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デルソリューションコンフィギュレーター(DSC)とは?

• デル・テクノロジーズのエンタープライズ製品の構成が可能です。(クライアント製品を除く)

• ご利用いただくメリットは以下の通りです。

- 各製品の構成ルールに沿って、迅速に構成できます。

- お客様からのご依頼に、プロアクティブに対処できます。

- 他のパートナー様やご同僚の方々と構成内容に関する共有ができます。

- 弊社への見積ご依頼時も含め、お客様へのご提案までの時間を短縮できます。

- 本ツールから案件登録が可能です。

• 弊社公式パートナーポータルサイトへのアクセス権が必要です。
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DSCへアクセス

①Dell Technologies パートナーポータルヘ
アクセスします。
情報ガイドステーションからも、DSCやマニュ
アル、各種情報にアクセスできます。

④「Solutions Configurator」をクリックします。

⑤DSCのトップ画面が開きます。

③ 「クイックリンク」もしくはツールバーの「セールスと購入」から「ソリューションコンフィギュレーター」
を選択します。

②Eメールアドレスとパスワードを入力しサインインします。
サインインできない場合は担当営業までお問合せください。

https://japancatalog.dell.com/c/ent/https://www.dellemc.com/partner/ja-

jp/partner/partner.htm

Firefox/Google Chromeを推奨いたします。
ブラウザキャッシュは定期的にクリアいただくことをお勧めいたします。

https://japancatalog.dell.com/c/ent/
https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/partner/partner.htm
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＜各種設定＞
DSCでは、個人用に設定を変更することが可能です。
よく利用する情報や機能の有効化/無効化、ソリューションを共有するチームメンバーの設定など、ご利用状況に応じて設定を変更できます。

目次へ戻る
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ヘッダーの種類：

• ソリューションカテゴリー：ソリューションにつけた任意のグループ名が表示されます。

• ラベル(Label)：作成したソリューションにカスタムラベルを付けるとラベル名が表示されます。

• ソリューション名：ソリューションに付けた任意のソリューション名が表示されます。

• ID：ソリューションのIDです。

• 担当者：当該ソリューションのオーナーが表示されます。

• 最終編集：当該ソリューションバージョンの最終保存日です。※Central Standard Timeの表示です。

• 定価：当該ソリューションの定価です。

• 見積番号 / Dell 発注 ID：正式見積が発行されると、見積番号が表示されます。

• 会社名：現在は使用されておりません。

• 案件ID：当該ソリューションと関連付けた案件のDeal IDです。

• バージョンクリエーター：当該ソリューションバージョンの作成者です。

• 予約注文マニュアル：Dell Storage SCシリーズのサービスレベルを定義するプロセスのステータスが表示されます。

• カタログ：弊社内で使用するオンラインカタログNo.です。

• セールスモーション：弊社内で使用するカテゴリーです。

• コラボレーション|ステータス：構成サポートリクエスト機能利用時のステータスです。

• サイザーID：サイジングツールにて取り込んだ際に作成されるIDです。

ヘッダー設定
トップページの上段のヘッダーをカスタマイズできます。チェックボックスを使用して、表示する項目を選択します。
ドラッグ＆ドロップで表示順を変更することも可能です。

目次へ戻る
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フッター設定

ページ送りに使用します。 １ページに表示させるソリューション数を選択します。

目次へ戻る

１ページあたりに表示するソリューションの件数を設定します。
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個人用設定(選択)

目次へ戻る

右上のアカウントから、”Configuration Setting”を選択することでご自身にあったカスタマイズが可能です。

コラボレーター：共同編集者として登録したユーザーの電子メールアドレスを管理します 。
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設定項目：

• モジュールID：各モジュールに設定されたIDを表示します。

• オプションID：各選択項目に設定された一意のIDを表示します。

• SKU：オプションIDに含まれるコンポーネントを示すIDを表示します。

• Lead Time Days（日数） :

構成時点の製造完了までの目安日数を表示します。

国際/国内輸送の日数は含まれておりませんが、供給状況の目安となります。ご発注までに状況が変わる可能性がございます。

• 複雑な製品用の親子関係：この機能は日本では利用しません。

• 利用可能な数量(在庫数) ： 構成時点でEOLやパーツのショーテージなどにより、数量制限がある場合、残数が表示されます。

• I-coded SKU：日本では使用できません。

• Non-selectable/Unavailable Options：当該構成では選択できないオプションを表示します。

• Sticky Bar： 構成画面にてページ下部までスクロールしても、ソリューション名、ID、価格情報の表示を維持します。

• Min/Max Duration(最小/最大期間)：

Variable Services Pricing（変動制サービス価格）対象の製品において、選択可能期間を表示します。

• Service Price Tooltip (サービス価格ツールチップ)：オプションを選択した際に、保守費用が変動する際は、内容を表示させます。

• 自動リカバリー：

セッションタイムアウト（60分）/ブラウザクラッシュ時の未保存ソリューションの自動回復機能です。

次回ログイン時に復旧可能になります。最大保存期間は15日間です。

• 自動検証：構成変更時に自動的に構成検証プロセスを実行する機能です。

• 自動価格設定：

オンの場合、 Summaryにある価格が自動で表示さます。

オフの場合ですとSummaryにある「価格をアップデート」リンクをクリックする必要があります。

個人用設定(各設定項目)

