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IBMリユース製品事業
IT資産のリユース・リサイクルを通じて 資産価値の最適化を図ります

IBMリユース製品事業
IBMリユース製品事業は、お客様のIT資産活用をご支援します。限りある予算を、いかに効率的に使うかは、
IT部門の重要課題の1つです。
リユース・リサイクルを通じて環境保護に貢献するとともに、お客様の大切な
資産の有効活用を図るさまざまなソリューションをご提供しています。

Reduce

システム製品事業
製品のテクノロジーや最新の仮想化技術などでIT資産の
削減をご提案しています。

3R
リユース製品事業
リース返却機器の再生・再利用やお客様の不要資産の

Reuse

Recycle

買取りなど、IT資産の有効活用をご提案しています。

リユース製品事業の概要
IBMグローバル・ファイナンシングの一部門として、
リース返却機器を中心に、お客様から下取り、買取りした機器
を回収。国内の工場で再生し、再販しています。再生作業は、IBMの培った厳しい品質と高いセキュリティー基準
に基づき、環境に配慮したマネジメントシステムを構築しています。サーバーやストレージなどのシステム製品は
IBM認定再生品として、
またPCはIBM Refreshed PCとして再びお客様にご利用いただいています。
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高品質・高信頼性のIBM認定再生

お客様に合わせた最適なリース・

パートナー様 、サプライヤー様 、

品の販売とIT 資産の買取、再生・

分割払いなど IT プロジェクト全体

リセラー様向けに支払代金延長や

再販ソリューションを提供

を対象としたファイナンシング・

運転資金をご支援

ソリューションを提供

IBMのリース・ファイナンシング部門で、世界最大のファイナンシング・プロバイダーです。
IBMおよびIBM以外のITソリューションの購入から使用、廃棄にいたるまで
お客様がITソリューションをより簡単、かつ効率よく取得できるようにサポートいたします。

IT投資の最適化

ITライフサイクルのさまざまな局面でリユースという選択肢を

IBMリユース製品事業は、お客様のIT投資を最適化するため、
さまざまなソリューションをご提供しています。
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既存資産の維持
投資を抑えて現行のシステム環境を継続したいとき。豊富な在庫から必要な機器をご用意します。

IBM認定再生品
IBM認定再生品を活用すれば、
コストを抑え信頼性の高いIBM機器を導入することが
できます。既存の資産を含むシステム全体を、
より有効に維持・活用することが可能
になります。
●

販売終了した製品でも、IBM認定再生品ならご提供可能です。サーバーからスト
レージ製品まで、幅広い年代のIBMシステム製品・部品を取り揃え、お客様のビジ
ネスやテクノロジー面での様々なニーズにお応えします。

●

豊富な在庫の中から、お客様のご要望に合わせて構成変更（カスタマイズ）
も可能
です。
また、国内に在庫が無い場合は、世界中のIBMの在庫からご提供いたします。

●

全ての製品・部品はIBM技術員による検証を実施しています
IBM技術員による検証を受けた製品だけがIBM認定再生品として出荷されます。
IBM認定再生品は、新品と同様に、IBMの正規保守契約の締結が可能です。

製品の特長
●

90日の品質満足保証
IBM認定再生品に万一ご満足いただけない場合は、交換または返金いたします。※1

※1. IBMの作業員により導入（据付）
され、IBM保守契約が適用される機器が対象です。
（ 部品のみは対象外です）

IBM認定再生品の効果的な活用例
●

現行システムのアプリケーションやミドルウエアが特定のプラットフォームと強い依存関係にあり、最新機種への移行が
困難な場合

●

●

データセンターの移転や新製品導入時など、平行稼動用の環境が一時的に必要な場合
販売終了した製品で構成されているシステムの維持・拡張・メンテナンスを行いたい、
または災害対策などで現行システム
と同じ環境を構築したい場合

●

IT運用費用の最適化のため、オンプレミス環境で使用中の既存システムのコストを削減したい場合

IBM認定再生品が出荷されるまで
高い品質水準を維持するため、IBM技術員による構成変更、製品検査、稼働確認を行い、合格したものだけを出荷します。

クリーニング
▼
稼働確認・構成変更
▼
稼働テスト
▼
出荷

徹底したクリーニング作業を実施いたします。
動作テストを行い、稼働を確認します。
お客様の仕様に合わせて構成を組み替えます。
構成機器をチェックし、稼働最終確認を行います。

きれいに梱包され、
お客様指定納品先に出荷されます。
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新規資産への投資
テクノロジーを常に最新状態に維持したいとき。古い資産の処分の懸念を解消します。

お客様所有資産 下取りサービス
新規IBM機器への入替え・移行に伴い不要となるお客様所有資産（サーバー・ストレージ製品）
をIBMが下取ります。
移行に伴うコストを削減し、IBMの最新テクノロジーへの速やかな移行をご支援します。※2
●

