プラットフォーム ＆ ソリューション
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業務バッチ高速化

Asakusa Framework

ノーチラス・テクノロジーズ

業務システムのバッチ処理を高速化

ビジネスインテリジェンス

QlikView

クリックテック・ジャパン/
日立ＩＮＳソフトウェア

ビッグデータの分析、
可視化

クラウドでのHadoop基盤提供
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for Enterprise

クリエーションライン

HA8000-bdを動的に割り当てHadoopクラスタを構成

サーチ・アプリケーション
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ウチダスペクトラム

Lucene/Solr連携によるビッグデータのサーチ分析、
可視化

構築、
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大量データ処理
基盤構築サービス

日立ソリューションズ

構築簡単化/チューニング技術

Hadoopパートナーソリューションー覧

お問い合わせ先
HCAセンター
0120-2580-12
利用時間 9：00〜12：00、13：00〜17：00
（土・日・祝日を除く）

■ 情報提供サイト
http://www.hitachi.co.jp/ha8000-bd/

ステムの場合）
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1ブレードあたり最大4コアとい
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ハード

ルサービス for Hadoop」
「プラットフォーム設定
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