目次へ戻る

設定項目は以下となります。次頁より詳細説明します。



10

モジュール/オプション/SKU

目次へ戻る

◆Order Code
それぞれの製品に設定された一意のコードです。
製品選択時、末尾に表示されます。

◆モジュール/モジュールID
各選択項目をモジュールといいます。
各モジュールには一意のIDが設定されています。
非表示に設定いただいても問題ございません。

◆オプション/オプションID
モジュール内の各選択肢をオプションといいます。
各オプションには一意のIDが設定されています。

◆SKU
DSC上で表示されるコンポーネントの最小単位をSKUといいます。
上記のSKUを例に挙げると、[370-ABWE]はブランクフィラー、

[412-AAIQ]はヒートシンクを示しており、これらのSKUで
[オプション:5099793] を構成していることを意味します。
非表示に設定いただいても問題ございません。

個人用設定へ戻る

DSC内で使用されるモジュール、オプション、SKUについての説明です。
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リードタイム（日数）

目次へ戻る

Lead Timeとは、その時点の生産開始～生産完了までの目安日数です。（生産完了～納品までの日数は含んでおりません。）
日々状況が異なりますので、構成時点での遅延発生の有無を確認する目安としてご活用ください。
生産に影響しない項目については、当該製品の標準Lead Timeが表示されます。（一部のストレージ製品には未対応となります。）
弊社Deployサービスに表示されるLead Timeは、納品～作業開始までの日数ではございませんのでご了承ください。

◆モジュールのLead Time
モジュールを閉じた状態では、選択したオプションの中で
最も長いLead Timeが表示されます。◆製品のLead Time

選択したオプション、モジュールの中で
最も長いLead Timeを製品のLead Timeとして
表示します。

◆オプションのLead Time
当該オプションのLead Timeを表示しております。

個人用設定へ戻る
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利用可能な数量(在庫数)

目次へ戻る

在庫数とは、現在提供可能なパーツ数が表示されます。
EOLなどにより、パーツの提供に制限がある場合に表示されます。

在庫数
項目にチェックを入れると現在の在庫の数が表示されます。
数量が0になるとそのアイテムを利用した構成ができなくなります。

個人用設定へ戻る

在庫数が「0」のアイテムの構成はできません。
また構成上、在庫数を超える数量を選択するとErrorにて表記されます。
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有効化によって表示されたオプションは選択できないようチェックボックスがグレー
アウトされます。
例えば、2.5インチドライブシャーシ選択時も3.5インチディスクが表示されますが、
選択できないようになっております。

※本機能で表示されたオプションは、後述のキーワード検索機能の対象外になります。
ブラウザの検索機能などをご利用ください。

※ページが非常に縦長になる場合がございます。

Non-selectable/Unavailable Options

目次へ戻る

デフォルト設定では、選択できないアイテムは非表示となります。
例えば、メモリタイプでRDIMMを選択すると、RDIMMメモリが表示され、
その他の規格のメモリは選択肢として表示されません。
また、2.5インチドライブシャーシでは、3.5インチディスクは表示されません。

有効化すると、オプションとして表示されるようになります。

当該構成で選択できないオプションを表示させることができます。
ご希望通りに構成できない場合、製品自体が対応していないのか、構成を修正すれば選択可能なのかご確認いただけます。

個人用設定へ戻る
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Sticky Bar

目次へ戻る

通常、ページ上部にはSolution IDや価格情報が表示されております。

Sticky Bar無効時は、画面とともにページ上部に移動し、画面上から見えなくなります。

Sticky Barを有効化すると、上記赤枠の領域が常時表示されるようになります。

個人用設定へ戻る

DSCの仕様上構成画面が非常に縦長となり、後半のモジュールに差し掛かると価格情報などが画面外にスクロールされておりましたが、
この機能を有効化すると、Solution IDや価格など一部情報は常時ページ上部に表示されます。



15

Min/Max Duration(最小/最大期間)

