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日立のデータセンターを全国の主要拠点に設置。信頼性の高いファシリティ、生体認証をはじめとしたセキュリティ技術などにより、安心してお使い
いただけるクラウドサービスの基盤を提供。東日本地区・西日本地区におけるデータの二重化や遠隔地へのバックアップなど、お客さまの要件に柔軟
に対応します。

堅ろう・高セキュリティな「日立のデータセンター」

岡山第3センタ

横浜第3センタ

●高い耐震性能
・強固な地盤を持つ立地を選定し、免震構造を採用することにより、
　高い耐震性能を実現

●安定した電源供給
・複数系統の受電ルート、非常用自家発電装置、無停電電源装置などを整備
・高効率設備の採用により省エネに貢献
●強固なセキュリティ
・有人監視に加え、センサー、監視カメラなどによる侵入者検知を実施
・サークルゲート、専用IDカード、指静脈認証などによりサーバ室への入室を
　厳格に管理

●日立統合管制センタ
・専門エンジニアがお客さまの利用するクラウド環境を24時間365日監視
・豊富なノウハウを生かした運用・監視を実施

横浜第3センタ・岡山第3センタの特長

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

https://www.hitachi.co.jp/cloud-inq/

https://www.hitachi.co.jp/cloud/
■　インターネットでのお問い合わせ

■　製品情報サイト

サービスプラットフォーム事業本部

　カタログに記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。　　製品の色は印刷されたものですので、実際の製品の色調と異なる場合があります。
　本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
   なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。

●

●

●

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」、
「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。

日立のクラウド
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SI：System Integration

Hitachi Cloud サービス体系

日立は情報活用時代のお客さまビジネスを支えるために、新た

にクラウド基盤を整備しました。日立のマネージドクラウド＊と

パートナークラウドを含めた複数クラウドの一元的な監視・

運用や、クラウド間の移行などを支援する「フェデレーテッドクラ

ウド」を中心に、SaaSビジネスの立ち上げに必要なシステム

基盤と、日立のクラウド提供実績をもとにしたデザインテンプ

レートで、クラウド上でのシステム構築やアプリケーション開発を

支援する「サービスインテグレーション」のほか、24時間365日

統合的なセキュリティ対策を実施する「クラウドセキュリティ」を

提供します。従来からの「業種・業務向けサービス」「アプリケー

ション」もサービスの種類を拡充して提供し、お客さまの多様な

ニーズに応えます。

情報活用時代のビジネスを支える新たなクラウド基盤

＊リソース提供に加えて設計構築や運用保守をあわせて提供するクラウドサービス。お客さまのシステム要件や運用要件にあわせたカスタマイズ対応が可能。

新規ビジネスから開発業務、大規模な基幹業務まで、幅広い分野・用途への導入が進んでいるクラウド。

さらには社会や企業活動を通じて生成される多種多様なデータを活用し、

新たな事業を創出する基盤として期待されています。

日立のクラウドは、長年にわたり社会インフラを支えてきた豊富なSI経験・ノウハウをべ̶スにした、

高い信頼性・運用性・拡張性を兼ね備えたクラウドです。

お客さまのビジネスに「安全・安心」「スピード・柔軟」「協創」をもたらし、

社会のイノベーションを加速させます。

社会のイノベーションを加速させる

クラウド導入に関するご相談から運用・保守までワンストップサポート
検討・導入・運用の各段階で、お客さまの要件に合わせたきめ細かなサービスを提供し、導入効果の最大化を図ります。

コンサルティングサービス

導入支援/設計・構築サービス

運用・保守サービス

ユーザー説明会・教育

検討フェーズ 導入フェーズ 運用フェーズ

クラウド導入に関する相談、クラウド構想・導入
計画の策定支援、クラウドサービス事業化の支援
など、コンサルタントがお客さまのクラウド導入
をサポートします。

お客さま要件に合わせたクラウドサービスの
選定やシステム構成の立案、運用設計から本番
環境への移行まで、日立の専門技術者が一連の
設計・構築サービスを提供します。

クラウドサービスを利用する現場の方に向けた
説明会や導入トレーニングなどを実施。スムーズ
な導入と効率的な運用をサポートします。

日立のデータセンターでは、24時間365日専門技術者がサポート。お客さまシス
テムの稼働管理、最適化提案、予防保守、障害対応、定期報告を実施し、安定したシス
テム運用を支援します。また、お客さま環境においても、システム状況を把握した
日立の専門技術者がお客さまシステムの最適化を継続的に支援します。 

