エプソンPC

セレクションガイド
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ご存知ですか？
エプソンPCは
ビジネス向け

｢日本品質・国内生産｣にこだわり､
お客様に安心と満足をお届けします｡

■迅速
• 短納期、ご注文から最短2日で出荷します。
• 修理は土日を含め1日で対応。業務のダウンタイムを最短化します。

■安心
• 最長6年までの定額保守が選べます。保守費用が安くTCO低減が可能です。
• 不要な機能アップデートの無いEmbedded OS( Windows 10 IoT Enterprise)を選択可能。
お客様のシスムの安定稼働を実現できます。
• 長期供給を実現。同一モデルを1年～2年継続供給しています。
• モデルによっては、同一筐体サイズでさらなる長期供給なため、お客様にてPC
サイズにあわせて用意したパーツなどがそのままお使いいただけます。
■小回り
• 予算と用途に応じた、お客様にぴったりの仕様・サービスが選べます。
• 導入時の面倒なPC設定を20台から代行します。
• 小ロットでも、困りごとにきめ細かく対応します。

オフィス向けから特定業務まで、様々なシーンで
販売店様・法人のお客様を全面バックアップいたします！
© Epson Direct Corp. 2020
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エプソンPCはこんな用途で活躍しています！
スタンダードなPCを幅広くラインアップ
・デスクトップPC
・ノートPC
・省スペースPC
・一体型PC

事務処理用途、
コールセンター端末など
スタンダードなオフィス用途に

高性能モデル

大学や企業における

構造解析、シミュレーション、演算処理
ワークステーションの代替に

省スペースデスクトップ

サイネージ、Kiosk端末
各種機器制御 など
組込用途に

高性能モデル

エプソンPC
多方面で活躍

タッチ対応PC
タッチ液晶一体型ソリューション

店舗POS、オーダー端末
受付検索端末、
計測機器制御、
工場生産ライン管理 に

など

CAD/CG、Webデザイン、
ゲーム開発 などの
クリエイティブ業務に

高性能モデル

タッチ液晶一体型ソリューション
一体型ソリューション

スペースが限られる
現場やオフィス に
© Epson Direct Corp. 2020

医院、クリニック
電子カルテ、PACS、
医療機器制御 などの
医療系分野に
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省スペースデスクトップ

サイネージ、Kiosk端末、組込機器制御など組込用途に活躍

幅33mm 容積約0.74ℓ

小さくても頼りになる

• ディスプレイ電源連動

<インテル® Celeron® プロセッサー搭載>

POINT

サイネージ

• 無線LAN選択可

ST20E/JE20

• ファンレス (ST20E/JE20)
• 動作温度0~40℃

<インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載>

ST40E/JS40

(ST40E/JS40)

• 4K/30Hz出力対応
(ST40E/JS40)

• ファンレス (ST20E/JE20)

•
•
•
•

• 動作温度0~40℃ (ST40E/JS40)

外付け電源スイッチや電源連動ディスプレイ

シリアル・パラレルポートが
必要なら

ST190E/JS190
・チップセット RAID1対応
・3画面出力、3ストレージ搭載可能
・インテル® Core™ i7 プロセッサー、
32GBメモリー搭載可
・シリアルポート/有線LAN2ポート可
・幅45mmのサイズ

Kiosk端末

• ケーブルが抜けにくい

SSD搭載でゼロスピンドル
ケーブルが抜けにくい構造
本体色が白、黒から選べる
狭い場所、離れた場所でも使いやすい工夫

よりCPUパワーが必要なら

POINT

• 豊富なインタフェース

POINT

• 外付け電源スイッチ (オプション)

組込機器制御端末

• ファンレス (ST20E/JE20)
• ケーブルが抜けにくい

AT994E/JA994

・インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可
・パラレル/シリアル標準搭載
・シリアル拡張可(最大4ポート)
・ケーブル抜け抑止クランプ付

第８世代

さらに

Embedded OSの活用で
困りごとが解決！

(「J×」から始まるモデルはEmbedded OS搭載モデルです)

