Windows 7 の延長サポートは2020年1月14日に終了
2020年1月14日以降はマイクロソフトよりWindows 7のセキュリティ更新プログラムの提供が
行われなくなるため、更改ができない端末はセキュリティに関するリスクが懸念される。
2018

マイクロソフトの
Windows 7 サポート期間

2019

2020

2021

2022

2023

2024

延長サポート
有償サポート

＊マイクロソフトは延長サポート終了後、3年間の有償サポート(Windows 7 Extended Security Updates)を提供

サポート終了OSにおけるセキュリティリスク
新たな脆弱性に対する攻撃が防御できない
マイクロソフトのサポートが受けられない
脆弱性を突いた攻撃

サポート終了OS

脆弱性を突いた攻撃による不正侵入やマルウエア感染などの
セキュリティリスクの顕在化
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トレンドマイクロのセキュリティ、
Windows7の延命をしたい場合、どれがおすすめなの？
機能一覧
クライアントウイルス対策
サーバーウイルス対策
ファイアウィール
スパイウェア対策
Webレピュテーション
MacOS対策
スマートフォン対策
VDI環境での最適化機能

① ウイルスバスター
ビジネスセキュリティ
サービス
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

② ウイルスバスター
ビジネスセキュリティ
〇
〇
〇
〇
〇
〇

③ ウイルスバスター
コーポレートエディション
Plus

④ Client/Server
Suite Premium

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

脆弱性対策 「仮想パッチ」

〇

アプリケーションコントロール
EDR連携
情報漏えい対策機能
URLフィルタリング
スパムメール対策

〇
※オプション可
※オプション可

〇
〇

※オプション可
※オプション可

〇
〇

Windows7の延命対策があるのは Client/Server

Suite Premium のみ！

脆弱性対策機能の「仮想パッチ」で解決!!
2024年1月31日迄サポート対応

リモートから脆弱性を悪用した攻撃を仮想パッチにより検知・ブロック
最新バージョン（Apex One）で強化されたエンドポイントにおけるセキュリティ機能の一つとして同一エージェントで、
OSやアプリケーションの脆弱性を突く攻撃パケットを検知・防御することができます。
✓ 適用する侵入防御ルールをパフォーマンス or セキュリティモードで選択可能、個別にチューニングすることも可能
✓ 仮想パッチにおけるネットワークエンジンを『インライン』 or 『タップ(検知のみ)』に設定することが可能
✓ Apex Centralにて仮想パッチパターンを更新、ポリシーの配信
管理コンソール

Apex Central

仮想パッチ
ポリシー配信

クライアント管理
侵入防御ルール適用

Apex One サーバー

Apex One クライアント

お問い合わせは 営業担当まで ご連絡ください。
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イチオシ

マウスコンピューターのおすすめPC
マウスコンピューターのおすすめ

14型 Thin&Light ノートパソコン

m Book X400シリーズ
mm-Book
X400
筐体サイズは従来品13.3
筐体サイズは従来品13.3型並ながら、14型の液晶パネルを採⽤し表⽰操作性の向上
筐体サイズは従来品
13.3型並ながら、14型の液晶パネルを採⽤し表⽰操作性の向上
13.3型並ながら、
型の液晶パネルを採⽤し表⽰操作性の向上
【軽量】約1.1kgかつ【携帯】約14時間のバッテリー駆動
優れた実⽤性「HDMI」「有線LANポート」「USBポート3つ」「ケンジントンロック」
⽤途に応じ選べるラインアップ ●Core i7モデル ●Core i5モデル

MousePro-NB3シリーズ(13.3型)が、ロングセラーモデルとして躍動した理由
それは、性能・価格・充実したインターフェイスポート(HDMI/RJ-45/USB)を実現し、
さまざまなビジネスシーンでの必須要件を満たしていたため