目次へ戻る

保守サービス関連のモジュールに選択中の保守期間や、また各オプションの末尾には当該オプションの最短/最長の選択可能期間を表示します。
製品やサービス内容により、選択可能期間が異なる場合がございますので、こちらの表示をご参照ください。
また、本機能は、Variable Services Pricing（変動制サービス価格）対象の製品にのみ有効となります。

モジュールを閉じた状態では、現在選択中の期間が表示されます。

各オプションには下記のように最短/最長期間が表示されますので、この範囲内で期間をご選択ください。

個人用設定へ戻る
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サービス価格ツールチップ

目次へ戻る

サービス価格ツールチップは、構成するアイテムによって保守費用が変動する際に、その費用を表示する機能です。
本機能は、Variable Services Pricing（変動制サービス価格）対象の製品にのみ有効となります。

Service Price 
アイテムの価格の下部にチップが表示されますのでクリックします。
保守費用が変動しないアイテムには表示されません。

パーツ単体の保守費用が表示されます。

個人用設定へ戻る
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セッションタイムアウト(60分)時や、強制的にDSCが閉じた直前の未保存構成を、次回のDSC再起動時に呼び出すことができます。
再起動時に表示されたソリューションを開くか、破棄かご選択ください。
15日間DSCにログインしないと自動リカバリー ソリューションは破棄され、このウィンドウは表示されません。

自動リカバリー ソリューション

目次へ戻る個人用設定へ戻る
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自動的に構成チェックする機能を有効化すると、より正しい構成が可能です。

自動検証

目次へ戻る

自動検証をONにすると、構成変更後に構成検証プロセスが走ります。
例えば、ディスクを１本選択した状態でRAID1を選択すると、
自動的にエラーメッセージが表示され、ディスクを2本選択するよう誘導します。

自動検証をOFFにすると、構成変更後に構成検証プロセスが走らず、
[ 検証 ]ボタンをクリックしないと、エラーメッセージが表示されません。
本機能のご利用を推奨いたします。

個人用設定へ戻る
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自動的に金額がアップデートされる機能です。
Onの場合は、構成変更を行うたびに自動的にその構成に準じた金額が表示されます。

自動価格設定

目次へ戻る個人用設定へ戻る

Offの場合は、「価格をアップデート」 をクリックすることで金額が表示されます。
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外部ユーザーの場合はこちらから追加してください。

コラボレーター（共同作業者追加)

目次へ戻るショートカットメニューへ戻る

その他メニュー内にある「コラボレーターを統合」機能から頻繁にソリューション共有される方を、あらかじめ標準の協力者として登録してお
くことが可能です。チームメンバーなどを登録しておくと、迅速にソリューション共有することができます（アクセス権を持つ方のみ登録が可
能です）。

②Eメールアドレスを入力して、「追加」を押しますとユーザーが追加されます。①連絡先を追加 から「外部ユーザー」もしくは
「デルの営業担当者」を選択します。
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コラボレーター（お気に入り/マイグループ）

目次へ戻るショートカットメニューへ戻る

一度登録された「共同作業者」は、お気に入りの追加が可能です。また、My Groupに登録するとソリューションを共有する際、
2回目以降はワンクリックで共有することができます。

「★」マークとなっていると、お気に入り状態となり、共有をする
際に、自動的にお気に入りが共有のメールアドレスに追加されます
ので、都度追加を行う必要はございません。
「☆」マークの場合は、共有時にリストに該当のユーザーが表示さ
れます。

マイグループを作成し対象のグループ宛にソリューションを共有すると、2回目以降の共有は[クイック共有]をワンクリックすることで共有が可能となる機能があります。

グループ名、説明欄
は半角英数字のみの
入力が可能となって
います。

お気に入り

マイグループ
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＜ソリューション検索＞
作成したソリューションにアクセスする方法と、トップページに表示されるソリューションの視認性を高める方法を紹介します。

目次へ戻る

ソリューション名/IDから検索する

カスタムラベル/ラベルフィルタリング
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ソリューション名/IDから検索する

ソリューションIDが不明な場合、作成時に入力した“ソリューション名” / “ソリューションカテゴリー”からも
検索が可能です。※“会社名”検索は、ご利用いただけません。

ソリューションIDがわかっている場合は、
こちらから検索してください。

目次へ戻る選択項目に検索したキーワードを含むソリューションが表示されます。

作成済みのソリューションは、以下の方法で検索が可能です。ソリューション名をクリックするとソリューションにアクセスできます。
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カスタムラベル

目次へ戻る

カスタムラベルをご利用いただくことで、作成したソリューションを識別しやくなります
また、当該ラベルを適用したソリューション一覧をトップページに表示させることも可能です。
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ラベルを作成する