詳しくは、P.15をご参照ください。

Optane対応

© Epson Direct Corp. 2020

4

組み込み・機器制御 向け
機器制御

組み込み端末

PCIスロット・パラレルポートが必要なら

AT994E/JA994
310mm

・インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載可

POINT

長期間、安心してご利用可能
レガシーインターフェイスも装備
コンパクトな筐体で ミラーリングに対応
外付け電源スイッチ
ケーブルクランプで抜け防止

• 「変わらない筐体サイズ」
• 「様々な機器を制御」
• 「大切なデータを保護」
• 「組み込んでも電源ON/OFF」
• 「抜けにくいケーブル」
変わらない
筐体サイズ
2004年～
変わらない筐体
サイズ
*1

筐体サイズ継続
99mm

大切な
データを保護

様々な機器を制御

組み込んでも
電源ON/OFF

抜けにくい
ケーブル

外付け
電源スイッチ

ケーブル
クランプ

*2

シリアル:最大4基

・HD革命
DISK Mirror キット
(500GB HDDx2基)

パラレル:1ポート

PCIスロット:最大2スロット ・ハードウェアRAID
有線LAN:最大2ポート

(500GB HDDx2基)
(1TB HDDx2基)

(最大:オプション選択時)

※ オプション

※ オプション

195mm

より小さなサイズをお探しなら

66mm

45mm

ST190E/
JS190

インテル®
Core™ i7
プロセッサー
搭載可

*2

2016/5より
筐体サイズ
継続 *1

有線LAN 最大2ポート

筐体サイズ継続

(最大:オプション選択時)

シリアル 最大1ポート

© Epson Direct Corp. 2020

チップセット

RAID1

外付け
電源スイッチ

※ オプション

※ オプション

対応

ケーブル
クランプ
HDMI
抜け防止

*1 2020年8月現在、「筐体サイズ継続」マーク付きの機種は、現行または
後継モデルにて同一筐体サイズで2021年3月まで継続供給予定です。
*2 すべてのインターフェィスで同時に最大数搭載することは出来ません。
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液晶ディスプレイ一体型ソリューション
省スペースデスクトップ＋ディスプレイの組み合わせで、スペースの問題を解決

用途に応じてPC性能と
画面サイズ(17型～23.8型)を組み合わせられる
PC 本体

インテル® Core™
i3 プロセッサー搭載

ST40E

• ディスプレイ電源連動

狭いオフィスや店舗

• シリアルポート (オプション)

モニター

• LAN２ポート (ST190E オプション)
• 見たすっきりショートケーブル

17型

インテル® Celeron®
プロセッサー搭載

ST20E

POINT

19型

＋

組合せ可

18.5型ワイド
21.5型ワイド
23.8型ワイド

• 外付け電源スイッチ

タッチモニター

POINT

(オプション)

他社製モニター

学習支援

• ノートPCと同じ設置面積で
より大画面

インテル® Core™
i7 プロセッサー搭載可

ST190E

• ディスプレイ電源連動

POINT

• 外付け電源スイッチ (オプション)

光ディスクドライブも必要なら

見やすい角度に調
整できるスタンドに
PCを一体化
(ST190E
光ディスクドライブ
モデル用)

• 無線LAN (オプション)
• ケーブルが抜けにくい

POINT

• ケーブルが抜けにくい
• 埃吸引防止の吸気口用フィルター

狭い現場

(ST40E オプション)

• 動作温度0~40℃ (ST40E)

倉庫業務でラックなどに
PCを設置して使う現場

さらに

Embedded OSの活用で
困りごとが解決！

(「J×」から始まるモデルはEmbedded OS搭載モデルです)

詳しくは、P.15をご参照ください。
© Epson Direct Corp. 2020
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タッチ対応PC①

業務用に最適化！
豊富なオプションでますます使いやすく！

11.6型
業務用タブレット
TN40/JT40

• 高速PCIe SSD採用

POINT

在庫管理

(256GB以上にて対応)