X400でmouseのモバイルが新しい1ページを切り開く
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イチオシ

m-Book X400シリーズ
m-Book
X400
m-Book X400シリーズ ラインアップ

型番

1906MB-X400S-PRO-QD

型番

1906MB-X400H-PRO-QD

商品コード

JH61O00017

商品コード

JH61O00018

OS

Windows 10 Pro 64ビット

OS

Windows 10 Pro 64ビット

CPU

Core i5-8265U

CPU

Core i7-8565U

メモリ

8GB

メモリ

8GB

SSD

M.2 256GB

SSD

M.2 256GB

保証

1年ピックアップ

保証

1年ピックアップ

参考標準価格︓¥105,600

参考標準価格︓¥120,600

ご提供価格

ご提供価格

¥109,000

¥96,000

※台数限定のキャンペーン商品となります

※台数限定のキャンペーン商品となります

記載の⾦額は税抜価格となります。

マウスコンピューターのパソコン おすすめPOINT

モニターの購⼊をご検討のお客さま
ぜひIIYAMAブランドをご検討ください︕

納期のご確認は弊社担当営業までご相談ください

13

Lenovoの
Lenovo
のTV
TV会議システム

ThinkSmart Hub 500

⼩規模会議室のために専⽤に設計されたオンライン会議専⽤デバイス

会議室外部との接続が考慮されていない
パソコンから遠隔会議参加の場合⾳質に不安
参加者からのコンテンツ共有が難しい

こんな悩みを解消
シンプルで直感的

直感的なインターフェースのタッチスクリーンに触れるだけ

クリアなコミュニケーション

⾼性能
⾼性能360°全周マイク・スピーカー搭載で
遠隔地とのコミュニケーションのストレスをなくします
ThinkSmart Hub 500
for Microsoft Teams

ThinkSmart Hub 500
for Zooms Rooms

型番

10V50001JE

10V50006JP

商品コード

IB1PR18080

IB1PP90030

ご提供価格

¥163,900

¥218,900

商品名

記載の⾦額は税抜価格となります。

製品詳細はこちらまで

https://www.lenovo.com/jp/ja/vr-smartdevices/smart-office/thinksmart/Hub-500/p/11SP1TSH500

14

ユタカ電機 おすすめ商材
ポータブル蓄電システム（ESS-P1S1）
商品コード︓YD71001250
ご提供価格

3⽉

末ま
で

特価

販売

中︕

¥445,500

記載の⾦額は税抜価格となります。

380mm

LCD表⽰でバッテリ状態が⼀⽬で
確認可能︕

出⼒はAC100Vコンセント２⼝。
合計800W迄出⼒可能︕

550mm

250mm

重量︓約38kg

主な特⻑

・容量は余裕の2kWhのリチウムバッテリを搭載
・⼯事不要で簡単設置
・屋内専⽤１０年機能保証付き
ポータブル蓄電システムで出来ること
＜例えば・・・＞
デスクトップパソコン
使⽤可能時間 8.5時間
消費電⼒ 200W

液晶TV
使⽤可能時間 17時間
消費電⼒ 100W

スマートフォンでは
10台同時充電なら２５回
合計２５０台充電可能
1台当たりの充電を約1時間(約30%)として
※5Wタイプ充電器の場合
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働き⽅改⾰をスマートに

薄型マウス

FLEXUS

記載の⾦額は税抜価格

・持ち運びに便利な厚さ26mm

スペック

型番

・⽶国MIL規格準拠の耐衝撃ボディ
・プレゼンテーションモード搭載で
パワーポイントのスライド操作可能
・操作⾳が気にならない静⾳設計

商品コード

ノーマル/ブラック

BSMBW330NBK

MK35075860

ノーマル/シルバー

BSMBW330NSV

MK35075870

ジオメトリー/ブラック

BSMBW330GBK

MK35075880

ジオメトリー/シルバー

BSMBW330GSV

MK35075890

ご提供価格︓

¥2,640

コンセント付き USB充電器
・旅⾏や出張先などでコンセントが
1つしかなく、複数のデバイスの
充電が同時にできない悩みを解消
・プラグ部分が180°回転
本体に収納でき、持ち運びに便利
スペック

