
「上質なリユースPC紹介代理店制度」
について

ご提案

経営課題にソリューションを提供する総合コンサルティング

セブンスターズコンサルティング株式会社
ITソリューション事業部



取り巻く環境

状況

■ 急激な電子デバイスの増加、在宅ワークの増加などの影響に
より、世界的な半導体不足が発生しており、PCメーカーにお
いて部品調達が間に合わず、出荷に遅れが発生しつつある。

■ 企業や個人では在宅ワークや業務・生活におけるオンラインの浸透、
BCP対策、サイバー対策等により、ITコストが増加し、コスト削減の
観点から安価なリユースPCに注目が集まっている。

ＳＮＣ社のリユースＰＣ紹介代理店になれば、

【あんしんポイント】
・フルメンテナンス後に商品提供！
・３年間の保証付き！
・５０％～７０％のコスト削減が実現！

・グループ会社や取引先のコスト削減に貢献できる。
・グループ会社や取引先の従業員の福利厚生制度としても貢献できる。
・社内のコスト削減に。
・社内の福利厚生の充実にも。
・サブビジネスとして新たな収益源を
確保することが可能。



紹介代理店制度の概要

商 材 報 酬 額

① PCデータの消去

売上金額（税別）の４％

② IT機器の販売

売上金額（税別）の１０％

③ IT機器の買い取り

想定販売価格（税別）の４％（*）

（＊）買い取り後に提示する。

リユースPCの販売だけでなく、PCデータの消去やIT機器の買い取りでも
貴社グループ企業・従業員、お取引先、貴社需要、貴社従業員のお役に立てる
ビジネスモデルです！



貴社マーケットの可能性

・グループ会社
・グループ会社の従業員
・グループ会社のお取引先、顧客（従業員・ご家族・知人含む）
・グループ関連団体（スポーツチームなど）
・貴社需要
・貴社の従業員
・貴社の労働組合
・お取引先企業（従業員・ご家族・知人含む）
・個人のご契約者とその家族
・貴社が会員の協同＆協業組合とその会員企業（従業員含む）

貴社専用の販売用サイトも構築し、ご提供することが可能ですので、専用サイトの
ご案内と定期的な商品チラシの案内を行うだけで、複雑な業務は発生いたしません。



収益シュミレーション

テレワーク向き！テンキー搭載パソコン！

HP PROBOOK 450 G3

カメラ
付

¥３5,000(税別)

35,000円（税別）× 10％

１台あたり報酬額
3,500円（税別）

販売台数 月間 想定報酬額 年間 想定報酬額

10台 ３５，０００円 ４２０，０００円

20台 ７０，０００円 ８４０，０００円

30台 １０５，０００円 １，２６０，０００円

40台 １４０，０００円 １，６８０，０００円

50台 １７５，０００円 ２，１００，０００円

月間平均販売台数ごとの想定報酬額（税別）

※1台あたり平均販売報酬額：3,500円（税別）



専用の販売サイト

ログインID ： SSC
管理番号 ： 貴社専用番号を発行

販売サイトのリンク設定のパターン

・貴社のホームページ
・貴社の社内のイントラネット
・お客様の社内のイントラネット
・お客様のホームページ

・毎月内容を定期更新
・新商品案内を定期発信

仕組みを構築
ることで、手間
なく販売！



Appendix



「ITコスト削減」＆「福利厚生充実」
のスキーム導入について

ご提案

経営課題にソリューションを提供する総合コンサルティング

セブンスターズコンサルティング株式会社
ITソリューション事業部



■ ご提案 その１

課題

１） ３年に１度のパソコン（ＰＣ）入替のコストは高すぎる？

２） 中古PC導入も検討したが、保証のないPCを導入することは、
セキュリティー上も不安で、なかなか踏み切れない。

３） テレワークやBCP対策、サイバーセキュリティーなど、ITコストが
高騰化しているため、少しでもコスト削減につなげたい！

ＳＮＣ社のリユースＰＣを活用すれば、課題解決！

【あんしんポイント】
・フルメンテナンス後に商品提供！
・３年間の保証付き！
・５０％～７０％のコスト削減が実現！

-「リユースＰＣ活用でコストカット」-



〈 事例 〉

安価な中古PCを活用した経費削減（導入・運用支援）

テレワーク向き！テンキー搭載パソコン！

HP PROBOOK 450 G3

カメラ
付

¥ 45,000(税別)