• Windows Hello 顔認証対応
ログイン時のパスワード入力不要

・CPU：インテル®
Celeron® プロセッサー
・メモリー：4～16GB
・SSD：M.2 128GB～1TB
・質量 約1.1kg

店舗用POSレジ

• 手袋モード搭載
• 前面部のみ、 IP54に準拠
• バッテリ駆動：最大
●本体

据え置きで使いたい

専用ドッキングステーション

POINT

"バッテリーあり" モデル、
または、常時AC給電用途に応える
"バッテリーなし"モデルが選択可能

豊富な
インター
フェース

---------------------------------------------

●専用ドッキングステーション

背面
スッキリ

エプソンのレシート
プリンターとセットで
[タブレットPOS]に

受付検索端末

• ４段階角度調整機能
• 豊富なインターフェイス

4段階角度調整

USB3.0x4、HDMI、有線LAN、
シリアルポート x2

色んな使い方をしたい

さらに

スペーサー付属で安定したタッチ操作

用途を広げる豊富なオプション

• ACアダプタも背面に収納
• 見た目スッキリ背面カバー
POINT

• シリコンケース

オーダー端末

• 首掛けストラップ付き本体カバー
• 筆圧検知アクティブペン
各種 保護フィルム /
本体ケース・カバー

• アームスタンド/自立スタンド
ペン

各種スタンド

•

※

抗菌・ノングレア液晶保護フィルム

Embedded OSの活用で困りごとが解決！
(「J×」から始まるモデルはEmbedded OS搭載モデルです)

詳しくは、P.15をご参照ください。

© Epson Direct Corp. 2020

その他

機器制御、
医療向け
など
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タッチ対応PC②

タッチ入力業務を支えるタブレット・タッチパネルPC

10.1型 タブレット POSレジ、各種端末向け
TN21E/JE94

・インテル Atom® プロセッサー搭載

POINT

店舗用POSレジ

• 電源コネクタとUSBを分離
• 5GHz無線LAN
• ポート拡張ユニットでバーコード
リーダーやレシートプリンターに接続

在庫限り品

• スタンド (オプション)

エプソンのレシート
プリンターとセットで
[タブレットPOS]に

POINT

オーダー端末

• 水はね汚れの影響を軽減
シリコンケース
• 液晶保護フィルム (オプション)

より多くの機器に
接続したい

スタンドやアームに
取り付けたい

• 有線LAN

POINT

(ポート拡張ユニット利用)

• 専用スタンド

ポート拡張ユニット
本体と接続すると
・USB3.0x3
・有線LANx2 まで拡張可

タブレット用スタンド
タブレット用アームスタンド

• ファンレス・ゼロスピンドルで長期安定稼働

POINT

• スタンドやアームで設置自在

受付検索端末

生産ライン管理､
計測器制御端末
さらに

Embedded OSの活用で
困りごとが解決！

(「J×」から始まるモデルはEmbedded OS搭載モデルです)

詳しくは、P.15をご参照ください。
© Epson Direct Corp. 2020
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タッチ液晶一体型ソリューション
省スペースデスクトップとタッチ液晶の一体型で、入力業務をスマートに実現

箱から出してすぐに設定できる！
モニターとPCを工場で組み上げて出荷
本体4モデル + モニター3種から選べる

インテル® Celeron®プロセッサー搭載 ST20E

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載 ST40E

21.5型
タッチ液晶

・21.5型

• 豊富なI/Fでバーコード
リーダーやカードリーダーに
簡単接続

店舗用POSレジ

POINT

インタラクティブサイネージ

• 画面サイズを選べる

• 有線LAN含め豊富なI/F

大画面で広く見やすい

POINT

• 無線LAN対応 (オプション)
• 画面サイズを選べる

インテル® Celeron®プロセッサー搭載 ST20E

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載 ST40E

15.6型
タッチ液晶

• 4K30Hzの出力対応 (ST40E)

受付検索発券端末

・15.6型

視認性と操作性の
ベストバランス

インテル® Celeron®プロセッサー搭載 ST20E

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載 ST40E

• 有線LAN含め豊富なI/F
• 画面サイズを選べる
11.6型
タッチ液晶

さらに

・11.6型

Embedded OSの活用で
困りごとが解決！

(「J×」から始まるモデルはEmbedded OS搭載モデルです)

省スペースで設置ができる

※ Embeddedモデルも選べます

POINT

詳しくは、P.15をご参照ください。
© Epson Direct Corp. 2020
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高性能モデル①

Endeavor史上最高峰のフラッグシップPC
POINT

ワークステーションに匹敵する
インテル® X299 チップセット
搭載

最大18コア36スレッド
(LGA2066 / TDP165W)
最大4.6GHz(Turbo Boost)
高速ストレージ(PCI-Ex Gen3)

