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中規模会計事務所向けシステムの例 小規模会計事務所向けシス  テムの例

ビジネスインクジェット複合機
PX-M7110F（オープンプライス）

A4シートフィードスキャナー
DS-780N（オープンプライス）

UTM （統合脅威管理）
X-CPシリーズ （アルテミス社製）
（オープンプライス）

ATシリーズ

1台の機器でウイルス対策、迷
惑メール対策、Web規制、不正
侵入防止、アプリケーション制
御など、インターネットのあらゆ
る脅威に対応します。常にイン
ターネットから最新の対策デー
タを自動的にダウンロードし、パ
ソコン管理者も不要です。手軽
に複数のセキュリティー対策を
一元管理できます。

優れた生産性と用紙対応力。
Wi-Fi®対応でさらに便利にス
マートにスキャンできます。

大量印刷が必要なオフィスでも
力を発揮する高生産性。

高速化・効率化・安心で会計業
務をサポートします！

充実のシステム周辺機器

セキュリティ管理 スキャナー クライアントPCプリンタースキャナー

会計事務所の“信頼の持続”を 支援するデジタル・プラットフォーム

デジタル&高速通信時代の
デジタル・プラットフォーム

業務の継続性(BCP対策)を
支援するデータ保全機能

キャッシュレス&
ペーパーレス時代への適合
(オプション)

◯大容量HDD（1.2TB×2）…MS9100対比でHDD容量2倍

◯メモリー16GB（最大32GB）…MS9100対比でメモリー容量2倍、
                                     より高速化へ

◯第10世代CPU「Intel®CoreTM i7」&高速処理を支援するSSD搭載

◯信頼性の高いSAS・HDD&RAID1構成による安定稼働

◯データバックアップの高速化と安定化を実現する「RDX」搭載

◯クラウドバックアップ（オプション）によるロケーションリスクの回避

◯金融機関の取引や出納帳CSVデータの自動仕訳化を実現

◯証憑のデジタル化による記帳・確定申告業務の生産性向上

◯クラウド共有による月次決算早期化・コミュニケーション円滑化

消費税インボイスや電子申告・電子申請の普  及に伴う証憑類のデジタル化(大容量化)と、
5G通信時代のクラウド活用による業務の安定稼働  と生産性向上を支援する業務基盤を提供します。

利用規模に応じて選べる2つのシステム
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2台のHDDに同じデータを書き込む
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2台のSSDに同じデータを書き込む

世代管理
（組管理）

1日目

2日目

3日目

3日目・4日目の
データで入力ミス

4日目

2日目に戻って
データ復旧可能

西データ
センター

クラウド上でバックアップ

東データ
センター

会計事務所

標準HDD（1.2TB）

Cドライブ
Dドライブ
Zドライブ

増設HDD（1.2TB）

Zドライブ

標準HDD（1.2TB）

Cドライブ

Dドライブ

一次領域を増設HDDへ移設

データ領域拡張

社内にネットワークハードディスクを
接続して、自動で定期バックアップを
実行。データは世代管理（組管理）さ
れており、15世代まで過去に戻ること
ができます。

第10世代CPU
Intel®  Core™  i7

サーバー専用のCPU
Intel® Xeon® E-2134 3.50GHz

8GBメモリー標準装備
最大16GBまで増設可能

16GBメモリー標準装備
最大32GBまで増設可能

最新OS 
Windows®11  Pro採用

高負荷の処理でも安定した
サーバーOSを採用

高速かつ大容量の省電力の
「SSD 512GB」搭載

日々のバックアップに便利な「Blu-ray™ドライブ」

高性能な第10世代CPU「Intel® Core™ i7」を搭載。会計業務な
どの負荷の重い計算処理に高いパフォーマンスを発揮し、業務
の大幅な効率化・時間短縮を可能にします。

Microsoft®の最新OS Windows®11 Proの64bit版を採用
することで、ハードウェアやソフトウェアのパフォーマンスを引き
上げ、よりスムーズな会計業務処理を実現します。