お客さまに最適なクラウド環境を
提供するために。

日本を含む約30ヵ国・地域で約66,000社にインター

ネット上での企業間取引の場を提供してきた日立ビジネス

メディアサービス「TWX-21」や、国内外で実績のあるサー

ビスを豊富に用意。ストレージ事業をグローバルに展開する

日立ヴァンタラ社やさまざまなクラウドベンダーと連携し、

お客さまのグローバルなビジネス展開をサポートします。

グローバルなビジネス展開をサポート
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日本を含む約30カ国・地域  約66,0００社

TWX-21会員の海外拠点分布

パートナーの
クラウド

日立の
マネージドクラウド

お客さまの
クラウド

日立は、グローバル競争や新事業の創出、サイバー攻撃からの

対応など、お客さまの多様なニーズに応えるため、有力なクラウド

ベンダーと連携。日立の高信頼なマネージドクラウドとパート

ナークラウド、お客さまのクラウドを組み合わせ、クラウド環境を

最適化します。さらに日立は、従来の「つくる技術」に加えて「つかう

技術」にも焦点をあて、日立グループで培った自社のノウハウを

サービス化し、お客さまに提供していきます。　

（2018年11月時点のデータです）



ビジネスの要望にきめ細かく応える豊富なクラウドサービスを提供します。

医療・医薬・福祉

文教

導入・コンサル

分　類 サービスメニュー

業種・業務向けサービス

金融

自治体

コンサル・アセスメントサービス クラウドコンサルティングサービス

インターネットバンキング共同センタサービス 「FINEMAX」
ビッグデータ戦略的活用ソリューション 「vRAMcloud」

ＡＴＭクラウドサービス

日立自治体ソリューションADWORLD 自治体クラウド
ADWORLD 自治体クラウド＊1

CYDEEN 公共調達クラウドサービス＊1
自治体向け 子育て支援モバイルサービス＊1

農業版 販売・生産連携プラットフォーム「AgriSUITE（アグリスイート）」＊3
HIROOM ホテル業務システム for Business Hotel＊1

美容室・サロン向け顧客管理・売上管理システム「Salon's Mate」＊1
レストラン向けASPサービス「BistroMate」＊1

（財）日本知的障害者福祉協会版利用者支援・業務管理システム「福祉協会ASP」＊1

大学向けクラウド型仮想デスクトップソリューション
教員免許状更新講習管理サービス

製造

その他

その他

TWX-21 Web-EDI/BBサービス
TWX-21 Web-EDI Globalサービス（海外対応）
TWX-21 需給調整支援サービス
TWX-21 グローバルPSI見える化サービス
TWX-21 グローバル大容量データ交換サービス

SaaS型機器ライフサイクル支援サービス「Global e-Service on TWX-21」
サプライチェーンプランニングサービス SCPLAN
カスタマイザブルデータ交換サービス
FutureStage クラウド型ソリューション＊1
アマゾン ウェブ サービス活用モデル「FutureStage for AWS」＊1

研究者情報管理システム＊2

調達/EDI

財務･会計

アプリケーション（SaaS）

情報共有

コミュニケーション

Office 365® エンタープライズセット
SaaS型 企業間情報共有システム
「活文 Managed Information Exchange Service」
G Suite 提供サービス＊1
グループウェア構築・導入支援サービス＊1
情報共有サービス「OnSchedule on TWX-21」＊3

リモートアクセスシステム DoMobile ASPサービス＊4

環境情報管理SaaSサービス「EcoAssist-Enterprise-Light」

特許情報提供サービス「Shareresearch」（シェアリサーチ）

TWX-21 MRO集中購買サービス
TWX-21 Trader見積評価サービス

ファイル転送 大容量高速ファイル転送 「活文 Accelerated File Transfer」＊6

秘匿情報管理サービス 匿名バンク
SaaS型航空写真・地図配信サービス GeoMation Netservice＊6
営業活動・マーケティング支援タブレットソリューション Interactive-Pro＊6
中小企業向けクラウドサービス＊1
テキストマイニングツール 「見える化エンジン」＊1

通信回線統合管理サービス「TelecomMate」＊1
ソーシャルデータ活用・分析サービス「Smart Business Gateway」＊1
デジタルサイネージソリューション「Mediaspace」＊8
アクセシビリティ・サポーター「ZoomSight」＊9

BCM/BCP 震ナビ安否確認＊6

SaaS型連結納税ソリューション「C-Taxconductorサービス」

人事・総務

教育

環境・省エネ

知的財産･研究開発

従業員健康管理クラウドサービス
給与明細配信システム「モバイル給与明細配信サービス」＊1
HIPLUS 就業管理システム＊1

CRM/コンタクトセンター コンタクトセンターサービス（CommuniMax/CC）

システム運用・管理 SaaS型運用管理システム「Service Desk Platform」＊1 SaaS型リモート監視ソリューション「IT Simple Manager」＊1