インテル® Core™ プロセッサーの最上位モデル
インテル® Core™ i9-10980XE プロセッサー
エクストリーム・エディション 搭載可能

メモリー最大256GB(Non-ECC)
転送速度 最大91.6GB/s*1

メモリースロット 8基搭載
クアッドチャネルメモリー

*1 理論値。装着するスロット、枚数に
より変動します。

最新世代のNVIDIA
GeForce RTX シリーズをラインアップ
RTX2080Ti

Pro9000
インテル® Core™ Xシリーズ搭載。
高機能だけじゃない、信頼性と
使いやすさにもこだわりぬいた
Endeavor最高峰モデル

選べる高速ストレージラインアップ
インテル® Optane™ SSD
PCI Express x4対応 M.2 SSD
HDD＋インテル® Optane™ メモリー

インテル® Optane™ メモリー

Pro専用のツールフリー機構
フロント
ベイ

ドライブ
ベイ

拡張
スロット

ケース
ファン

用途に合わせて、
GeForce ：RTX 2080 Ti まで
Quadro ：RTX 4000 まで
選択可能
インテル® Optane™ SSD x1
M.2 SSD
x2
HDD/ 2.5” SSD x6
RAID1/RAID10 も選択可能
工具なしで、ドライブ、拡張ボード
が交換可能。ケースファンも工具
なしで取り外せてメンテナンスも楽々
※本体横置きも対応

 ワークステーションに匹敵する性能で、シミュレーションの解析や、CG作成のレンダリング、4K/8K動画の編集において
処理の高速化、アウトプット時間の短縮による研究・開発等の業務効率の向上におすすめです。
© Epson Direct Corp. 2020
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高性能モデル②

最新性能と信頼性で高付加価値業務の生産性を向上
POINT

• 高性能NVIDIAビデオ対応
・OpenGL系
Quadro RTX 4000まで
・3D描画系
GeForce RTX 2080 Tiまで

高いパフォーマンスとミドルタワー並の拡張性を両立

MR8300

・インテル® Core™ i9
プロセッサー搭載可能
最大10コア20スレッド

• インテル® Core™ i9 プロセッサーは
10コア/20スレッド、Ｋ付きまで対応

・使いやすさを継承
ストレージ交換が簡単な
フロントアクセスモデル

NEW
第10世代

省スペースな高性能モデルを
お探しなら

MR4800E

・第9世代 インテル® Core™ i5
プロセッサー搭載可
・最大64GBメモリー/ストレージ
最大2基/RAID1対応
・GeForce GTX 1050 Ti
Quadro P1000 搭載可

CAD・CG設計、Web
デザイン、ゲーム開発など

• メモリー最大128GB

・80 Plus Gold認証を
取得した高効率電源を
搭載

構造解析・シミュレーション
など科学技術計算

• ストレージを簡単に交換できる
フロントアクセス

・静音ファン(オプション)により
高負荷時の騒音レベルを
低減

• PCI Express x4を2スロット搭載し
拡張性向上
• エプソン品質で高信頼性を担保

高性能を
持ち歩きたいなら

→ エプソン製品のこだわり P.21

高解像度サイネージの
データ処理機器制御など

NJ7000E

• 第9世代インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可
• GeForce RTX 2060 標準搭載
• M.2 SSD2基、RAID1対応
• NTSC72%液晶パネル
• 英語キーボード、バックライトキーボード
選択可

© Epson Direct Corp. 2020
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タワー型エントリーサーバー
エプソン初のXeonプロセッサーを
搭載したエントリーサーバー

• 高性能なインテル® Xeon®
E-2124G プロセッサー 搭載

POINT

重要なデータを保管する
ファイルサーバーとして

• 高信頼性 ECCメモリー 搭載
• 8~32GB ECC / Non-ECC

(インテル® Celeron® プロセッサー選択の場合も
ECCメモリ使用可能)

• ストレージ
• 最大24TB
• RAID1対応
(ソフトウェアRAID/ハードウェアRAID)
• OS
• Windows Server 2019 Standard
• Windows Server 2019 Essentials
• OSなし

SV1000
SOHO・中小企業（30名クラス）向け
エントリーサーバー

標準で3年間無償保守
3年間の翌営業日訪問修理が標準保守となりま
す。ご要望に応じて最長6年間の訪問修理がお
選びいただけます。

業務アプリケーションを
動作させるサーバーとして

• 24時間365日5年間稼働を想定した高耐久設計

さらに！

エプソンのサーバーは・・・

POINT

最短2日出荷
ユーザー直送にも対応し、1週間以内に機器設置も
可能に。
キッティングBTOに対応
お客様の指示に基づいた各種設定を代行し、お届け
後のセットアップ時間を削減。
© Epson Direct Corp. 2020
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オフィス向け(デスクトップPC)
スタンダード
AT994E