2台のハードディスクに同じデータを書き
込むRAID1構成。万一の際も障害のある
ハードディスクを交換することで復旧が
可能です。

2台のSSDに同じデータを書き込むRAID1
構成。万一の際も障害のあるSSDを交換する
ことで復旧が可能です。

SSDはデータ読み書き速度が高速のため、OSや会計ソフトウェ
アの起動時間を短縮し、ストレスを軽減します。さらに駆動部分
のない故障しにくい設計のため、安心して利用できます。

ホットプラグ対応によ
りシステムを起動した
ままのハードディスク
交換が可能です。

24時間連続運転等の長時間の運用、複数のコンピューターから
の利用、高い負荷での運用を想定した、「耐久性・信頼性」の高い
設計です。

内蔵のBlu-ray™ドライブでのバックアッ
プを併用することで日々のデータ管理が
可能です。標準搭載のBlu-ray™ドライ
ブには一度のバックアップ作業で最大
25GBまでデータ保存が可能です。

ビデオコネクターを標準で3基※搭載。前年
データを確認しながら当年データを入力する
など、効率の良い作業が可能になります。
※インターフェイスは（DVI-D、VGA、HDMI®）になります。

（例）財務会計決算書＋法人税別表四
※モニターは別売です。画像はハメコミ合成です。

ハードディスクを内蔵している「RDX」は
書き込み速度が速く、従来のDAT72
（テープドライブ）に比べてバックアップ
時間を短縮※しました。標準で2本添付さ
れるため、簡易的な世代管理も可能です。
※当社MS9100（2015年4月発売）のバックアップ時間と比較

複数のINTER KX会計ソフトウェアを同時起動した際もスムー
ズに動作する8GBメモリーを標準搭載。16GBまで増設すれば、
Excel®などを同時起動しても安定した動作が可能です。

会計事務所の高度な要求にも耐えられるCPUを搭載。クアッド
コアプロセッサー「Intel® Xeon® E-2134 3.50GHz」を採用
しています。

標準で16GB（8GB×2）、最大で32GB（8GB×4）のメモリー増
設に対応。将来的な会計データ量の増加、リモートアクセス拠点
の増大、クライアント台数の増加にも、柔軟に対応できます。

64bit対応OSの採用により、追加の会計システムを入れた場合
やデータベースに同時アクセスする台数が増えた場合など、
高負荷の処理に対しても安定した動作が可能です。

粘弾性のショックマウントをカートリッジ内に
装備。高さ1メートルからの落下でも耐えられ
るように設計されています。

500GBまでのデータを高速でバックアップ
することができます。

万一の際にも業務を止めないホットスワップ対応RAID1構成 万一の故障に備えた
RAID1構成

オプション
インターネットを利用したバックアップ
Weplat バックアップサービス

高信頼

Xeon®E
Intel®

メモリー

快適
8GB

メモリー

快適
16GB Core™i7

Intel®

高速
SSD

大切なデータを国内2ヵ所の
データセンターに保管。大規
模災害などによるデータ消失
に備えるBCP対策を簡単に
実現します。

耐久性向上

マルチモニターによる
業務効率化を実現

24時間連続稼働、
複数ユーザーでの利用を
想定した設計

高速アクセスSSDや
高性能CPUなどの採用により
さらなる高速化を実現

詳しくは
WEBサイトを
ご覧ください

MS9800 INTER KX 専用サーバー
ネットワークモデル

Windows®
11 Pro2019

Windows
Server®

衝撃からデータを守るRDX

大容量なRDX

日々のバックアップを高速化する「RDX（ 　　）」リムーバブル
ディスク

所内のネットワーク環境を利用したバックアップ
ネットワークハードディスク（NAS）

電帳法や消費税インボイスによる証憑類デジタル化（大容量化）に対応する増設HDD
増設HDD1.2TB（MS9800専用）

一次領域を増設HDDへ移設することで、Dドラ
イブの保存領域を拡張できます。RDXデータ
カートリッジ（1TB）を追加することでバック
アップを可能とします。

MS5800 スタンドアローンモデル

＊増設HDDはRAID対象外です。
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MS5800MS9800
スタンドアローンモデル 1,500,000円 標準価格（税別）INTER KX 専用サーバーネットワークモデル 3,060,000円～ 標準価格（税別）