型番

商品コード

USB×2/コンセント×2/ブラック

BMPA24TP2BK

MK35076000

USB×2/コンセント×2/ホワイト

BMPA24TP2WH

MK35076010

USB×3/コンセント×2/ブラック

BMPA36TP3BK

MK35076020

USB×3/コンセント×2/ホワイト

BMPA36TP3WH

MK35076030
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ご提供価格︓

¥3,100

株式会社 六甲商会

Windows®7 は
まだ手に入ります！
あなたのお悩み解決します！
Win 7でしか動かないシステムがあり
Win 7搭載PCが欲しい・・・

将来の保守用に
PCを在庫したい！

ロジテックでは

Windows® 7 Professional for Embedded System
を搭載した特定⽤途向け端末を

2022年3⽉31⽇まで
継続供給致します。

※

ご注意︓本端末は汎⽤的な使⽤はライセンス上、許可されておりません。
詳細は裏⾯をご参照ください。
※供給期間はモデルによって異なります。詳しくはWebでご確認ください。
また、諸処の事情により変更になる場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願いいたします
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スリムデスクトップ端末

耐衝撃タブレット

電⼦機器制御／インターネットカフェ／映像編集
製造ライン制御／画像処理装置

製造品質管理／⼯程管理／倉庫内の在庫管理
⼊出庫管理／ビル・建物の設備点検

LC-6DS52シリーズ
LC

LT-WMT10Lシリーズ

2022年3⽉31⽇まで⽣産予定
2022

2020年3⽉31⽇まで⽣産予定

▶サーバー⽤で定評の
SuperMicro製マザー採⽤
▶幅96mmスタイリッシュな
デスクトップ

▶防塵防滴設計（全⾯IP65）
▶-10℃〜50℃対応
▶⼿袋モード搭載

mini BOX ⼩型端末

タッチパネル端末

デジタルサイネージ／アプライアンスサーバ
⼯程管理／データロガー

POS／受発注端末／⼊退室管理

LB-JB15シリーズ

LT-J3151シリーズ

2020年12⽉31⽇まで⽣産予定

2019年12⽉31⽇まで⽣産予定

▶FANレス仕様
▶⼩型筐体に豊富な
インターフェース搭載

▶防塵防滴設計
（前⾯IP65/背⾯IP41）
▶抵抗⽪膜⽅タッチパネル搭載

■Windows® 7 Professional for Embedded Systemをご検討されている方へ
Windows® 7とまったく同じOSとなります。マイクロソフト社の情報に下記記載があります。
●Windows Embedded Enterprise の製品紹介ページ
「delivering full Windows application compatibility」 ⇒ 「完全なWindowsアプリケーションの互換性を提供」
●Windows Embedded Enterprise製品紹介ブリーフ
「Windows Embedded Enterprise brings the full functionality of the popular Windows」
⇒ 「Windows Embedded Enterpriseは一般的なWindowsのすべての機能をもたらします」

※ OSはWindows® 7 Professional for Embedded Systems です。本OSは特定用途向け専用OSの為、汎用的な使用はライセンス上許可されていません。
※ 特定用途とは、KIOSK端末、医療用端末、サイネージ端末、企業内における業務用端末（帳票、在庫管理、FAX、プリンタServerなど）などを指します。
※ Microsoft Officeをインストールした汎用的な使用は許可されておりません。ただし、搭載したアプリケーションをサポートする目的に、例えば表計算orグラフ化が必要で
あれば、Excelを使用することができます。

お問い合わせ先

エレコム株式会社

http://www.elecom.co.jp

ロジテック株式会社

（株）六甲商会まで
株式会社 六甲商会

http://www.logitec.co.jp

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや欠落があっても
エレコム株式会社、ロジテック株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は
予告なしに変更されることがあります。
本ドキュメントは、作成日現在の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン
アップ等により、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。
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IPS