シンプル
AT10

継続供給と低TCOで安定したオフィスワーク環境を提供

柔軟カスタマイズの
ビジネス向け主力モデル
・インテル® Core™ i7 プロセッサー
搭載可
・ストレージ最大2基搭載可
・ハードウェアRAID1対応(オプション)
・デュアル有線LAN対応(オプション)

シンプルなスタンダードモデル

短納期 ＆ 買った後も安心

• 短納期だけでなく、日にち指定・時間帯指定も可能
• お預かり・訪問ともに最長6年の安心定額保守
• 低TCOで保守費用を予算化
• デスクトップ3年保守なら1ヶ月あたり125円～

継続供給で安定したオフィスワーク環境を提供
• 同一モデル1～2年の継続供給

導入時の面倒なセットアップを代行

・インテル® Core™ i5
プロセッサー搭載
・メモリーは8GBまで搭載可能

• キッティングBTOサービスでお手伝い（詳細はP.32）

省スペース
ハイパフォーマンス
MR4800E

POINT

一段上の性能をスリム
デスクトップの筐体で実現する、
ハイエンドモデル

ST190E

・インテル® Core™
i7 プロセッサー搭載可

スペースが限られるオフィスでは
省スペースデスクトップも活躍

ST40E

・インテル® Core™
i3 プロセッサー搭載可

• 第9世代インテル® Core™ i5
プロセッサー 搭載可
• 3D系/CAD CG系のビデオボード
装着可(オプション)
• ストレージ最大2基搭載可
• VGA,DVI-D,HDMIの3画面同時
出力可能
© Epson Direct Corp. 2020
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オフィス向け(ノートPC)

ハイエンド・スタンダード・モバイルのノートPCラインアップで働き方改革を支援

ハイエンド

デスクトップ性能を持ち歩く
ハイエンドノートPC
NJ7000E

・第9世代インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載可
・GeForce RTX 2060 標準搭載
・M.2 SSD2基、RAID1を選択可能
・NTSC72%液晶パネル
・英語キーボード、バックライトキーボード
選択可能

スタンダード

カスタマイズできる
スタンダードノートPC

• ぎらつかないノングレア液晶
• VGA/HDMI出力（NJ7000EはHDMI/Mini Dp）
• 作業効率を考えたキーボードレイアウトとキータッチ感
• 有線LAN標準装備
• バッテリーパック交換可能
• セキュリティー機能と電源管理 & シンプルなデザイン

短納期 ＆ 買った後も安心

NJ4300E

・インテル® Core™ i5 プロセッサー
搭載可
・メモリーは4~32GB 搭載可
・HDとFHDから選べる
・ディスプレイ出力にVGAとHDMIの
2系統を標準搭載
・PCI Express x4対応のM.2 SSDで
高速アクセスを実現

モバイル

エプソンのノートPCは「ビジネス仕様」

POINT

約1.1kgの軽量ボディ。
RAID1も対応したモバイルPC

• 短納期だけでなく、日にち指定・時間帯指定も可能
• お預かり修理、訪問修理ともに最長6年の安心定額保守
• 低TCOで保守費用を予算化。
ノートPC3年保守なら1ヶ月あたり183円~

導入時の面倒なセットアップを代行
• キッティングBTOサービスでお手伝い

NA520E

・インテル® Core™ i7 プロセッサー
搭載可
・バッテリー取り外し可
・背面にLAN/VGA/HDMIを配置
・天面にマグネシウム合金採用
© Epson Direct Corp. 2020
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Embedded OSでビジネスを効率化
こんな困り事はありませんか？

Embedded OSなら

Windows10は頻繁に機能アップデートするため、
都度システム評価や変更が必要で・・・
↓
半年ごとに再評価なんてやりきれない！

• 機能追加の大きなアップデートが適用されない
• 長期供給ができる

(リリースから最長10年間)

Embedded OS

供給期限

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

2028年10月31日

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

2026年7月31日

メンテナンス・トラブルの低減
Embedded OSモデルなら、1台から 見積・注文できます。その他のモデルは、キッティングBTOで 20台から 見積・注文が可能です。