①[ ラベルを管理 ]をクリックすると、
この領域が表示され、個人用のラベルの
作成・編集ができます。

目次へ戻る

カスタムラベルをご利用いただくことで、作成したソリューションを識別しやすくなります
また、当該ラベルを適用したソリューション一覧をトップページに表示させることも可能です。

④完了したら[ 保存 ]します。

②最大30ラベルまで作成可能です。

③コンフィギュレーター
起動時にトップページに
表示させるラベルを
選択します。
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ラベルを適用する

②“ラベルを管理”より、適用するラベルを選択します。

①ラベルを適用していない状態では、“Label”欄は空欄です。ラベルを適用したいソリューションをチェックします。

目次へ戻る

作成したラベルを作成したソリューションに適用する方法です。

③選択したラベルが適用され、ラベル名が表示されます。
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ラベルフィルタリング

②”ラベル”をクリックし、カスタムラベルでフィルタリングします。
①標準では、すべてのソリューションが表示され、適用したラベル名が表示されます。

目次へ戻る

ラベルを適用したソリューションのみをトップページに表示させる方法です。

③選択したラベルのソリューションのみ表示されます。
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ラベルを外す

目次へ戻る

②“ラベルを削除”を選択します。

適用したラベルを外す方法です。

③ラベルが削除されます。

①ラベルを外したいソリューションをチェックします。
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＜ソリューションを作成する＞

[製品の追加] 製品を選択するタブです。

目次へ戻る

新規ソリューションを作成するプロセスです。ページは４つのタブで構成されています。
表示される情報の説明、ソリューションを保存するまでのステップを説明します。

[機器構成] 選択した製品を構成するタブです。

[Group] 構成した製品を複数のグループに分類するタブです。
[説明/履歴] 変更履歴など、コメント入力するタブです。
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作成ページを開く

①[ 新規ソリューションを作成 ]を選択します。

②[ ソリューション名 ] [ ソリューションカテゴリー ] に、お客様名やプロジェクト名など、任意の情報入力をします。
（トップページからのキーワード検索の対象となります。）

入力後、[ 作成 ]を選択します。End User Typeは現時点では必須ではありませんので、変更は不要です。

③[ 作成 ] をクリックすると
[製品を追加]タブに移動し、
入力した[ ソリューション名 ]
[ ソリューションカテゴリー ]

が表示されます。

目次へ戻る

トップページの[ 新規ソリューションの作成 ]をクリックして、ソリューション作成を開始します。
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製品を選択する

製品を検索後、[ 追加 ] をクリックします。

目次へ戻る

[製品を追加]タブを選択します。製品は以下の方法で検索できます。

カテゴリー/製品カタログから選択から製品を絞り込む

製品名の一部からキーワード検索する
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製品名をカスタマイズする

カスタマイズ後、[ 追加 ] をクリックすると、構成タブに製品が追加されます。

目次へ戻る

製品追加の際、任意の製品名にカスタマイズすることが可能です。
ワークロードなどを明記することで、ソリューション作成時の視認性が高まります。

デフォルトの表記
ワークロード明記（例）
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構成タブの画面詳細

目次へ戻る

① ソリューション名
最初にカスタマイズしたソリューション名です。

② ソリューションID
Solution IDとバージョンです。

③ お気に入りへの追加
ソリューションをお気に入りに追加します。

④ Solution Upgrade
機能準備中です。

⑤ 製品の検索および追加
製品名のキーワード検索により、製品追加します。

⑥ 製品情報拡大表示ボタン
右側の製品選択項目の最大化します。

⑦ 製品名
カスタマイズした製品名です。クリックすることに
より、再度カスタマイズが可能です。

⑧ モジュール名
モジュールをクリックすると、オプションが表示さ
れます。

⑨ すべて展開
全モジュールを開いて、すべてのオプションを表示
します。

⑩ すべて折りたたむ
全モジュールを閉じ、オプションを非表示にします。

構成する前に、本画面の詳細を説明します。

① ② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩
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構成をカスタマイズする

目次へ戻る

構成をカスタマイズする基本的な方法です。モジュールによって選択方法が異なります。

●どれかひとつを選択する

●複数選択する

●選択して数量を入力する

※数字は半角入力です。全角入力モードでは入力できません。
※数量を入力するか、(Google Chrome/Firefoxに限り)▲▼で数量を調節します。
※反映されるまで少々お待ちください。

製品の数量を調整する際は、半角で数量を入力してください。
※[＋][－]でも調整可能ですが、増減１台ずつの調整しかできません。

●製品の台数を変更する
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アラートの管理

表示されるメッセージの種類：
・Error

何かしらの理由により構成が成立しておりません。構成を保存する前に、エラーメッセージの内容に従って修正してください。
解消できない場合は、担当営業までお問い合わせください。