オンデマンドCRMソリューション「Salesforce」＊6

保育施設向け業務支援サービス＊1

安否の番人＊7

疲労・ストレス測定システム＊1
人事採用向け  交通費支払い代行サービス＊1

統合業務サービス「SuperStream-NX SaaS対応版」＊1

TWX-21 クラウド型購買サービス
TWX-21 Source to Contractサービス

プロジェクト管理統合プラットフォーム「SynViz S2」＊3
業務アプリ構築プラットフォーム「AppSQUARE」クラウドサービス＊3
快作レポート＋CLOUD＊4
Hi-PerBT モバイル給与 クラウドサービス＊5
Hi-PerBT ワークフロー クラウドサービス＊5

エコアシスト テナントエネルギーマネジメントサービス 
「EcoAssist Tenant Energy Management Service」

サービスインテグレーション

サービスインテグレーション

分　類 サービスメニュー

クラウドサービスインテグレーション

フェデレーテッドクラウド

フェデレーテッドクラウド
フェデレーテッドポータルサービス
フェデレーテッドクラウド監視サービス
アプリケーション運用ナビゲーションサービス

統合インターネットサービス
クラウド統合ネットワークサービス

パートナークラウド

パートナークラウド

Microsoft® Azure® 関連ソリューション
Amazon Web ServicesTM連携ソリューション
オンデマンド・ミドルウェアサービス for Amazon Web ServicesTM

経営基盤ソリューション「SuperStream-NX for AWS」＊1

コンテンツ・マネジメント・システム HeartCore＊1
App Bridge 統合監視サービス＊1
Fan-Life Platform＊6

システム基盤

その他　

プライベートクラウド

出前クラウドサービス スマートデバイストータルマネージドサービス＊1

クラウドセキュリティ

セキュリティ

クラウドセキュリティサービス
スマートフォン　セキュリティ統制サービス＊6
モバイルPC 盗難･紛失対策サービス＊6
統合エンドポイント管理 AirWatch＊6
セキュリティデバイス監視サービス＊1
セキュリティデバイス監視サービス（Trend Micro Deep Security）＊1
SHIELD クラウドCSIRTサービス＊1

SHIELD セキュリティゲートサービス＊1
SHIELD 認証管理サービス＊1
SHIELD メールセキュリティ・オンデマンドサービス＊1
SHIELD PCマネジメント・オンデマンドサービス＊1
SHIELD Webセキュリティ・オンデマンドサービス＊1
マッシュアップ型マルウェア解析支援クラウドサービス＊11

マネージドクラウド

システム基盤

バックアップ

クライアント仮想化

エンタープライズクラウドサービス
SecureOnline統制IT基盤提供サービス
オンデマンド・ミドルウェアサービス
日立のSAP HANA® クラウドサービス
「Cloud Delivered Service for SAP Solutions」

安心バックアップサービス＜サーバー向け＞＊1
安心バックアップサービス＜クライアントPC向け＞＊1

プラットフォームリソース提供サービス　クライアントサービス

NETFORWARD ネットワーク仮想化サービス＊1
クラウドWi-Fiサービス＊1

決済・課金

その他

ポイント管理ソリューション「PointInfinity」＊6

モバイルソリューション「ConnectONE」＊1

沖縄発！BCP/DRサービス「ちゅらうどバックアップソリューション」＊10

ベアメタルサービス
DevOps サービス
Hitachi Blockchain Service for Hyperledger
日立 ディープラーニング ・ クラウド
リソースオンデマンドサービス＊1

（2019年10月時点のサービスです。最新情報は当社Webサイトをご参照ください。）

プライベートブレードオンデマンドサービス＊1

＊1 株式会社 日立システムズのサービスです。  ＊2 株式会社 日立情報通信エンジニアリングのサービスです。  ＊3 株式会社 日立ソリューションズ東日本のサービスです。  ＊4 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイトのサービスです。  
＊5 株式会社 日立ソリューションズ西日本のサービスです。  ＊6 株式会社 日立ソリューションズのサービスです。  ＊7 株式会社 日立産業制御ソリューションズのサービスです。  ＊8 株式会社 日立ケーイーシステムズのサービスです。  
＊9 株式会社 日立社会情報サービスのサービスです。  ＊10 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社のサービスです。  ＊11 株式会社 日立アドバンストシステムズのサービスです。

NETFORWARD クラウドインターネットVPNサービス＊1




