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1. はじめに 

このドキュメントでは、iQuote （アイクォート）の概要や、ツールの機能、ご利用方法について説明しま

す。iQuote は Hewlett Packard Enterprise(HPE)の中小規模システム向けの製品の選定や構成作成のスピード

アップに貢献する、簡易構成作成ツールです。 

iQuote は Hewlett Packard Enterprise(HPE)によりイギリスに本社を置く ChannelCentral.net 社に委託して提供

されています。運営、サポートは Channelcentral.net 社により提供されます。 

 

iQuote へのアクセスとログイン 

• 以下のリンクから iQuote へアクセスします。 

※ブラウザは Google Chrome を推奨しています。 

https://iquote.hpe.com/  

※ Chrome の拡大率は 90％がお勧めです。 

• Country の選択肢から「Japan」を選択し、左下の「Register」をクリックします。 

• レジストレーションフォームを埋めて、「Register」をクリックします。 

• 登録したメールアドレスに、登録完了のメールが配信されます。  

• 次回以降は Country から Japan を選択し、右下の「Log in」をクリックして、ログインします。 

• ログイン後、iQuote ホームページの右上に「Universal(JP) 」と表示されていることをご確認くださ

い。 

 

 

iQuote では正確な情報を掲載するよう最大限努めておりますが、稀に表示エラーまたは表示漏れが生じる

可能性がありますことをご了承願います。 

 

また、ご利用規約やプライバシーのステートメントは HPE の Web サイトに準じます。 

ご利用規約 https://www.hpe.com/jp/ja/about/legal/terms-of-use.html 

プライバシー https://www.hpe.com/jp/ja/legal/privacy.html 

  

 

https://iquote.hpe.com/aspx/signin.aspx
https://iquote.hpe.com/aspx/signin.aspx
https://www.hpe.com/jp/ja/about/legal/terms-of-use.html
https://www.hpe.com/jp/ja/legal/privacy.html
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2. iQuoteについて 

iQuote は HPE が提供するサーバー、ストレージ、ネットワーキング、サービス&サポートの製品カテゴリ

を対象に、中小規模システム向けの標準カタログ BTO 製品を掲載しています。ユーザーフレンドリーな

インターフェースで直観的に操作でき、作成した構成のエラー有無や、ファイルへのエクスポートといっ

た機能を備えています。モバイル対応もしておりますので、いつでもどこからでも構成作成が可能です。 

また、PRP ユーザー様は他社製品と同等の HPE 製品の選定を手助けする機能もご利用可能です。 HPE Web 

サイトに掲載しているシステム構成図をあわせてご利用頂くことをお勧めします。 

iQuote のホームページ 

iQuote へのログイン後、以下のホームページが表示されます。こちらから、新しい構成、保存した構成や

アカウント設定へのアクセスができるほか、すべての製品カテゴリを参照できます。左上の「ブラウズ」

をクリックするといつでもホームページに戻ることができます。 

 

また、初回ログイン時には下記のポップアップが表示されます。 

こちらをクリックしてくださいを押すことで HPE Partner Ready Portal のログイン画面に移りますので、ロ

グインしていただくと自動で iQuote に戻り、他社競合製品から同等の HPE 製品への置換え機能 (P.25) が

ご利用いただけます。 
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*初回ログイン時に連携されなかった場合は、アカウント設定の HPE Partner Ready Portal アカウントと連

携する、をクリックしていただくと、HPE Partner Ready Portal に移り、そちらでログイン後に自動で

iQuote に戻り、連携完了となります。 
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3. 構成の作成手順 

このセクションでは、新しい構成の作成手順をご説明します。 

 

3.1 構成作成の開始 

iQuote のホームページから、任意の製品カテゴリをクリックして、構成の作成を開始します。また、

iQuote 上のどのページからも上部にある「新しい構成」をクリックすると製品カテゴリ選定のページに移

動できます。 

 

 

3.2 製品の選択 

iQuote のホームページから製品の選択を開始する方法は複数あります。ホームページ上部の「ブラウズ」

または「新しい構成」をクリックすると製品カテゴリの選択ページへ戻ります。 

 

3.2.1 製品カテゴリから選択する 

ホームページに表示される製品カテゴリのタイルをクリックします。 

 

 

クリックすると、その配下の製品ファミリが以下のように表示されます。右側の緑枠で示したマーク（ビ

ュースイッチャー）をクリックすると、スクエア、ツリー、グリッドの 3 種類のビューが選択できます。

詳しくはユーザー ガイドのセクション 3.3 を参照してください。 
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構成したい製品ファミリを選択すると（ここでは DL360 Gen10）、構成可能なモデルが表示されます。 

＜ご注意＞表示される製品名称は英語となっております。ご了承ください。 

  

 