不要資産が即座にキャッシュに変わります
下取り代金は現金でお支払いします。
既存機器の簿価が残っていてお困りの場合、簿価相当額で下取りする場合もあります。※3

サービスの特長
●

不要機器処分はIBMにお任せください
IBMがお客様に代わり不要機器の処分をお手伝いします。
お客様自身で機器を廃棄する場合にかかるコストや事務手続きが大幅に削減されます。

※2. お客様所有資産であることが前提です。
（リース物件は対象外です）新機器はIBMのリースをご利用いただくことが条件です。
※3. 当プログラムの適用には、お客様の信用審査での事前承認およびプログラム適用に関する事前承認が必要となります。

PC・タブレット・スマホ買取サービス
（アセット・リカバリー・ソリューション）
新規調達・入替時、不要となった使用済PC・タブレット・スマートフォンをIBMが買取りし、資産価値を最大化します。
資産処分にかかるお客様のご負担とリスクを軽減し、大切なビジネス資産の安心、効率的な処分をご支援します。
●

メーカーは問いません
お客様所有資産のリストをご提示ください。
メーカーを問わず買取りの無料査定をいたします。

サービスの特長

●

機器の処分にかかるお客様のご負担を軽減します
再利用可能な機器はIBMが適正価格で買取りしますので、廃棄にかかる費用や作業が大幅に削減されます。
買取りした機器はIBM専用工場で専用ソフトによるデータ上書きと再生作業を行います。
環境規制の遵守や、
データ漏えいへの対策などコンプライアンス強化をご支援します。
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資産の有効活用
必要なときに必要なだけ使いたいとき。使った後もIBMなら安心です。

IBMレンタルプログラム
お客様が選んだ新品のPC・タブレット・スマートフォンを短期で柔軟にご利用いただけます。
レンタル期間中の中途解約金が
発生しないため、最新テクノロジーの安心・手軽な活用をご支援し、
お客様のデジタル変革を加速します。
●

解約金なしでいつでも解約できます
レンタル期間中に解約しても、解約金はいただきません。
試験利用やプロジェクトの開発、イベントなど、使用期間が決まっていない場合にも安心してご利用いただだけます。

サービスの特長

● レンタル期間は１ケ月からご利用いただけます

レンタルは１ケ月からご利用いただけます。特に２年未満の短期的なご利用に最適です。
お客様が選択したメーカーや機種のPC・タブレット・スマートフォンを新規で調達するため、幅広い機器から自由にお選び
頂けます。

IBM Refreshed PCには、
正規のWindows OSを搭載
しています。

使用済PCを、新たなマシンへと再生させたPCが、IBM Refreshed PC
です。
まだまだ利用できる部品を有効活用し、
IBMの培ってきた品質基準を
ベースに誕生した高品質のリフレッシュPCをご提供しています。

IBMは、
マイクロソフトが一定の条件を満たした再生
PC事業者向けに再生PC用の正規Windows
OSライセンスを提供するプログラム（Microsoft
Authoriｚed Refurbisher（ MAR）
プログラム）
に参加しています。

IBM のIT 機器リユース・リサイクル率

99%

IBMはIT 機器のリユース、リサイクルを積極的に推進し、
循環型経済システムの構築に貢献しています。

1 週間あたりの再生台数

45,000台
グローバルでは週に45,000台＊のIT機器を再生しており、
再生した機器を全世界に供給しています。＊2017年実績
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IBMグローバル・ファイナンシングは、
60ヵ国を超える国々で事業を展開しています。
また世界各地に製造拠点があり、
豊富な在庫からお客様に再生品をご提供しています。

信頼と実績のパートナー

3R推進協議会

Certification No.43820

IBMリユース製品事業は中古機器の返却、再生、

会長賞受賞

日本IBMリユース製品統括部は、
リユース、
リサイクルを通じた環境保護への貢献とお

解体、再販売、廃棄に関連したグローバルオペレー

客様のIT投資最適化への取り組みが評価され、
リデュース・リユース・リサイクル（3R）

ションおよび物流工程においてISO14001認定

推進協議会主催「平成26年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」
に

を取得しています。

おいて会長賞を受けました。
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お問い合わせ窓口一覧

IBMグローバル・ファイナンシング

0120-47-3301
受付時間：月曜〜金曜

9:00〜18:00（土・日・祝、12/30-1/3を除く）

ibm.com/financing.jp/
IBMビジネス・パートナー様
向けお問い合わせ窓口

リマーケティング・セールス・センター

IBMレンタルに関する
お問い合わせ

RENTAL@jp.ibm.com

買取・リサイクルに
関するお問い合わせ

KAITORI@jp.ibm.com

IBMRMK@jp.ibm.com
03-3808-3259

