NAS導入設置・保守支援サービス

サーバー管理の手間・コストをかけず、
大容量NASによる信頼性の高いデータ保存環境と
ビジネスを効率化するファイル共有環境を、
ワンストップでご支援します。

安心！バックアップ
1 T B〜4 T B の 大 容 量 。2 台 の H D D の 内 、
片 方のH D Dが故 障してもアクセス可 能な
拡張ボリュームにより、
大切なビジネスデータ
を保護します。
またデータの暗号化により、
NASや内蔵HDDが盗まれても、情報漏えい
を防止します。

NASバックアップ

外付HDD
（オプション）

うっかりやトラブルからデータ保護

停電対策

NAS内の指定された共有フォルダを、
外付HDDに定期的に保存。
ファイルを誤って

NAS

上書き・削除してしまった場合や、
万一のNASの障害時でもデータ復旧。

＊

UPS

Network Attached Storage

（ネットワーク接続型ハードディスク）

（オプション）

突然の停電時もデータを守る
UPSと連動し、
落雷や災害時の

カンタン！ファイル共有

突然の停電時も自動的に電力を供給し、

ファイルへのアクセス権限を細かく設定し、

クライアントバックアップ

効率的に管理。
クライアントパソコンから、

PCバックアップソフトウェア

ローカル H D D 感 覚 で アクセスできます 。

NASを安全にシャットダウンして
データ消失を防止。

（オプション）

Aさん

読み込み ○
書き込み ○

読み込み ○
書き込み ×

Bグループ

パソコンデータを、
いちいち意識せずに保存
クライアントパソコンのデータを、
ファイル・フォルダ単位や
システム全体を指定してバックアップし、
オフィスワーカーの手間を解消。

設置・設定
＊ Uninterruptible Power Supply
（無停電電源装置）

ヘルプデスク

設置・設定から運用保守まで、

オンサイト保守

丸ごとリコーにお任せください。

NAS
機器提供
ワンストップ

マルチデバイス

オンサイト＋ヘルプデスク

ＩＴ専任の方がいなくても、重要データのバックアップと
ファイル共有を手軽に実現できます。
個人のパソコン内に重要データがあると、
トラブルやうっかりミスなどで消失したら取り返しがつきません。
また、担当者が不在だと探せなくなることも。
リコーのLANフォルダ2は、大容量で信頼性の高いNASによるデータ保存とファイル共有環境をリコーがワンストップでご支援し、
ビジネスの安心と効率化に貢献します。

導入サービス

ヘルプデスク

リコーのエンジニアによるオンサイト保

リコーのエンジニアが訪問し、導入作業を

お客様からの電話に、
フリーダイヤルでワ

実施。手間をかけずにすぐにバックアップ・

ンストップでお応え。操作の疑問やトラブ

守をご提供。業務の停滞を最小限に抑え

ファイル共有環境を構築できます。

ル時の対応を行ないます。

ます。

平日9:00〜17:00

365日9:00〜21:00

平日9:00〜17:00

●NASの設置・設定

●操作方法問い合わせ

●NAS交換

●クライアントPC設定

●障害診断・1次切り分け

●機器設定復旧

●導入時説明

●エンジニア手配

●NASリストア環境構築

＜オプション＞

●NASの稼働状態確認

＜オプション＞

●外付けHDD設置・設定

●外付けHDD・UPS交換

●UPS設置・設定

●PCバックアップリストア

●ソフトウェアセットアップ

※写真の外付けHDDはオプションです。

部品交換/復旧支援サービス

※日曜、
祝祭日、
リコーが定める指定日
［夏期休暇日および年末年始休業日］
は、
受付のみの対応になります。
※平日9:00〜15:00の受付分は当日中にオンサイト保守を実施します。

●追加ユーザー登録

■LANフォルダ2 導入環境
内容
・インターネット接続環境が存在すること
・導入するLAN環境が100Mbpsまたは1000Mbps対応のスイッチングHUBおよびUTPカテゴリー5以上のLANケーブルで構築されていること
・全ての対象クライアントパソコンが導入するLAN環境下に存在すること
・ルーターもしくはHUBに、
NASを接続するための空きポートが存在すること

導入環境

・NAS使用時、
ＮＡＳにアクセスするパソコンやサーバーのOS（日本語）
が下記のいずれかであること
Windows®10(32・64ビット) / Windows® 8.1(32・64ビット) / Windows ServerTM 2019 / Windows ServerTM 2016 /
Windows ServerTM 2012 / Windows ServerTM 2012 R2 / Windows ServerTM 2008 / Windows ServerTM 2008 R2
・PCバックアップ使用時、
クライアントパソコンが下記のスペックを満たすこと
CPU：Pentium®4または同等以上のCPU / メモリー：1024 MB以上 / HDD：1.5GB 以上 / パソコン本体にUSBポート(USB2.0以上)が2口以上あること
(※USB1.1規格およびUSBハブの利用は不可) / Windows®10(32・64ビット) / Windows® 8.1(32・64ビット) / Windows® 7(32・64ビット)
・Internet Explorer® 11.0以降のWebブラウザーが存在すること
・Outlook® Express/Outlook®/Windows® Mail/Windows Live® Mailのいずれかのメーラーが存在すること

■LANフォルダ2 料金一覧
《基本メニュー》

（消費税別）

商品名

料金体系

標準料金

初期
初期
月額
初期
月額
初期
月額

8,000円
168,000円
5,320円
115,000円
4,320円
89,000円
3,820円

料金体系

標準料金

ＬＡＮフォルダ２ 基本料金
LANフォルダ2 4TB HAモデル
LANフォルダ2 2TB HAモデル
LANフォルダ2 1TB HAモデル

《オプションメニュー》

（消費税別）

商品名
LANフォルダ2 契約変更手数料
LANフォルダ2 オプション 外付HDD HAモデル (4TB)
LANフォルダ2 オプション 外付HDD HAモデル (2TB)
LANフォルダ2 オプション UPS HAモデル
LANフォルダ2 オプション PCバックアップ HAモデル＊
LANフォルダ2 追加作業

初期
初期
月額
初期
月額
初期
月額
初期
月額
初期

3,000円
36,800円
1,700円
25,800円
1,200円
19,800円
700円
6,000円
1,500円
12,000円

＊ 導入パソコン１台分の料金になります。複数台お申し込みの場合には、
お申し込み台数分の料金がかかります。

※記載の内容は予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載の全商品の価格および料金には、
消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、
ご了承願います。※詳しい内容・制約条
件などについては、
販売担当者にご確認ください。※Windows、
Windows Server、
Outlook、
Windows LiveおよびInternet Explorerは、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Pentium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。※フリーダイヤルおよびフリーダイヤルロゴは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
※その他記載の会社名および製品名は、
各社の商号、
商標または登録商標です。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。
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