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基幹系システムをHitachi Cloudへ移行
リプレースコストの最小化とBCPを見据えた
柔軟性のあるシステム基盤を確立
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また、
西日本地域にある日立のデータ
センターと結んだディザスタリカバリ環境
の構築も今後検討されており「
、クラウド
への移行が低コストでBCP※2 強化につ

クラウド環境

＊ プラットフォームリソース提供サービスの1つであるオンデマ
ンド・サーバサービスのセルフサービスポータルから、
お客さ
ま自身で仮想サーバやデータディスクの追加・削除が可能

ハウジング環境
サーバリプレースのタイミングで
クラウド環境へ順次移行

J-オイルミルズに導入されたシステムの概要

お問い合わせ先

（株）
日立製作所 クラウドサービス事業部
http://www.hitachi.co.jp/cloud-inq/

■ 情報提供サイト
http://www.hitachi.co.jp/cloud/
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