✓ 今までの機器購入費用を大幅削減（5割～7割の削減）

✓ 中古パソコン３年保証【業界最長】

新品 リユースモデル

CPU Corei5-8265U Corei5-6200U

メモリ 8GB 8GB

ストレージ SSD256GB SSD256GB

ドライブ スーパーマルチドライブ スーパーマルチドライブ

画面サイズ 15.6インチ 15.6インチ

OS Windows 10 Pro 64 bit Windows 10 Pro 64 bit

保証 1年間引取り修理サービス
3年間センドバック保証
(修理もしくは同等仕様以上との交換)

価格 ¥88,000 ¥45,000

新品 リユースモデル

CPU Corei5-10500 Corei5-7500

メモリ 8GB 8GB

ストレージ SSD128GB SSD128GB

ドライブ DVD-ROM -

画面サイズ - -

OS Windows 10 Pro 64 bit Windows 10 Pro 64 bit

保証
1年間翌営業日オンサイト
（訪問修理）サービス

3年間センドバック保証
(修理もしくは同等仕様以上との交換)

価格 ¥86,000 ¥30,000

第7世代Core i5搭載で動作快適！

DELL OPTIPLEX 3050

¥ 30,000(税別)



■ ご提案 その２

課題

１） 不用なPCやモニターの処分費用が高い？（安く処分したい）

２） PCの処分時の「個人情報・機密情報の漏洩」が心配だ！

３） 安心できる引取業者を調べる手間が面倒だ！

ＳＮＣ社の不用PC買取・データ消去で課題解決！

【あんしんポイント】

・セキュア環境（Pマーク・ISO27001認証済み、入退室管理、監視カメラ、高機密ル ーム）を備えた自社
大型設備にて、厳重な管理の下で完全なデータ消去を実施。

・データ消去完了後の機器は、再利用・再資源化を目的として、有価物とし
て高額にて買い取るため、お客様の機器処分にかかるコスト負担を軽減。

※産業廃棄物では無いのでマニュフェスト管理も不用！

-「不用PC買取・データ消去で安心」-



■ ご提案 その3

課題

-「ﾘﾕｰｽPC購入制度で福利厚生の充実化」-

１） 大切な職員のための福利厚生の充実を図りたい！

２） コストがかからない福利厚生サービスが見つからない！

３） 実用性の高い福利厚生サービスを導入したい！

ＳＮＣ社のリユースＰＣ購入サイトを導入すれば、課題解決！

【あんしんポイント】

・専用の購入サイトを職員様に案内するだけ！
・費用は一切かかりません！
・職員様は上質なPCを安価に購入できます！



■ まとめ

１．PC入替コストの大幅な削減（５０％～７０％↓）を実現

２．不用PCを安心して処分することが実現

３．職員の福利厚生の充実化を実現

１．PC入替コストの大幅な削減（５０％～７０％↓）を実現

２．不用PCを安心して処分することが実現

３．職員の福利厚生の充実化を実現

-「実現できること！」-

コストダウン！



㈱エスエヌシ― 販売代理店

（社名）セブンスターズコンサルティング株式会社 ITソリューション事業部

（住所）〒108-0014 東京都港区芝4-6-16-801

（電話）03-6459-4965 （FAX）03-6809-4808

（携帯）080-3699-5450

（Mail）info.ssc@seven-stars.co.jp

（URL) https://sevenstars-consulting.com

（ITコスト削減専用サイト） https://store.sncj.co.jp/ssc

PW : ssc 管理番号 : ssc

株式会社 エスエヌシー 本社
大阪市中央区南船場1-18-17 商工中金船場ビル9F
TEL：06-6271-0055 FAX：06-6271-0082
https://www.sncj.co.jp/



パソコン機器のライフサイクルマネジメントを実現

SNCはお客様のパソコン機器のライフサイクルマネジメントをご支援させていただきます。

【1】IT環境構築
・新品パソコンの購入運用サービス
・リース機運用サービス（期間管理）
・リユースPCによる低価格なサービス

【2】機器準備・配布
・社内の専用キッティングセンター作業
・オンサイトでのキッティングサービス
・個別設定にも対応

【3】環境運用・保守
・企業内ヘルプデスク対応
・対応状況・機器状況の分析レポート
・引揚修理対応 / 代替機運用

【4】データ消去・処分
・入退室管理された専用フロアで作業
・専用のセキュリティー便による回収
・データ消去証明書発行サービス
・機器の買取サービス

PC運用
サイクル

SNCのLife Cycle Managementサービス

＜昨年のパソコン販売実績＞

約50,000台

＜昨年のキッティング実績＞

約60,000台
＜昨年の修理実績＞

約1,600台

＜昨年のデータ消去実績＞

約93,000台

【1】IT環境構築 【2】機器準備・配布 【3】環境運用・保守 【4】データ消去・処分までのサービスをワンストップで実施。