IPS

IPS

IPS

IPSパ ネル

16対 9
Comfort View

縦 横 90 度 回 転
/ ⾼さ調整 付

DP 1.2（ケーブル 同 梱 ）
HDMI 1.4
USB Type C（ケーブル 同 梱 ）
USB 3.0

接続端⼦ 同梱ケーブル

応答速度

Comfort View

縦 横 90 度 回 転
/ ⾼さ調整 付

DP1.4（ DP- DPケーブル 同 梱 ）
HDMI 1.4
USB Type C（ケーブル 同 梱 ）
USB 3.0

接続端⼦ 同梱ケーブル

IPSパ ネル

16対 9

USB-C 曲⾯モニタ－

Comfort View

縦 横 90 度 回 転
/ ⾼さ調整 付

34イン チ

プレミアム パ ネル 保 証

良 品 先 出サービス

IPSパ ネル
Infinit yEdge

応答速度

5ms

21対 9

10億 7,000万 ⾊

最⼤表⽰⾊

ア スペクト⽐

3,440＊ 1,440

解像度

モニターの特徴

USB Type-Cは 90Wまで給電可能です。

Comfort View

⾼さ調整 付

横⻑の曲⾯⼤画⾯により、デュアルモニター代わりの利⽤にも最適。

⾼⾳質スピーカを備えた WQHD⾼解像度

良 品 先 出サー ビ ス

31.5 イン チ

10億 7,000万 ⾊

最⼤表⽰⾊

モニターの特徴

ア スペクト⽐

プレミアム パ ネル 保 証

5ms

応答速度

3,840＊ 2,160

解像度

圧倒的に美しい画像表⽰が可能。

DP 1.2（ DP-DPケーブル 同 梱 ）
HDMI 2.0（ケーブル 同 梱 ）
USB Type C（ケーブル 同 梱 ）
USB 3.0

接続端⼦ 同梱ケーブル

DP 1.4（ DP-DPケーブル 同 梱 ）
HDMI 2.0
USB Type C（ケーブル 同 梱 ）
USB 3.0

接続端⼦ 同梱ケーブル

90Wまで給電可能な USB Type-C端⼦を搭載。
4辺極細ベゼルの 31.5インチ4Kモニター 4K解像度＋ Display HDR 400対応で

30 インチ以上の⼤型モニターは↓

プレミアム パ ネル 保 証

5ms

良 品 先 出サービス

27イン チ

16対 9

IPSパ ネ ル
Infinit yEdge

2,560＊1,440

1,677万 ⾊

最⼤表⽰⾊

解像度

ア スペクト⽐

モニターの特徴

4辺全てが超極 薄のベゼルを持ち IPSパネルと99% sRGB 対応で鮮明な画像表⽰が可能。 デ
ュアルモニター時にも最適な WQHD解像度 27インチハイエンドモニター。
USB Type-Cは 65Wまで給電可能です。

良 品 先 出サー ビ ス

23.8 イン チ

1,677万 ⾊

最⼤表⽰⾊

モニターの特徴

ア スペクト⽐

プレミアム パ ネル 保 証

5ms

応答速度

1,920＊1,080

解像度

充電も可能。

他にもさまざまな周辺機器をご⽤意しております。

お問い合わせは

営業担当まで︕︕

りする場合があります） ●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。 ●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。
（http://www.dell.jp/softwarejp） ●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom 、
Intel Atom Inside 、Centrino 、Centrino Inside 、Intel Core Core Inside 、Celeron 、Celeron Inside 、Pentium 、Pentium Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporationの商標です。 ●Microsoft 、Windows 、Windows 7、Ofice ロゴ、Outlook、Excel、
PowerPoint 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。 ●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購⼊を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。
●本カタログに記載の価格は2018年8⽉6⽇時点の参考価格です。記載されている内容・外観（モニタを含む）・価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。

前振込/ クレジットカードをご選択された場合、ご⼊⾦が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。掛売りでのお⽀払⽅法をご選択された場合、お客様からの正式注 ⽂ 書を受付けた時点より、⽣産⼿続きを⾏います。
（弊社による与信審査の結果によっては 受注をお断

クターランプ等、の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料およびご⼊⾦時の振込⼿数料はお客様のご負担とさせて頂きます。 ●お⽀払は、現⾦振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。 ●お⽀払⽅法が現⾦

●製品の購⼊には当社の販売条件（

http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms_corp）が適⽤されます。 ●製品は、正式受注後、通常約10⽇〜2週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受
注⼿続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。） ●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購⼊された場合、納品⽇より10⽇以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェ

¥136,200

標準価格

（税抜・送料込）

¥140,600

標準価格

（税抜・送料込）

¥87,800

標準価格

（税抜・送料込）

¥35,000

標準価格

縦横回転・⾼さ調整機能を搭載し3辺スリムなベゼルの 23.8インチモニター。
65Wまで給電可能な USB Type-C端⼦を搭載し、USB Type-C対応ノートPCと簡単にケーブル 1本で接続し

