推奨機器一覧
日医標準レセプトソフト（ＯＲＣＡ）は Linux というオペレーティングシステム上で動作します。
したがって、サーバ本体および周辺機器は、Linux 対応のものに限定されます。弊社の推奨機器をご検討い
ただくか、ご希望の機材があれば、お問い合わせください。
※◎は必須。○は必要に応じてご準備ください。
※各メーカー直販、ヨドバシカメラの価格参照。価格は、店舗により変動する可能性がございます。
※弊社で機器を手配する場合には、手配手数料が別途かかります。
◎ＯＲＣＡサーバ
＜デスクトップ＞
１・富士通 ESPRIMO Ｄ５８３/NＷ， （モニター付き）
17 型液晶ディスプレイモニター付き。
スーパーマルチドライブ対応。
富士通直販サイト価格（税込）

\133,280.-

メーカー配送料

\3,240.-

合計参考価格

\136,520.-

ｲﾝﾃﾙ®Core i3-4170, ﾌﾟﾛｾｯｻｰ (3.70GHｚ)
ﾒﾓﾘｰ 8GB, HDD320GB
２・ＤＥＬＬ ＶＯＳＴＲＯ ３８００ スリムタワー（モニター付き）
１８．５インチワイドモニター
スーパーマルチドライブ対応。
DELL 直販参考価格（税込）

\60,800.-

メーカー配送料

\3,240.-

合計参考価格

ｲﾝﾃﾙ®Core i3-4170, ﾌﾟﾛｾｯｻｰ (3.70GHｚ)、

\64,040.-

ﾒﾓﾘｰ 4GB、500GB SATA
３・ＨＰ ＰｒｏＤｅｓｋ ４００ Ｇ２ ＤＭ／ＣＴ（モニター付き）
１７インチスクエアモニター Ｐ１７Ａ
外付けスーパーマルチドライブ付き
ＨＰ直販参考価格（税込）
メーカー配送料
ｲﾝﾃﾙ®Core i5-6500T ﾌﾟﾛｾｯｻｰ (2.50GHｚ)、

合計参考価格

\109,000.\3,240.\112,240.-

ﾒﾓﾘｰ 8GB、128GB SSD
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４・富士通 ＰＲＩＭＥＲＧＹ ＴＸ１３１０ タワーベースユニット（本体のみ）
・アイ・オー・データ機器 Ｉ－Ｏ ＤＡＴＡ ＬＣＤ－ＡＤ１７３ＳＥＳＢ（１７型液晶モニター）
サーバタイプなので、耐久性が高く、ＲＡＩＤ構成を行う場合は最適
です。ただし、本体のみの販売なので、モニターの別手配が必要と
なります。モニターはＸＧＡ以上、ワイドタイプではないものを推奨
致します。

※ＲＡＩＤ構成
富士通直販サイト価格（税込） \150,660.メーカー配送料

合計参考価格 \153,900.-

Celeron ﾌﾟﾛｾｯｻｰ G1820
ﾒﾓﾘｰ 4GB:[PYBME04VB2]×2
HDD SATA 250GB[PYBPH252E]×2

\3,240.-

モニター参考価格

\16,000.-

本体＋モニター＋配送料合計参考価格

\169,900.-

※ＲＡＩＤ構成なしの場合（本体）・・・\137,700.-

＜ノートパソコン＞
１．富士通 ＦＭＶ－Ａ５７６／NＷ （１５．６型ＨＤ）
ノートブックのワイド画面の機種では、搭載されているビデオチップ
によっては、XGA 表示となり横に間延びした表示になる場合があり
ますのでご了承ください。操作には問題ありません。
スーパーマルチドライブ対応。
富士通直販参考価格（税込）

\99,180.-

メーカー配送料
ｲﾝﾃﾙ®Core i3-6100M
ﾌﾟﾛｾｯｻｰ (2.10GHｚ)

\1,620.-

合計参考価格

\100,800.-

※大容量バッテリーに対応・・・＋\2,700.-

ﾒﾓﾘｰ 8GB, HDD320GB
２．ＤＥＬＬ ＶＯＳＴＲＯ １５ ３０００
ノートブックのワイド画面の機種では、搭載されているビデオチップ
によっては、XGA 表示となり横に間延びした表示になる場合があり
ますのでご了承ください。操作には問題ありません。
スーパーマルチドライブ対応。
DELL 直販参考価格（税込）
ｲﾝﾃﾙ®Core i3-5005U

\57,500.-

メーカー配送料

\3,240.-

合計参考価格

\60,740.-

ﾌﾟﾛｾｯｻｰ (2.00GHｚ)
ﾒﾓﾘｰ 4GB, HDD1TB
○クライアント
ＷＸＧＡ画面以上のもの。（ＸＧＡでもご利用になれますが、スタートメニューが見えなくなってしまいます。）
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◎プリンター
＜モノクロレーザープリンター＞ 早くてきれい。ただし、機材代、ランニングコストともに高い。
RICOH IPSIO SP 3510