＊このカタログに記載されている内容は、2022年3月現在のものです。技術改善により、予告なく変更することもございますのでご了承ください。

＊Microsoft、Excel、Windows、Windows Server、Internet Explorer、Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporation の米国、
日本およびその他の国における登録商標または商標です。
＊Intel、Core、Xeonは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
＊Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
＊HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing, LLC.の商標または登録
商標です。
＊このカタログに記載の価格は標準価格（税別）です。インストール料・訪問指導料は含まれておりません。
＊このカタログに記載の価格はメーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱い代理店でご確認ください。

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 〒392-8502  長野県諏訪市大和3-3-5

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などの様々な情報を満載した
エプソンのホームページです。

「R4シリーズ」ホームページ 

エプソンのホームページ epson.jp

epson.jp/r4＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、
NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-511-0855までおかけ直しください。

本件に関するお問い合わせはこちらまで

会計ソフトインフォメーション
TEL.050-3155-8170（ガイダンス番号 　番）
〈受付時間〉9:30～12:00/13:00～17:00 月～金曜日（祝日、当社指定休日を除く）

カタログコード：CLBSA6IKXA（2022年3月3日現在）

電源スイッチ

USB3.1×2

RDXスロット

ハードディスクベイ

DVD-RAMドライブ

ホットプラグ対応
SASハードディスク×2

電源コネクター

シリアルインターフェイス

アナログRGB

USB2.0×4

LAN×2

USB3.1×2

PCIスロット

〈正面〉 〈背面〉

セキュリティーロックスロット
ディスプレイ（HDMI®）

キーボード
マウス

ディスプレイ（DVI-Dデジタル）
ディスプレイ（VGA）

電源コネクター

USB3.0×2

LAN

PCI Express×16スロット×1
（ボード長170mm×幅69mmまで）
PCIスロット×1

（ボード長170mm×幅69mmまで）

青：ライン入力
緑：ライン出力
赤：マイク入力

〈背面〉

USB2.0×2

USB2.0

光ディスクドライブ

光ディスクドライブ
イジェクトボタン

フロントドア

電源スイッチ

ヘッドホン出力

マイク入力

USB3.0×2

〈正面〉

USB3.1×2

※1：RDXデータカートリッジのフォーマットは、NTFSのみ可、exFATは使用不可。※2:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方
法により測定した中央演算処理装置（CPU）、補助記憶装置（ストレージ）および主記憶装置（メインメモリ）の消費電力あたりの性能を幾
何平均したものです。※3：増設の場合は別途Windows Server® OSの追加クライアントライセンスが必要です。※4：インパクトプリン
ターはＡＤＦ(オートドキュメントフィーダー）が必要です。※5：インパクトプリンターはA4、B4、B5規格用紙のみ、ページプリンター用専用紙
（元帳、白紙含む）は対象外です。※6：必ずネットワークインターフェイス（推奨品）に接続してご使用ください。※7：対象プリンターの詳細は
INTER KXサポート特約店までお問い合わせください。

※推奨するネットワーク環境は、1000Base-T対応スイッチングHUB（ネットワーク用LANケーブルはCat5e以上）になります。

エネルギー消費効率※2 1区分 14.9

■MS9800の主な仕様
MS9800

スリムタワー型

標準16GB（8GB×2）（DDR4 2666MHz）、ECC付き
最大32GB（8GB×4）まで増設可能

SAS 1.2TB×2（RAID１）ホットプラグ対応
DVD-RAMドライブ（スリムタイプ）

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×２
＊オンボード標準、AFT対応（OS標準機能にて対応）