次に、左の+マークの展開ボタンをクリックすると、モデルの仕様が次のように表示されます。 

モデルを決めたら、ボックスに任意の数量を入力し（空白でも可）緑のプラスボタンをクリックします。 
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3.2.2 アイコンについて 

各モデルに記載されているアイコンについてご説明します。 

  = 標準カタログ BTO モデル  

 

3.2.3 フィルターを使って製品を選択する 

iQuote は製品の絞り込みを可能にするフィルター機能を備えています。フィルターを使用すると、選択肢

が絞られ、製品シリーズの選択が容易になります。製品シリーズを複数のフィルターを使って絞り込んだ

後、製品シリーズを選択します。（ここでは DL360 Gen10）

 

さらに条件を絞るとモデル単位まで絞り込みができます。 

＜ご注意＞表示される製品名称は英語となっております。ご了承ください。 
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左の+マークの展開ボタンをクリックすると、モデルの仕様が表示されます。 

 

 

モデルを決めたら、ボックスに任意の数量を入力し（空白でも可）緑のプラスボタンをクリックします。 

 

3.2.4 検索機能を使って製品を選択する 

既に構成したい製品の製品番号がお分かりの場合は、ホームページ上部の「検索」をクリックし、ボック

スに製品番号を入力します。 
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この検索ボックスには、製品番号のほか、例えば ProLiant や StoreEasy、DL360 といった製品名を入力して

も検索が可能です。ボックス内では、その部分の引用に直接ジャンプするためにシステムの部品番号を入

力できます。 

 

お探しの製品が見つかったら、ボックスに任意の数量を入力し（空白でも可）緑のプラスボタンをクリッ

クします。 

 

 

3.3 製品表示ビューの選択 

構成を作成にあたって、お好みの製品表示方法を選択できます。製品の表示方法を変更するには、以下に

示すアイコンをクリックします。以下に示したマーク（ビュースイッチャー）をクリックすると、スクエ

ア、ツリー、グリッドの 3 種類のビューから選択できます。
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3.3.1 ツリー ビュー 

分岐型のツリービューでの表示をします。 をクリックすると、その製品シリーズで選択可能なモデル

が表示されます。 

 

 

 

 

3.3.2 グリッド ビュー 

グリッド ビューではモデル毎の主な仕様を一覧表示します。 のアイコンをクリックして、不要な列を

非表示にできます。 のアイコンを使用して、並べ替えができます。右側のドロップダウンボックス

で、並べ替えする項目を選択できます。また、右端の「ソートを追加」ドロップダウンボックスで、並べ

替えのキーとなる項目を追加できます。 
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3.3.3 スクエア ビュー 

スクエアビューでは、各タイルに製品シリーズの概要や価格帯の情報が表示されます。 

 

 

以下のように各製品シリーズに属するモデルの価格帯や大まかな仕様が表示されます。 
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3.4 製品を構成へ追加 

お探しのモデルが見つかったら、以下で示したボックスに任意の数量を入力し（空白でも可）、緑のプラ

スボタンをクリックします。 

 

iQuote が自動的に構成を生成し、以下で示したように画面の右側に、構成番号と選択したモデルが表示さ

れます。同時に、左側には選択したモデルと合致するオプションやサービスが表示されます。
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3.5 複数のシステムの構成作成 

構成に別のシステムを追加し、複数のシステムの構成作成ができます。構成の表示中に、新しく製品モデ

ルを選択すると、同じ構成の中に別のシステムとして追加されます。 

 

現在構成作成中のシステムは緑の枠で強調表示されます。別のシステムの作業を行いたい場合は、クリッ

クすると緑の強調表示がされ、そのシステムの構成ができるようになります。 

  

一つ目のシステム 

追加した二つ目の 

システム 
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4. 詳しい構成作成手順 

 

4.1 構成の仕組み 

iQuote では構成に自動的に ID を割り振り、記録します。作成した構成を後から容易に修正することが可

能です。また、構成に含まれるシステムの合計金額も表示されます。 

 

 

4.2 システムの数量変更 

以下で示したプラスボタンやマイナスボタンを使用して、数量を増やしたり、減らしたりすることができ

ます。数量が 1 の時にマイナスボタンをクリックすると、そのシステムは構成から削除されます。 
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4.3 構成コンポーネントの確認 

構成したシステムの「プリインストールを表示する」のプラスボタンをクリックすると、該当の製品モデ

ル（システムユニット）にあらかじめ組み込まれた構成物が確認できます。また、モデルによっては該当

モデルにおすすめのサポートやオプションが追加されている場合があります。グレー背景のボックスがシ

ステムユニットに組み込まれている標準の構成物、白背景の部分は追加のオプションです。 

   

 

 