ご利⽤環境に合わせてお選びください。

お⾒積もりをご希望でしたら、お気軽にご相談ください。

U3419W

U3219Q

U2719DC

P2419HC

株式会社 六甲商会

ノートPCにも給電可能なUSB-TYPE C対応で
弊社オススメのモニターをご紹介させていただきます。

Dellおすすめのモニターのご紹介
For USB-TYPE C対応
株式会社 六甲商会

お問合せは

営業担当まで︕︕

・デジタルハイエンドシリーズおよびプロフェッショナルシリーズ、
AWシリーズ+S2419HGF/S2719DGFに適⽤

・パネル状に輝点ピクセル⽋陥が1つでも⾒つかった場合に
無料で代替品に交換（⿊点は除く）

★プレミアムパネル保証★

・対応時間︓午前9時から午後9時まで

・全モデルに標準3年保証を適⽤
（4年⽬以降の保証に関してはDellに要相談）

・故障発⽣の場合、まず先にデルからお客様へ良品を
お送りしたうえで、後⽇不良品をお引き取り。

★翌営業⽇先出 交換サービス保守★

３、幅広いラインナップ＋充実のサポート︕
23.8インチ〜49インチ⼤画⾯サイズまで幅広いサイズのUSB Type-Cモニターをご⽤意。

ノートPCのUSBポートを使わずにマウスやヘッドフォンなどの周辺機器が利⽤可能。

２、ノートPCはスマートに︕USB機器はモニタ側で。
ケーブル1本でモニター側のUSBポートスロットも利⽤可能に。

対応ノートPCのACアダプタ無しでもバッテリー残量を気にせず快適な業務が可能に︕
（法⼈向けモニターは65W〜100Wまで給電可能）

１、ケーブル削減による作業効率UPを実現︕
ケーブル1本でモニターへの出⼒と対応PCへの給電をサポート。

メリットとサポート体制のご案内

USB-TYPE C対応Dellモニター

企業の信頼を守る︕確実な情報漏えい対策にはこの１台︕
PC／サーバ搭載ハードディスクのデータ消去は万全ですか︖︖

ご相談は
株式会社 六甲商会まで

問い合わせ
多数

磁気データ消去装置 マグワイパー
記録メディアの⼤容量化とシステムの多様化により
到来したビッグデータ時代、重要なデータの⼊った
⼤量のハードディスク廃棄には⾒直しが必要です︕︕
企業は、コンプライアンスを遵守しつつ、情報漏えい
対策強化にあたらねばなりません。
MagWiperが以下のお悩み事解消に貢献します︕

コンプライアンス対策
GDPR対策

マイナンバー対策

個人情報保護法対策

データ大容量化

顧客データ取扱い

etc.

■増加の⼀途をたどるストレージ容量

MagWiperのここがスゴい！

※ 2019年3月29日時点

１．アジアで唯⼀の偉業︕NSA（⽶国国家安全保障局）認定機種を保有
２．スイッチ１つで瞬間消去︕消去作業が早い、操作が簡単
３．データ容量に依存しない︕どんな容量でも20秒前後で消去
４．HDDの状態に依存しない︕故障HDDのデータ消去ができる
５．環境にやさしい︕⾮破壊だから簡単リサイクル
６．物理破壊機⽐較︕① 信頼性︓データ⾃体を確実に消去（破壊）
② 作業性︓早い、⼤量消去が可能
③ 耐久性︓故障しづらくメンテナンス不要
④ 安全性︓ゴミが出ず、怪我の⼼配がない

NSAについて

『データ消去』のあらゆる判断において世界的
な基準とされている機関の代表格

NSA認定機種『MW-1B』

MW-1B

世界有数のクラウドサービス提供会社の
アジア・オセアニア地域７カ国に導⼊済み︕

アジアにおいて、NSA認定製品の磁気消去
装置は他になく、MagWiperの実⼒が証明
されました。世界最上位クラスの機種です。

ＮＳＡ 認定磁気消去機リスト
（Degausser Evaluated Products List）

https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/resources/everyone/mediadestruction/degausser-epl.pdf

