
HA8000/NS10

HA8000/TS20 無停電電源装置(UPS) エントリークラスディスクアレイ装置
（BR1250）

ディスプレイ/キーボードユニット

HA8000/RS210HA8000/RS110
HA8000/NS110

HA8000/RS220
HA8000/NS220

LTOライブラリ装置

HDD：Hard Disk Drive

サービスレベル

高
長期保守対応モデルⅡ長期保守対応モデルⅡ

ロングライフモデルⅢ
標準モデルⅡ
ロングライフモデルⅢ
標準モデルⅡ

ロングライフモデルⅡ
標準モデル
ロングライフモデルⅡ
標準モデル

作業対応時間
（平日9時～１7時）

ＵＰＳバッテリー
交換サービス（＊1）

（2年ごとの点検時）

無償保守期間中
のハードウェア
保守サービス

標準バンドル
ハードウェア
サポートサービス

［対応時間］
一般の
お問い合わせ
障害に関する
お問い合わせ

：平日9時～17時

：平日8時～19時
　　  　　 （＊3）

標準バンドル
障害HDDお渡し
サービス（＊２）

修理交換した
障害HDDが対象
（無償保守期間中）

※平日とは月曜～金曜をいいます。ただし「国民の祝日に関する法律」で定められた休日、および日立が設定した年末年始の休日（12/29～翌年1/3）を除きます。
＊１：無停電電源装置（ＵＰＳ）のみ
＊２：システム装置のみ
＊３：ハードウェア保守サービスとの連携は、ハードウェア保守サービスの対応時間に準じます。

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。
※修理交換時にカスタマ
　エンジニアへ依頼が
　必要となります。

定期部品交換
（一括）サービス
（ラックサーバ：６年目）
（タワーサーバ：5年目）

作業対応時間
（24時間365日）長期保守対応モデルⅡ

　　　for タワーサーバ
長期保守対応モデルⅡ
　　　for タワーサーバ

翌平日以降オンサイト
（平日9時～１7時）
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サービスレベル

高
長期保守対応モデルⅡ長期保守対応モデルⅡ

ロングライフモデルⅢ
標準モデルⅡ
ロングライフモデルⅢ
標準モデルⅡ

ロングライフモデルⅡ
標準モデル
ロングライフモデルⅡ
標準モデル

作業対応時間
（平日9時～１7時）

ＵＰＳバッテリー
交換サービス（＊1）

（２年ごとに実施）

無償保守期間中
のハードウェア
保守サービス

標準バンドル
ハードウェア
サポートサービス

標準バンドル
障害HDDお渡し
サービス（＊２）

修理交換した
障害HDDが対象
（無償保守期間中）

※平日とは月曜～金曜をいいます。ただし「国民の祝日に関する法律」で定められた休日、および日立が設定した年末年始の休日（12/29～翌年1/3）を除きます。
＊１：無停電電源装置（ＵＰＳ）のみ
＊２：システム装置のみ
＊３：ハードウェア保守サービスとの連携は、ハードウェア保守サービスの対応時間に準じます。

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。

※本サービスは無償保証
　および無償保守期間中、
　提供されます。
※修理交換時にカスタマ
　エンジニアへ依頼が
　必要となります。

定期部品交換
（一括）サービス
（ラックサーバ：６年目）
（タワーサーバ：5年目）

作業対応時間
（24時間365日）長期保守対応モデルⅡ

　　　for タワーサーバ
長期保守対応モデルⅡ
　　　for タワーサーバ

翌平日以降オンサイト
（平日9時～１7時）

※ 各種サービスにおいて、下表の地域については別途、交通費などが必要となります。
該当地域　 島しょ〔沖縄県（ただし沖縄本島除く）、鹿児島県（奄美）、島根（隠岐島）、長崎（壱岐、対馬、五島列島）、東京（小笠原）、北海道（礼文、利尻、奥尻島）、など 〕
価　　格　 個別見積り

［対応時間］
一般のお問い合わせ
（平日9時～１7時）

障害に関する
お問い合わせ

（平日8時～１9時）
　　  　（＊3）

私たちは株式会社 日立製作所 システム＆サー
ビスビジネスとして環境マネジメントシステム
に関する国際規格ISO（国際標準化機構）
14001：2015の審査を受け、登録され、製品・
サービスのライフサイクル全般における環境
問題に積極的に取り組んでいます。
登録番号 : EC02J0400 登録日 : 1995年7月19日

http://www.hitachi.co.jp/it-iso14001/

HCA

http://www.hitachi.co.jp/ha8000/ http://www.hitachi.co.jp/bds/

http://www.hitachi.co.jp/ha8000-inq/ http://www.hitachi.co.jp/bds-inq/
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