UPS、ラック、PDU 関連製品は本体構成の下に黄色枠内に追加されます。合計金額にも反映されます。                                                                             

グレーのボックスは 

システムユニットの 

構成物です。 

追加オプション 
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4.4 オプションの追加と削除  

必要なシステム構成を作成するために、いくつかの方法で選択したシステムにオプションを追加したり、

削除したりすることができます。  

 

4.4.1 システムのコンポーネントの増減 

構成したシステムのシステムユニットの構成物は、各コンポーネントのボックス内の数量を入れるか、プ

ラスボタンで追加ができます。追加されたオプションは、グレーのボックスの下に表示されます。 

数量を変更した場合、構成ルールに合致しない場合は、エラーが表示されます。実際に HPE から出荷する

システムユニットの構成物の変更はできませんが、構成検証用にシステムユニットの構成物を削除できま

す。 

以下に例を示します。 

DL360 Gen10 の P19180-291 に標準搭載の 800W パワーサプライ x1 を 1600W パワーサプライ x2 に変更し

たい場合、標準構成のままでは、3 つの電源を搭載できないためエラーが表示されます。そこで、標準搭

載の 800W パワーサプライを削除するため、 マーク「検証から削除する」ボタンをクリックして削除

します。もちろん、実際に HPE から出荷する際には 800W パワーサプライを搭載しておりますので、お客

様先にて 1600W のパワーサプライへ変更いただくことになります。エラーを修正されると該当のコンポ

ーネントに マークが表示されます。 

追加オプション 

（本体以外） 
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4.4.2 「すべてのオプション」から選定する 

「すべてのオプション」をクリックすると、選択されているシステムと互換性のあるオプションが参照で

きます。 
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4.4.3 「すべてのオプション」タブ簡易説明 

「すべてのオプション」のタブから確認できるオプションの簡易説明となります。 

サーバー 

システム プロセッサー, メモリ, RAID 管理（Smart Cache）iLO 無/付きライセンス（iLO, OneView), 

ハードウェアキット(ライザーキット,ドライブケージ、ラックレール等), ファン, 電源 

ストレージ ハードディスクドライブ(HDD, SSD), M.2 Module, メディア(NVMe SSD),アクセラレータ 

(NVMe Card), 光学ドライブ  

拡張 RAID コントローラー, ネットワークアダプター(PCIe NIC), トランシーバー、SAN コント

ローラー(FC HBA), 拡張モジュール(FLR NIC), グラフィックアダプタ 

サービス ハードウェアサポート, 教育サービス 

ソフトウェア Microsoft, Red Hat, VMware, SUSE、ライセンス（Windows RDS CAL） 

アクセサリ 電源コード、ケーブル 

その他 その他（TPM）, USB デバイス(外付け光学ドライブ、キーボードマウス等) 

ストレージ 

システム プロセッサー, メモリ, ハードウェアキット(ライザーキット等), 電源 

ストレージ ハードディスクドライブ(HDD, SSD), テープドライブ, メディア(LTO)  

拡張 RAID コントローラー, ネットワークアダプター(PCIe NIC), 拡張モジュール(FLR NIC), グラ

フィックアダプタ 

サービス ハードウェアサポート, 教育サービス 

ソフトウェア MSL Encryption Software 等 

アクセサリ 電源コード、ケーブル 

その他 その他（TPM）, USB デバイス(外付け光学ドライブ、キーボードマウス等) 

ネットワーク機器・ラックと電源 

拡張 トランシーバ 

サービス ハードウェアサポート, 教育サービス 

ラックと電源 ラックマウントキット、冷却ファン、UPS、PDU、KVM、 

アクセサリ 電源コード、ケーブル、マウントキット、アンテナ、電源オプション等 

その他 ケーブル等 

＊製品により、表示されるタブが異なる事がございます、ご了承ください。 
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4.4.4 検索機能からオプションを探す 

既に追加したいオプションが決まっている場合は、「検索」タブをクリックし、製品番号や名称を入力し

て検索が可能です。 

 

 

 

 

4.4.5 Top Recommended からオプションを選定する 

HPE 推奨のサービスやオプションを掲載しています。 

 

4.4.6 外付けオプション（UPS、ラック、PDU関連等）を選定する 

外付けオプション (UPS、ラック、PDU 関連等)を追加する際は、構成の左側にあるオプション内の検索欄

ではなく、画面上部の「検索」から型番やキーワードで検索いただくか、「ブラウズ」をクリックいただ

き、製品カテゴリの「アクセサリ」より検索ください。 
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4.5 システム構成の検証 

iQuote はシステム構成に不適切な個所がないかの検証を行い、各システム構成の「検証」のセクションに

表示します。これにより、現在の構成が構成上のルールに反していないことを確認できます。 

外付けオプションは検証対象外のため、システム構成図でご確認ください。 

 