内蔵RDXドライブ（USB3.0）
RDXデータカートリッジ（容量:500GB）×2本添付 ※1

USB2.0×4、USB3.1×4 （前2/後２）
PCI-Express1×1、PCI-Express4×1

PCI-Express8×2（RAIDカードにて使用済み×1）
Video×1、COM×1

USB 109キー日本語（白色）
USB光学式ホイールマウス（白色）

98×400×340（mm）　スタンド/突起物含まず
7.5kg

2.64Ａ（264Ｗ）

商品名
ケース
CPU
メモリー

HDD

内蔵光学ドライブ

ＬＡＮ

バックアップ機器

USB

PCIスロット

その他のI/F
標準キーボード

マウス（メーカー標準品）
寸法（W×D×H）

質量
最大消費電流

■クライアントパソコン環境
環境仕様

Windows®11/Windows®10/Windows®8.1
推奨：Intel® Core™ i5 3.2GHｚ以上または同等の互換プロセッサー
推奨：DDR3 4GB以上
小：XGA (1024×768) 以上、中：SXGA (1280×1024) 以上
＊R4環境設定のフォントサイズによります
Windows®8.1：小さくする （推奨サイズ）、Windows®10：100% （推奨）
Windows®11:100%（推奨）
推奨：SATA3 SSD 128GB
インストール時やトラブル解析時に必要です
上記対応OSで使用可能なネットワークデバイス※
Internet Explorer®11/Microsoft Edge®
上記プリンター動作環境をご覧ください

項　目
OS
CPU
メモリー

ＨＤＤ/SSD
ＣＤ－ＲＯＭ
ネットワークＩ/Ｆ
ブラウザー
プリンター

ディスプレイ
推奨解像度

フォント

MS9800
Windows Server® 2019 Standard Edition
INTER KX財務会計 R4、Eiボード、
F-Secureアンチウイルス体験版（1ヶ月使用期間限定）
３ユーザー以上 ※3

上記対応OSで動作可能なエプソン製A3ページプリンター、
ビジネスインクジェットプリンターまたはドットインパクトプリンター※4 ※5 ※6 ※7

ソフトウェア仕様
OS

標準添付ソフト

使用可能ユーザー数

プリンター動作環境

※1：Blu-ray Disc™-REへの書込みは、UDF2.5でフォーマットされたメディアのみ対応。（カートリッジタイプは使用不可）
※2：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
※3：インパクトプリンターはＡＤＦ(オートドキュメントフィーダー）が必要です。
※4：インパクトプリンターはA4、B4、B5規格用紙のみ、ページプリンター用専用紙（元帳、白紙含む）は対象外です。
※5：必ずネットワークインターフェイス（推奨品）に接続してご使用ください。
※6：対象プリンターの詳細はINTER KXサポート特約店までお問い合わせください。

上記対応OSで動作可能なエプソン製A3ページプリンター、
ビジネスインクジェットプリンター
またはドットインパクトプリンター※3 ※4 ※5 ※6

MS5800
Windows®11 Pro（64bit）
INTER KX財務会計 R4　
Eiボード
F-Secureアンチウイルス体験版（1ヶ月使用期間限定）
スタンドアローン（増設不可）

ソフトウェア仕様
OS

標準添付ソフト

使用可能ユーザー数

プリンター動作環境

エネルギー消費効率 ※2

MS5800
スリムタワー型

Intel® Core™ i7-10700 2.9GHz
標準8GB（4GB×2） （DDR4 2933MHz）、ECCなし

最大16GB（4GB×4） まで増設可能
SATA 512GB×2（RAID1）
 ホットプラグ未対応
Blu-ray™ドライブ ※1
（5インチタイプ/2倍速）

＊ライトプロテクトツール使用不可
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 AFT未対応

内蔵光学ドライブ共用
BD-REメディア（容量：25GB）×2枚添付
USB2.0×3、USB3.0×4、USB3.1×2

VIDEO×3（DVI-D、VGA、HDMI®）　PS/2×2
PS/2 109キー日本語（白色）

PS/2光学式ホイールマウス（白色）
98×396×357（mm）スタンド/突起物含まず

約７．0kg
4.02A（402.4.W)
16区分 77.9kWh/年

PCI-Express16×1、
PCI-Express4×2（RAIDカードで使用済）　PCI×1

商品名
ケース
CPU

メモリー

SSD

内蔵光学ドライブ

ＬＡＮ

バックアップ機器

USB

PCIスロット

その他のI/F
標準キーボード
マウス

寸法（W×D×H）
質量

最大消費電流

■MS5800の主な仕様

Intel® Xeon® E-2134  3.50GHz


