DellTechnologies がおすすめ︕

リモートワークスタータプラン

で始める、Re Remote Work︕
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リモートワークでのお悩みを

リモートワークスタータプラン
で、Re スタートすれば、解決できます︕
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お悩み

現場から本社に相談したい︕
現場のトラブルを電話やメールだけでは、
本社に伝えにくいし、本社も指示しにくい

仕事状況をチームで共有したい︕
自分の状況を皆に知らせたいし、他の皆の状況
も知りたいけど、どうすれば︖

詳しい人に教えてもらいたい︕
お客様の問い合わせに回答したいのに、転任
した先輩から引き継いだ書類がみつからない
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解決

Teams ビデオ会議で、すぐに映像で
本社と共有し、チャットでファイル共有も
簡単にできるので、あっという間に確認が
とれた︕

Microsoft Teams の共同編集
機能で、みんなの作業がリアルタイムで
わかるから、社外パートナーとの連携も
スムーズ︕

ちょっとしたことはチャットで相談。

Teams ビデオ会議を使えば、
共有画面を遠隔操作してもらいさっと
解決、お客様を待たせずにすんだ︕

スマートフォンの Teams アプリを使えば、

Office ファイルも開けられるので、
Excel ですぐに指示を出せた︕

店舗間の連携を迅速にしたい︕

Teams のチャットで、店舗や本社の担当と

お客様の声や在庫状況など、他店舗や本社

話ができて、チャットログも残るのでお店

と共有し、円滑な情報共有を行いたい

データを安全にやりとりしたい︕
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のスタッフ全員と情報が共有できた︕

OneDrive ならセキュリティも安全なので、
安心してファイルのやり取りができた︕

だから、リモートワークスタータープランの一択︕
Microsoft Teams を開くだけで、人やデータとのつながり、始められます。

Microsoft Teams
（PC ・ スマホ ・ タブレット）

OneDrive for Business

1 人当たり
1TB

Office
と連携

文字
（チャット）

音声 ・ 映像
（ビデオ会議）

ファイル共有や
共同編集

リモートワークスタータープランは、ここが違う︕

これまでのリモートワークでは、各機能ごとに便利なツールを使い分けて、使いこなすことが必要でした。
リモートワークを行うために、多くの人と、多くのツール、多くのファイルを使うことは、なかなか大変な作業になるのではないでしょうか︖
リモートワークスタータープランでは、 OneDrive と連携する Microsoft Teams を使うだけで、 これまでの多様で複雑な
作業を、手軽に始めることができます。
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DellTechnologies 製品でリモートワークをリスタートしたら、ここがお得︕

1 ユーザーあたり月額

399 円

（1 年間サブスクリプション 4,788 円）

Remote Work Starter Plan
- リモートワークスタータープラン -

※リモートワークスタータープランは 1 つのドメイン ( テナント )
で 300 ライセンスまで対応しています
※DellTechnologies では、その他 Microsoft 各種
ライセンスも、お買い求めできます。

PC やサーバーと合わせて、 お見積りのご相談も承っており
ます。詳細につきましては、担当営業までお問い合わせくだ
さい。
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リモートワーク開始後も、 DellTechnologies がしっかりサポート︕

日経コンピュータ顧客満足度調査 PC 部門で 3 年連続 1 位を受賞している
テクニカルサポートチーム ( 日本人スタッフ ) が導入後のサポートを提供致します

Dell Technologies が提案するコラボレーションワーク
リモートワークスタータープランの活用事例やお得なキャンペーン情報をご紹介しております。
オンラインハンズオンやユーザーガイドなども、こちらからご確認いただけます。

デル ・ テクノロジーズ株式会社

〒 212-8589 川崎市幸区堀川 580 番地ソリッドスクエア東館 20F

●製品サービスの購入には、当社の販売条件（Dell.jp/policy）、当社と締結済みの再販契約またはディストリビューター契約、または、当社の再販業者またはディストリビューターが指定する販売条件が適用されます。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●デル ・ テクノロジー
ズが提供するサービスにかかる商標は、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●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。●本カタログに記載されている仕様 ・ 価格は 2021 年 2 月 1 日現在のものであり、記載されている仕様 ・ 価格 ・ 内容は予
告なく変更される場合があります。最新の仕様 ・ 価格については、当社営業、もしくは、当社パートナーの担当営業にお問い合わせください。