表示されるアイコンは以下の通りです。 

 エラー：オプションの搭載可能数を超えている場合や、サポートしていない組合せには、エラーが

表示されます。修正するとエラーは消え、構成を保存可能になります。 
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選定上のガイドや、推奨事項 

 重要なお知らせ：構成の注意点を表示します。必要に応じて構成を修正してください。メッセージ

内の「クリックして確認」をクリックすると、構成を保存可能になります。（「クリックして確認」が無

い場合もあります） 

 

左のアイコンをクリックすると、詳細な技術的な検証情報とガイダンスが表示されます。 

以下に例を示します。 

 

＜ご注意＞ 英語表記の場合もございますのでご了承ください。 

 

4.6 システム仕様の表示 

構成したシステムの仕様は「仕様」の アイコンをクリックすると以下のように表示されます。 

 

 

 

 

4.7 構成の保存、エクスポート 

iQuote で作成した構成の保存方法についてご説明します。 

 

4.7.1 構成を保存する 

iQuote で作成した構成は、任意のタイミングで保存出来ます。この機能を使用すると、後からいつでも構

成の編集が可能です。構成に名称を付けることも可能です。 

＜ご注意＞構成名称には日本語を使用できません。 
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4.7.2 構成をエクスポートする 

エクスポート機能では、さまざまなドキュメント形式で構成を作成することが可能です。 

以下に示した「エクスポートする」マークをクリックすると、エクスポートの選択肢が表示されます。 

 

 

 

4.7.3 Eメールで送信する 

「メールで送信」機能を使うと、任意のメールアドレスに構成を送信できます。メールは英語の表記で

notifications@channelcentral.net より送信されますが、PDF ファイルが添付されています。デフォルトのメ

ールアドレスはログインの資格情報に基づいて自動的に表示されます。 

 

4.7.4 構成のバージョン 

構成番号に、以下の V + マークが表示されている場合は、同じ構成の新しいバージョンを作成することが

できることを意味します。比較のための複数の構成を作成する場合に、便利な機能です。 
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4.7.5 編集のロック 

以下のように南京錠のマークが表示されている場合は、その構成が編集のためにロックされていることを

意味します。例えば保存前に構成をエクスポートした場合に表示されます。南京錠のマークをクリックす

ると、新しいバージョンで構成が作成されます。 
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5. 構成の再開、修正 

iQuote 内の上部に表示されている「お客様の構成」をクリックすると、作成中のドラフト段階の構成や、

保存済みの構成が一覧表示されます。構成作成を開始したものは「ドラフト」として保存されますので、

セッション タイムアウトや途中でブラウザを閉じても、作業が保存できます。  

 

表示されているアイコンは以下の通りです。 

バージョンが複数ある場合、全ての構成バージョンを表示 

構成名の変更 

編集のロック 

 

編集したい任意の構成を選択すると、以下のような画面が表示され、以下操作が可能です。 

表示する： 対象構成の構成を変更 

コピーする： 対象構成の構成をコピーし、別の構成を作成 

次のバージョンを作成： 次バージョンとして構成を変更 
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6. 他社競合製品から同等の HPE製品への置換え 

初回ログイン時に HPE Partner Ready Portal アカウントと連携されている場合、6. 他社競合製品から同等の

HPE 製品への置換え機能がご利用いただけます。 

*初回ログイン時に連携されなかった場合は、アカウント設定の HPE Partner Ready Portal アカウントと連

携するをクリックしていただくと、HPE Partner Ready Portal に移り、そちらでログイン後自動で iQuote に

戻り連携完了となります。 
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ホームページより、「他社競合製品から選択」をクリックします。 

 

置換えたい競合他社、システムタイプ、製品を選択いただきますと、下部に HPE の同等推奨製品が表示さ

れます。 

また「表示する」、をクリックすることで、選択したサーバー製品一覧が表示され、そのまま構成作成に

進めます。 

 

7. ログアウト 

iQuote のご利用後は、ログアウトをして、セキュリティ上の安全性を確保して下さい。長時間利用がない

ままログイン状態が続くと、自動的にログアウトします。 
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8. アカウントの設定 

画面の右上の「アカウント設定」をクリックすると、名前、パスワード、電話番号、言語、通貨、日付の

書式などの設定を変更することができます。 

 

9. フィードバックやサポートのご依頼 

iQuote についてフィードバックをご希望の場合や、サポートが必要な場合は、iQuote の Web ページの下

部にある「フィードバックを送信する」をクリックして下さい。 

 

「フィードバックを送信する」をクリックすると、以下の画面が表示されます。フィードバックのタイプ

を選択し、フィードバックや質問等を入力お願いいたします。 

  

入力後「FEEDBACK」ボタンを押すと、Channelcentral.net 社のサポート部門より受付完了のメール(英語)が

自動配信されます。後日、順次メールで回答が届きます。 
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