・Warning
構成は成立しておりますが、お客様ご使用時の留意点や、警告メッセージなどを表示しております。
例えば、電源ユニットの100V環境における出力制限などです。

・Info
シャーシなどを変更した際に、コンフィグレータにより自動的に変更されたOptionなどが表示されます。

目次へ戻る

エラーの個数

カスタマイズする途中で各種メッセージがページ上部に表示されます。エラーメッセージが全て解消されるよう構成を変更します。
また、エラーではないものの、各種メッセージが表示されますので、必ず確認するようにしてください。
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オプション検索

目次へ戻る

モジュール内オプション検索：
当該モジュールに含まれるオプションに対してキーワ
ード検索します。保守期間やSSDのDWPDなど、
特定の条件を満たすオプションを表示させる場合など
に使用します。

モジュール検索：
モジュール/オプションに含まれるキーワードで
検索します。選択したいオプションがどのモジュ
ールにあるかわからない場合などに使用します。

カテゴリフィルタリング：
カテゴリごとにモジュールを表示します。

ツール特性上、ページが非常に縦に長く、モジュールやオプションの数も非常に多くなります。
検索機能をうまく使うことで利便性が飛躍的に向上します。
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製品を削除する

製品をひとつ削除する場合は、[･･･]から削除を選択します。
全て削除する場合は、[ すべて削除 ] を選択します。

複数の製品を削除する場合、削除対象製品の左上に✔を入れ、
[ 選択内容の削除 ] を選択し全削除します。

目次へ戻る

１つ/複数/すべての製品を削除する、それぞれのケースに応じて以下の方法をご選択ください。
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製品を複製する

④分割する数量を指定し、[保存]をクリックします。

①同じ機種の異なる構成を作成する場合、
作成済み構成からの複製が便利です。

⑤指定台数分の製品が分割されます。

目次へ戻る

③[･･･] をクリック、[ 分割 ]を選択します。

②[+]もしくは数量入力で、台数を増やします。

⑥台数/製品名/構成のカスタマイズをします。

同じ製品で別構成を作成する場合など、作成済みの構成内容をベースにするほうが効率が良い場合がございます。
以下の方法をご参照ください。
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構成を取り込む

目次へ戻る

②取込み対象の製品を選択します。別Solution
から取り込む場合、Solution IDを検索します。
選択後、[次へ]をクリックします。

①取込む側の[Set Selections(設定選択)]を
選択します。

④上記メッセージ、表示されているError/Warning/Info
を参照しながら、個別に修正をします。

③正常に取込みできなかったOptionの一覧が表示されます。
[クリップボードへコピー]し、メモ帳などに貼付けます。
他のOptionに置換えされておりますので、修正が必要です。

作成中のソリューションだけでなく、作成済みの別ソリューションから構成内容を取り込むことができます。
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定期的に [ 保存 ] することをお勧めいたします。なお、いくつかの保存方法がございますので、状況に合わせてご選択ください。

ソリューションを保存する

初回に構成内容を保存する際に使用します。ソリューションIDが発番されま
す。同じ作成者が構成変更後にも選択可能ですが、構成内容が上書きされて
しまいますので、その際は[ 新たなバージョン ] での保存を推奨します。

目次へ戻る

[ 新しいバージョン ]
構成内容を変更する場合、ソリューション作成者を変更する場合に使用します。
ソリューションのバージョンのみ変更されます。

[ 新しいソリューション ]
同一案件の別構成パターンや、異なる案件に構成内容を転用する場合に使用します。
新しいSolution IDが発番されます。

※説明（オプション）
変更履歴などを追記します。後述の[ 説明/履歴 ]タブのコメント入力と同じです。

既にSolution IDを取得している場合、[▼]ボタンをクリックすると[ 名前を付けて保存 ] が
表示されます。以下の２つから保存方法をご選択ください。

●保存 ●名前を付けて保存
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作成したソリューションを [ お気に入り ] 登録する場合は、ソリューションID横の[☆]をクリックします。

お気に入り登録したソリューションは、[ お客様のソリューション ] の「 お気に入り 」 からアクセスできます。

ソリューションをお気に入りに登録する

目次へ戻る

お気に入りに登録したソリューションは、ページ上部のリンクからいつでもアクセスできます。
よく提案するモデル構成などを登録しておくと便利です。
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グループ分けする製品をドラッグ＆ドロップします。 選択した製品が複数台の場合、全てを移動するか、指定台数の
み移動するか選択します。指定台数のみの場合、[ 構成 ] タブ
上で、製品が自動的に分割されます。