磁気消去の不安要素を解決︕〜磁気の可視化と安全制御〜
□ 磁力値確認機能による発生磁界の確認
発⽣した磁界の強さをディスプレイに表⽰

□ 各種セーフティ機能

□ フラッシュ機能

温度センサ搭載で常に安全確実な運⽤が可
能

磁界の発⽣により縁のライトが発光

■ 磁気消去ログ管理システム （オプション）
簡単操作で消去作業記録（消去ログ）をデータベース化します。
消去作業の効率化、⼈的ミス防⽌対策に︕
消去作業報告書・証明書や消去作業リストを作成することができます。

報告書
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消去メディア一覧

MagWiperでお客様の悩みを解決します︕お客様の声を⼀部ご紹介

株式会社 六甲商会

インタフェースに依存しない あらゆるHDDに対応し、それぞれにあったソフトや装置を⽤意する必要がなく低予算で済んだ。
故障メディアも消去可能 障害が発⽣していたHDDが出てきた際には、ソフトでの消去ができないため助かった。
確実なデータ消去 ⽳あけだけでは不安だったが物理破壊前に短時間でデータ消去が可能であり、顧客の不安が解消された。

消去時間の短縮 ソフト消去だと10時間以上はかかる作業だったが、廃棄予定だったので磁気で効率良く消去を⾏うことができた。
⼤量消去が実現 お客様先でサーバ撤去の際に1000本以上の廃棄予定HDDにおけるデータ消去作業があったが、MW-30000Xを使い、
半⽇程度で作業が終わった。以前から使⽤していた磁気消去装置では今回のHDDは消去できなかった。

証跡の保存 オプションの消去ログ管理システムを使い、消去証明書と作業報告書の作成をしたことで⼤幅に作業時間が減った。

MagWiper 導⼊事例
A事務機
背景
ハンマーやドリル、⽳開け装置
など、⼿作業で破壊していたた
め、⼒作業で危険が伴っていた。
また、まとまった台数になると
かなりの時間を要していた。
効果
⼥性社員でも⼤量に安全な消去
作業ができるようになり社内で
効率化が図れるようになった。

B官公庁

C廃棄業者

D⼤学

背景
障害が発⽣して使えなくなった
HDDのデータを消す⼿段に困っ
ていた。

背景
HDDのデータ消去が必要になっ
たが、⼀⽇で3,000台の台数を
現場で処理でき、かつ簡単に運
べる装置が必要になった。

背景
学内のシステムを担当しており、
パソコンの資産管理を⾏う際に
⼿書きでパソコンとHDDの固有
情報を転記していた。

効果
MW-30000Xは3.5インチHDD
を14台消去することができるた
め、作業時間が⼤幅に短縮した。
キャスターが付いて
いてスムーズに
移動できるため
助かった。

効果
磁気消去ログ管理システムを本
体と⼀緒に購⼊することで作業
リストを作成でき、消去報告書
も簡単に発⾏できるようになっ
た。

効果
メーカへの返却の際には、
MagWiperを⽤いてデータ消去
することで、安⼼して⼿放すこ
とができるようになった。

ディスクの傷

お客様の⽤途に合わせた全４モデルのラインナップ
Standard
MW-15000X

Hybrid
MW-25000X

All-In-One
MW-30000X

MW-1B

⼩型モデル

中型モデル

⼤型モデル

NSA認定モデル

⼩型軽量、省スペース設計
オンサイト作業にも最適な
スタンダードモデル

マウンタ装着のまま消去可能
サーバの消去作業に最適な
プロフェッショナルモデル

ノートPC対応モデル
⼤量のデータ消去に最適な
ハイパフォーマンスモデル

アジアで唯⼀世界基準の
ハイセキュリティモデル

（NSA︓⽶国国家安全保障局）

消去対象
メディア
お使いの磁気消去装置はハードディスクの垂直
磁気記録⽅式データ消去に対応していますか︖

「物理破壊しているので磁気消去の必要はないよ」
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面内記録
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垂直記録

＜お問い合わせ先＞

株式会社 六甲商会
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（株）六甲商会まで
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