Canon

MF242 dw

ネットワーク対応。（有線・無線）

コピー、スキャナ搭載

ネットワーク対応。（有線・無線）

手差し(50 枚）、トレイ（250 枚）

ネットワーク対応。（有線・無線）

手差しトレイ（50 枚）、トレイ（250

増設トレイあり。

手差しトレイ（１枚）、トレイ（250 枚）

枚）増設トレイあり。

ドラム交換あり。

ドラム交換なし。（トナー、ドラム一 ドラム交換あり。PostScript3 互換
体型）

Brother HL-L5200DW

※HL-L5100DN（有線のみ）

※MF244ｄｗ（ADF 対応）\24,000.￥２５,０００.-

￥２０,０００.-

￥48,000.￥５７,０００.-

＜インクジェットプリンター＞ HP Officejet Pro 6230
レーザーと比べて遅い。レセプト等大量印刷の際、すぐにインク
が切れてしまう。だが、ドラム交換はない。低ランニングコスト。
プリンター２台構成で、領収書や処方せん、カラーが可能なので
薬剤情報を印刷するのにも向いています。
ネットワーク対応。
￥１０,０００.-

<カラーレーザープリンター> OKI C312dn （COREFIDO）
院内処方で薬剤情報を印刷する際に、写真をカラーで印刷した
い場合。
ネットワーク対応
トレイ増設可
￥４７,０００.-
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○ＵＰＳ 無停電電源装置
停電対策だけであれば、停電信号がついていないものでもよいですが、信号ケーブルが接続でき、Linux で
認識できるものであれば、自動シャットダウンができますので、下記の機種を推奨いたします。
サーバが、ノートパソコンの場合は必要ありません。
【ＣＬＡＳＳＩＣ PRO 社製】

【ＡＰＣ社製】

ＵＰＳ１５００ＬＸ

ＢＲ４００Ｇ－ＪＰ

【オムロン社製】
ＢＸ３５Ｆ

約４時間の電源確保可能。

信号機能あり。

信号機能あり。コンパクトに縦置き可能。

￥２０,０００.-

￥１３,０００.-

￥１７,０００.-

※必要機器の手配について
メーカー製の製品につきましては、お客様にて直接のご購入をお願いいたします。弊社では、推奨及び手
配はできますが、お客様の直接購入となります。（弊社ではハードウェア保障はしておりません。メーカー保
障の付いている機器を推奨しております。弊社で機器を手配する場合には、以下の手数料がかかります。
● ５万円未満：一律 ￥５,０００.-（税抜）
● ５万円以上：手配商品の１０％ いただきます。

院内ネットワーク機材
ネットワーク接続装置は、ネットワーク環境や設置場所によって大きく変わってきます。
ガイダンスの際に、設置場所などを拝見し、必要なネットワーク接続装置などをご案内いたします。
○PLC アダプター
電気回線を通信回線として利用する、プラグインコンセント直結型
の PLC アダプターを使うことにより、新たにケーブルなどを敷設する
ことなく手軽に構内通信網を構築できます。
・Panasonic 製 BL-PA310KT （PLC アダプター親機・子機セット）
￥１９､０００.・Panasonic 製 BL-PA310 （PLC アダプター増設子機）
￥８､０００.-
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ルータは、通常プロバイダー提供のもので構いませんが、ルータの提供がない場合（ADSL モデムだけ）の場
合には、ルータを用意する必要があります。
○有線ルータ
・バッファロー BBR-4MG

￥２,０００.-

○無線ルータ
下記の機種は、有線ＬＡＮを無線ＬＡＮにする無線コンバータとしても利用可能です。
・バッファロー WSR-300HP (IEEEE802.11n(300Mbps)/g/b 対応)

￥３,５００.-

・バッファロー WHR-1160DHP3 (IEEE802.11ac(866+300Mbps)対応)

￥６,５００.-

○無線子機
サーバを無線で接続する場合に、無線→有線ＬＡＮに変換します。
・バッファロー WLI-TX4-G (11g 対応 LAN 端子用 無線 LAN 子機)
￥３,０００.・バッファロー WLI-TX4-AG300N （AirStation NFINITI Draft11n 対応 11a/g/b LAN 端子用 無線子機）
￥１３,０００.○有線 HUB
特に規定はありません。下記は例です。
・アイ･オー･データ機器 ETX2-SH5SR 100BASE-TX/10BASE-T 5 ポート

￥２,６００.-

○有線ＬＡＮケーブル
有線 LAN の接続に使用します。極細やフラットタイプもあります。長さや種類により値段が異なります。
￥５００.- ～ ￥２,０００.-

有線ルータ

無線ルータ

無線ルータ

無線子機

有線 HUB

バッファロー

バッファロー

バッファロー

バッファロー

アイ･オー･データ

BBR-4MG

WSR-300HP

WHR-1160DHP3

WLI-TX4-G

【インターネット接続について】
日レセでは、点数改訂時のマスターや制度改訂に合わせたプログラムの更新は、インターネットを介して行わ
れます。また、弊社のサポートサービスや障害診断も、インターネットを通じて暗号化した通信（ＶＰＮ）によっ
てリモートで行います。
※

弊社の場合は、インターネット接続プロバイダーはどこでも問題ありません。

※

オンライン請求をご希望の場合は、回線はＮＴＴのフレッツ（光またはＡＤＳＬ）接続をお選びください。
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