製品をグループ分けする

目次へ戻る

グループ分けした後、[ Rename ] をクリックすると、グループ名を
付けることができます。

グループごとに小計が表示されます。なお、製品名はカスタマイズされた
製品名となります。

導入拠点毎などクループ分けすると、ツール上の視認性が上がります。
また、弊社担当からの正式見積をグループ毎に分割することも可能になります。

ドラッグ & ドロップ
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変更履歴を追加する

目次へ戻る

構成変更をして新しいバージョンで保存する際に変更履歴を残す、共同作業者にソリューション共有する際にご案件の背景を記載するなど、
コメントをソリューションに追加することが可能です。

枠内にコメントを入力します。入力後、[ Save Description ] を
クリックし、ソリューションを保存します。
なお、コメントは当該バージョンのみ有効です。

追加したコメントは、[ 説明/履歴 ] 表示時に履歴として
残りますので、構成変更時の変更箇所などを記載しておくと、便利です。
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＜ソリューションの出力・共有・構成リクエスト＞
ソリューションを保存した後に、[ その他のオプション ] から、ソリューションの出力や共有、構成サポートのリクエストが可能です。

目次へ戻る

その他のオプション：

• 印刷：印刷プレビューが表示され、ページ下部から印刷ができます。

• ソリューションをエクスポート：Excel、PDF、HTML、XMLの各フォーマットで構成を出力します。

• SKU レポート：ソリューション内のSKUのリストがExcelファイルでダウンロードできます。

• コラボレーション ①ソリューションの共有：共同作業者に当該ソリューションを共有することができます。

②構成サポートのリクエスト：構成中の不明点やエラーが出た際、営業担当にレビュー依頼のリクエストを送ることができます。

• クイック共有：既存のコラボレーターのグループに共有済のソリューションを、ワンクリックで共有することができます。

• すべてのバージョン：編集中のソリューションのすべてのバージョンが確認できます。
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印刷する

目次へ戻るソリューションの出力・共有へ戻る

構成した内容を、印刷します。

ポップアップ表示された印刷イメージ最下部の[ 印刷 ]を選択します。
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エクスポートする

目次へ戻る

Excel/PDF/HTML/XMLの各形式でソリューションを出力します。形式を選択して、[ ダウンロード ]をクリックします。

[ Excel ] [ PDF ] [ HTML ]

[ XML ]

ソリューションの出力・共有へ戻る
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SKUレポート

目次へ戻る

ExcelでSKUのリストをダウンロードすることができます。

[ Excel ]

ソリューションの出力・共有へ戻る

アイテム 数量 SKU 説明 販売価格

Dell(TM) PowerEdge(TM) R640 Rack Mount

Server - [ASPER640_VI_VP]
1 210-AKWU PowerEdge R640 Server ¥168,800.00

Dell(TM) PowerEdge(TM) R640 Rack Mount

Server - [ASPER640_VI_VP]
1 329-BEIJ PowerEdge R640 MLK Motherboard ¥0.00

Dell(TM) PowerEdge(TM) R640 Rack Mount

Server - [ASPER640_VI_VP]
1 461-AAEL Trusted Platform Module 1.2 ¥2,500.00

Dell(TM) PowerEdge(TM) R640 Rack Mount

Server - [ASPER640_VI_VP]
1 321-BHBQ

2.5 Chassis with up to 8 Hard Drives and

3PCIe slots PERC/HBA11
¥41,900.00

Dell(TM) PowerEdge(TM) R640 Rack Mount

Server - [ASPER640_VI_VP]
2 338-BVKD

Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s,

13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
¥317,600.00

Dell(TM) PowerEdge(TM) R640 Rack Mount

Server - [ASPER640_VI_VP]
1 379-BDCO Additional Processor Selected ¥0.00
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※ DSCのアカウントをお待ちでない方のEメールアドレスは、共同作業者として登録することができません。

※ 共有はそのバージョンに対してのみ有効です。バージョン更新時など、改めて共同作業者を追加する必要があります。

※ 共有時は[ 説明/履歴 ]タブのコメント欄をご活用ください。

コラボレーション[共有する]

目次へ戻るソリューションの出力・共有へ戻る

DSCをご使用のチームメンバーや他パートナー様に、ソリューションを共有することができます。

コラボレーションをクリックすると、新しくeメールを登録するか、

予め登録しているリストから選択するか確認されます。

外部ユーザーを選んでメールアドレスを入力します。

※コラボレーターで登録済で、お気に入りになっていると

ユーザーが自動で含まれます。

[ 共有 ]をクリックすると、ソリューションの共有が完了します。

[ 閉じる ]で構成画面に戻ります。
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※構成リクエストに回答し、更新されたソリューション

バージョンはパートナー様に自動共有されます。

コラボレーション[構成サポートリクエスト]