こんな用途に！

組込み端末

サイネージ

© Epson Direct Corp. 2020
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Embedded OSでビジネスを効率化
特定用途向けのWindows 10
一般向けの「Home」や「Pro」と異なり、受付端末やPOS、工場の生産ラインなど、特定用途の端末での
利用を想定し、強固なセキュリティーや長期サポートを提供するのが「Windows 10 IoT Enterprise」です。

Windows 10 IoT Enterpriseって何？下記URLで詳しくご覧いただけます。
https://shop.epson.jp/pc /emb/

© Epson Direct Corp. 2020
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日本品質・国内生産 モノづくりへのこだわり
私たちは、「パソコンをビジネスで使われる日本のお客様の期待や困りごとを商品やサービスに反映し、お客様とともに末永く成長するメーカー」に

なりたいと考えています。そのためには、品質に裏付けられた 信頼性と安心感 が必要です。
40年以上続いてきたエプソンのモノづくりへのこだわり、「日本品質・国内生産」のDNAは、今も当社の技術者たちに引き継がれています。

当社フラグシップモデル 「Endeavor Pro9000」の場合
商品企画

• ケースもマザーボードもオリジナル設計
企画の段階から部品配置、エアフローなどパフォーマンスや信頼性に影響のある熱対策をしっかりと対応。
だから、他社のような追加のFANやグリスの塗布等の熱対応は不要です。
• ストレージのフロントアクセス機構、埃対策、フロントI/Fの配置など、使い勝手にもこだわっています。
• BIOSメニューも当社専用。お客様からの声を反映し、FANコントロールの設定変更を可能にしたり、
起動時にエプソンロゴを表示させないようにもできるなど工夫しています。

部品選定

• 信頼性に深く関係する「電源ユニット」のアルミ電解コンデンサは、日本メーカー製105℃品のみ限定採用しています。
• 電源やビデオボード、CPU冷却に「2ボールベアリング」など信頼性・耐久性の高いファンのみ採用。高負荷の継続
使用で異音や回転軸の焼き付きなど動作不良を起こすことのある、安価な「スリーブ」ファンは使用しておりません。
• メモリーモジュールは100%「金メッキ」端子品。リテール品に使われることがある「金フラッシュ」品の約10倍のメッキ厚で、
接触抵抗の増加による波形のなまりや動作不良を防いでいます。

製品評価・規格対応

• 最大4億通りのすべての組み合わせを、メーカーとして保証する経験とノウハウが当社にはあります。
• VCCI Class B・高調波などの自主規制・ガイドラインに対応。お客様のオフィス・現場で他の機材への影響を防ぎます。

変動管理

• マザーボードに使われるチップセットのリビジョン、HDDやSSDのファームウエアのバージョン。型番が同じでも、これら
リビジョン・バージョンの違いが思わぬ障害を引き起こすことがあります。リテール品では同じとされることの多いこれら
リビジョン・バージョンを、当社は量産工程で全数チェックし、不慮の障害を未然に防ぎます。

© Epson Direct Corp. 2020
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小回りがきく、エプソンのキッティングBTOサービス
こんな困り事はありませんか？

エプソンが解決します

PCをまとめてオフィス・現場に導入したいが、
ソフトのインストールやOS・IPアドレスの設定、
MACアドレスの管理や台帳作成、ラベルの貼付など・・・

エプソンのキッティングBTOサービスなら

PC導入時の面倒な設定・設置作業を幅広く代行
• HDDカスタムイメージの作成、インストール
• Windows Embedded インストール
• 復旧用バックアップ作成代行 ＆ バックアップメディア提供
• BIOS/UEFIの設定変更
• 個別ネットワーク設定
• ラベル作成、貼付
• 管理台帳作成代行 など