目次へ戻るソリューションの出力・共有へ戻る

構成での不明点や、作成時のエラーが解消されないことがあった場合、構成サポートリクエストを送ることができます。

ソリューションの共有と同様、メールアドレスの入力が

必要となります。デフォルトではDELL技術営業のメー

ルアドレスが記載されていますので、必要に応じて担当

営業のアドレスを入力します。

メールアドレス入力後、構成サポートリクエストの理由

を記載します。

[ リクエストの送信 ]をクリックすると、リクエストの

送信が完了し、DELL営業担当がレビューして必要に応

じて構成をアップデートします。

[ ソリューションの詳細に戻る ]で構成画面に戻ります。
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2回目以降の共有はこのワンクリックで完了します。グループの

登録により、共有するたびに宛先を指定する必要がなくなります。

クイック共有はバージョンが変わった場合でもグループ宛に共有

されます。

※グループ宛に一度共有されていることが前提とな

ります。

クイック共有

目次へ戻るソリューションの出力・共有へ戻る

[コラボレーターを統合]にて登録しているマイグループに共有済のソリューションは、2回目以降の共有はワンクリックで
共有可能です。

グループが登録されている

ことを確認します。

コラボレーション[共有する] の手順に従い、

[ コラボレーションリストから連絡先を選択 ]

→ [ 対象のグループ ]を選択

→ [ 今すぐ共有 ] を選択
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＜ナビゲーションパネル＞

• マイ ソリューション：ソリューションページのマイソリューションのタブに戻ります。

＜製品を構成＞

• ソリューションの作成：新規のソリューション作成をします。（P.24～）

• ソリューションを統合：複数の既存ソリューションを結合し、新しいソリューションを作成します。

• ソリューションテンプレート：ソリューションのテンプレートライブラリにアクセスします。

• ソリューションアドバイザー：外部のサイジングツールへのアクセスします。（現在は利用できません。）

＜リソース＞

• As Maintained Data Viewer ：Service Tagから保守期間を確認します。（現在は利用できません。）

• パートナーポータル：DELL Technologies パートナーポータルサイトのリンクです。

＜サポート＞

• ユーザーガイド：パートナーポータルサイトのDSCのリンクです。

• 問題を報告する：DSCのツールの仕様、不具合の確認などが必要な場合はこちらからお問い合わせください。

目次へ戻る

ページ左部の各項目について説明します。次ページより一部の機能を説明します。
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作成済みの複数のソリューションを、１つにまとめることができます。

①ソリューションID検索して[ 追加 ]か、表示されたソリューションをドラッグ＆ドロップします。

ソリューションを統合

目次へ戻る

②ソリューションごと、異なるグループに追加されます。

③[ 統合 ]を選択します。

ナビゲーションパネルへ戻る

④新規作成時と同様、ソリューション名/ソリューショングループを

入力し[ 作成 ] します。

⑤構成内容が表示されますので、ソリューションの[保存]をします。
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テンプレートに設定された構成内容が反映されます。
※他国のテンプレート、各国共通テンプレートをご選択の場合、日本で有効でないコンポーネントが多数含まれております。

これらはツールの機能で自動変換されますが、構成不一致などの理由で多数のエラーが表示される場合がございます。
※vSAN Ready Nodeなど、一部のテンプレートで構成制限を設定している場合がございます。

ソリューションテンプレート

目次へ戻る

ナビゲーションパネルへ戻る

世界各国で頻繁に提案される構成、テンプレート構成、リファレンス構成などが登録されております。
複雑なソリューションの構成に費やす時間を大幅に短縮できる場合があります。

キーワード検索すると、関連テンプレートが表示されますので選択します。※日本では使用できないテンプレートや、販売終息製品が含まれている場合もございます。
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問題を報告する

目次へ戻る

②件名と問い合わせ内容を入力します。

ナビゲーションパネルへ戻る

DSCのツールの仕様、不具合の確認などが必要な場合はこちらからお問い合わせください。

低/中/高から選択

オープンを選択

ソリューション
コンフィギュレーター
を選択

問い合わせのメールに追加したいアドレスが
あれば入力します。

問い合わせにファイルを添付したい場合は、
こちらから追加します。

③最後に申請ボタンを押して申請を行います。
必須ではないですが、項目不明時は見積りを選択ください

①以下の必須項目を選択します。
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＜一部パートナー様向け機能＞
ディストリビューター様や一部パートナー様がご利用いただける機能があります。

目次へ戻る

①案件と結びつける

作成したソリューションを、新規または既存の案件と紐づけることで

特価取得の過程がスムーズとなります。

②見積りを作成する

顧客情報や配送方法を入力し、お見積書を作成することができます。

③見積をインポートする

見積番号から構成をインポートすることができます。

④チェックアウト(発注)