↓
工数がかかる作業が多くてやり切れない！
箱から出してすぐ使いたい。
１台ごとに添付品がついてくる。

↓
添付品は要らない／まとめて別に納入して欲しい。
これから1年かけてオフィスのPCをリプレース。
月3~5台ペースだけど全部に同じ設定が必要。

↓
小ロット・分割納入でも、作業を代行して欲しい。
自社の機器にPCを組み込んで使いたいが、
設定やフィルム・ラベルの貼付など、予備組立作業が面倒。

↓
工程の生産性を上げたい！

添付品の変更や添付品の別梱包一括納品、
お客様支給の別品の同梱などにも対応

小回りがきく対応でお応えいたします！
• ご利用は20台からですが、
分納 や 20台未満の場合 もご相談に応じます。
•

標準サービスにない内容の作業でも、
ご要望の見積もり・対応に応じます。
お気軽にご相談ください！

© Epson Direct Corp. 2020
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最長6年! ご購入後も安心の保守サービス
■ おすすめ！ 定額保守サービス

・カスタマイズ可能な年間保守契約(1,3,4,5,6年間)
・「出張保守」、「持ち込み保守」、「引き取り保守」より選択可能
・土日、夜間も対応可能な「特別対応保守メニュー」もご用意
・迅速な修理で仕事ストップが最小限
・低TCOで保守費用を予算化できる
・他エプソン製品との同時契約・同時保守対応可能

■ 出張保守での例
標準
出張保守対応時間
対応時間(目安)

月～金 9:00～17:30
基本は翌営業日
(部材なしなどの場合除く)

特別対応保守メニューでの例
(追加有料)
最大24時間・365日までの対応
翌営業日、一部当日対応も可能

※ 対応時間は、交通事情・パーツ状況により、遅延する場合があります。
※ 上記時間は「目安」であり、対応をお約束するものではありません。対応時間については、別途特別対応保守メニューでご相談致します。

個別商談・お客様専用の特別保守メニューのご相談にも応じます。

修理部材の拠点配備などで翌日訪問修理や24時間・365日の対応もご要望により検討致します。
© Epson Direct Corp. 2020
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事例紹介
株式会社クラウドポイント 様
サイネージ
導入製品：
省スペースPC

導入製品：
省スペースPC

AT994E

導入製品：
高性能PC

計測機器制御
導入製品：
タブレット

導入製品：
省スペースPC

ST180E

MR8000

導入のポイント
・ストレスのないCAD環境を実現する、ハイエンドPC
・基本性能の高さ、柔軟な使い勝手も魅力
・国内ブランドならではの安心感と柔軟なカスタマイズ性

関西ペイント株式会社 様

TN21E

熊本県人吉市立中原小学校様
文教・教育

導入のポイント
・様々なデジタル機器の接続に対応するインターフェース
・柔軟なサポートに、価格を超えたメリットを実感
・プロのニーズに応える基本性能、処理能力

AUGIjp 様
CAD設計、
デザイン

Embedded OS

導入のポイント
・原因の切り分けが困難な不具合もサポート
・厳しい環境にも対応した安定性、画像処理能力
・小型でデザイン性の高い筐体、豊富なオプション

株式会社キタムラ 様
受付・検索・発券

ST40E

Embedded OS

導入のポイント
・キッティングBTOでエンドユーザーがすぐに使える状態で納品
・USB Type-Aや独立電源など充実したインタフェース
・Windows Embedded OSで不要なアップデートを防ぎ
安定稼働を実現

ST190E

導入のポイント
・省スペースと性能により授業のリズムを妨げない
・ワイヤレス接続により先生と生徒がアイコンタクト
できる授業を再現
・一括導入が可能なコストと機能のバランス

株式会社ジェイメック 様
医療検査
機器制御
導入製品：
高性能ノートPC

一般オフィス用途
導入製品：
省スペースPC・ノートPC

AT993E

NJ4100E

導入のポイント
・保守コストも含め、TCO削減を実現
・急なニーズにも対応可能な短納期
・柔軟なサポートで運用負荷軽減を支援

岐阜車体工業株式会社 様

導入製品：
タブレット

NJ6100E

導入のポイント
・ハイスペック、かつ高いコストメリット
・高い信頼性と、迅速なサポート
・自社アプリの動作を妨げない、シンプルな構成

株式会社 ガモウ 様

工場ライン制御

ST40E

TN21E

Embedded OS

導入のポイント
・ACコネクターやUSB Type-Aなど必要なインタフェース
が揃っている
・スタンド類やシリコンケースなど豊富な純正オプション
・国産メーカーならではの安心と製品の安定供給

これらの事例の詳細やその他のご採用事例をWEBでご紹介しております。下記URLからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
https://shop.epson.jp/pc /casestudy/
© Epson Direct Corp. 2020
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最長
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