見積りの概要・契約情報の確認、支払方法確定後、発注処理が可能です。

[ソリューション作成後]

[見積り作成後]

② ①

[既存の見積をインポート]

③

④
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ソリューション作成画面にて、案件との紐付けをすることができます。

[ 案件と結び付ける ] をクリックします。案件未登録の場合は[ 新規案件 ]、登録済の場合は
[ 既存の案件 ] を選択します。

案件と結び付ける

目次へ戻る

[ 新規案件 ]

[ 新規案件 ] の場合、案件登録画面に遷移します。
入力完了後、ウィンドウを閉じると、案件と関連付けが完了します。

[ 既存の案件 ]

各項目より案件を検索し[関連付け]をします。案件が有効でない
場合は関連付けできません。有効期限などを再度ご確認ください。

関連付けを解除する場合には、[▼]から [案件を削除]を選択します。
最終確認画面にて[Remove]を選択すると関連付けが解除されます。

[ 関連付けの解除 ]

一部パートナー様向け機能へ戻る
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見積りを作成する
ソリューションの作成が完了しましたら、顧客情報・配送方法を入力して見積りを作成することができます。

目次へ戻る

①顧客情報を入力します。 ②配送情報を入力します。

④ファイル形式を選択し、見積り書を出力することができます。

一部パートナー様向け機能へ戻る

③ 見積りを作成 を選択します
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構成の作成が完了し、顧客情報を入力すると見積りを作成することができます。

顧客情報の入力

目次へ戻る

※詳細は弊社担当営業まで個別にご相談ください。

①[ エンドユーザーを選択してください ] を選択すると、7段階で顧客情報の入力画面が出てきます。

②画面の指示に従い、入力します。
（※）

③入力完了後、[ 保存 ]をクリックします。

一部パートナー様向け機能へ戻る
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配送方法の選択
顧客情報の入力完了後、配送方法を指定します。

目次へ戻る

①ソリューション作成時に使用したGroupsタブ内の
[ 配送詳細の編集 ]を選択します。

② “配送方法”にて[ Default ]を選択し、[ Save & Exit ]で終了します。 ③配送方法が選択されたことを確認します。

一部パートナー様向け機能へ戻る
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見積りをエクスポートする
完成したソリューションから見積り書をさまざまなフォーマットで出力することができます。

目次へ戻る

①[見積りを作成]を選択後、1,2分ほどで見積番号が作成されます。

②パートナーシップに基づいたDiscountが
適用された見積書が出力されます。

一部パートナー様向け機能へ戻る
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コラボレーション [価格リクエスト]
見積り作成後のコラボレーションでは、価格のリクエストを送ることができます。

目次へ戻る

配送料・消費税別の金額

担当営業のアドレス・必要事項を記入
の上、[ リクエストの送信 ]を選択する
とリクエストが送信されます。

一部パートナー様向け機能へ戻る



62

見積りを確認する
見積りの概要を確認することができます。

目次へ戻る

[確認およびチェックアウト]を選択します。

見積もり作成時に記入した項目や価格を一目で確認することができます。
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見積りをインポートする
DELLの見積書のお客様名に記載されているパートナー様は、見積番号から、構成をインポートすることが可能です。

目次へ戻る

①見積書の記載されている見積書番号を確認します。

②ソリューションIDが検索できるところのオプションを選択から
[ 見積もりをインポート ]を選択し、見積書の番号に対して末尾に「.0」を追加して検索します。

一部パートナー様向け機能へ戻る

③マイソリューションと My Quotesに該当の構成がインポートされます。

マイソリューションの見積番号から、追加された見積の
ソリューション番号が確認可能です。

※お客様名が異なる見積書ではインポートは行われません。
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チェックアウト(発注)①
見積りを作成後、発注処理をDSCにて行うことができます。ディストリビューター様と一部パートナー店様専用の機能となっております。
詳細は担当営業までご連絡下さい。

目次へ戻る

①見積り作成後、[ 確認及びチェックアウト ]を選択します。 ②見積りの概要が表示されます。問題なければ[ レジに進む ]を選択します。

③コンプライアンスおよび通知にて契約情報等を確認後、[ 続行 ]を選択します。

④支払方法を選択し、[ 続行 ]を選択します。

次ページへ続きます。
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チェックアウト(発注)②

目次へ戻る

⑤レビューおよび注文画面で再度注文内容を確認し、[ 発注する ]を選択します。 ⑥発注完了となります。同時に通知メールが送信されます。

※チェックアウト機能の詳細は担当営業までご確認ください。
本ガイドでは大まかな流れのみ説明しております。
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