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お問い合わせ受付窓口

受付後、当社担当よりご連絡いたします。

ホームページからのお問い合わせは http://www.panasonic.com/jp/company/pstc/contact.html

受付：9時～17時30分（土・日・祝・当社指定休業日除く）

お客様と一緒に
明日をつくるクラウド

これからクラウド基盤を立ち上げ
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IaaS、PaaS、SaaSまであらゆる場面でのクラウド環境構築について支援します。
パブリッククラウドだけでなくプライベートクラウド、両者を組み合わせたハイ
ブリッドクラウドまで、仮想サーバー設計／構築、ネットワーク設計／構築は
RaCviceにお任せください。

今のシステム基盤をクラウドに移行

クラウド移行（マイグレーション）サービス

既存システムのクラウド移行でお悩みごとはありませんか？RaCviceは新規クラ
ウドの立ち上げだけではなく、クラウドへの移行（マイグレーション）についても
サポートしています。既存のオンプレミス環境からクラウド環境への移行（マイ
グレーション）や、他社クラウドサービスからの移行もRaCviceにお任せください。

クラウド導入後のシステム状態監視
も重要な運用課題の一つとなります。
RaCviceではクラウドの設計、構築だ
けでなく、導入後のクラウドシステム
の監視サービスもご提供します。オ
ンプレミスでも実績のある効率的で
低コスト・管理負担軽減のシステム
監視サービスをご用意しています。

クラウド運用代行サービス

RaCviceはクラウドシステムの運用代
行サービスをご提供します。仮想サー
バー運用、ネットワーク運用、バック
アップ運用、ログ運用まですべてまと
めてお任せください。お客様に成り代
わり、面倒な運用を代行することで、
業務効率の向上とサービス品質の維
持をお手伝いします。

ワンストップサービス

長年実績のあるマルチベンダーシス
テムの運用サポートサービスをご提
供します。当社IaaS環境だけでなく、
他社環境での障害発生時の複雑な問
い合わせも窓口を一本化して対応し
ます。また、RaCviceではOSS（Open 
Source Software）のサポートもご提
供します。

オペレーション代行サービス

RaCviceでは、障害発生時のオペ
レーション代行も丸ごとサポートしま
す。お客様からご提供いただいた手
順書に従って、当社サポートセンター
からリモートオペレーションにより、
迅速に障害の解析、復旧を可能な範
囲でお手伝いします。

らくらくクラウドサ ービス「 ラクビス 」

RaCvice
●本カタログは2016年7月現在のものです。予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、Ⓡマークは基本的に明記していません。



IaaS、PaaS、SaaS…クラウドにも
いくつかタイプがあるけど、よく分からない…Q1

A1

多くの企業が、上昇気流に乗るために、変革の糸口を見つけようと

しています。変革に必要なのは、軽やかで筋肉質な経営基盤とそ

れを支えるICT。

柔軟性に優れたクラウドは、まさにこれからのビジネスにピッタリ

のICT基盤。しかし、安全性・コスト・運用負担…、これらの課題や

不安によって、まだ一歩を踏み出せないお客様がいる、ということ

も事実です。

だから私たちは、らくらくクラウドサービス「RaCvice」をつくりまし

た。設計・構築・導入・運用・保守まで、専門家がしっかりサポート

することで、お客様に安心をご提供します。明日のビジネスに向

かって、私たちはRaCviceで、そっとお客様の背中を押します。

IaaSはインフラ基盤までのサービス提供、

PaaSはミドルウェアを含めたプラットフォーム

までのサービス提供、SaaSはアプリケーション

まで含めたサービスの提供です。RaCviceは、

いずれのタイプにも対応でき、お客様の要件

に応じてオーダーメイドでのサービス提供が

可能です。当社では、お客様の要件をヒアリン

グした上で、どのタイプが適切か、アドバイス

させていただきます。

A5
当社には、フィージビリティスタディからセンサー･インテグレーション、データ蓄積・分析

まで対応できるビッグデータの専門家が在籍しています。IoTや映像など肥大化するデー

タの格納やネットワーク環境の整備、またそれらを安全に管理するために必要なプラット

フォームをクラウド上に構築するノウハウを有しています。パナソニックグループが取り組

む、端末とサービスとの連携により、M2M、IoT事業への貢献も行っています。

既存のシステム環境からの
移行も可能ですか？Q3

A3
クラウド移行（マイグレーション）サービスで

は、オンプレミス環境のほか、他社のクラウド

サービスからの移行もサポートしています。ま

ずは、お客様のシステム環境について、ヒアリ

ングさせていただき、移行にかかる期間・コス

ト・リスクをご提示します。

クラウド上に
大切なデータを
保管するのは心配…

Q2
A2
RaCviceでは、SLA（サービス品質保証：Service 

Level Agreement）99.99％に対応する高信頼

基盤（IaaS）を提供しています。それに加え、ク

ラウド導入時の設計サポート、導入後の監視、

運用、保守サービスと、多彩なメニューをご提

供できます。丸ごとサポートのクラウドサービ

スなのでご安心ください。

実績について
教えてください。Q4

A4
当社では、マスコミ・通信社向けのデジタル

アーカイブシステムやWeb会議など映像コ

ミュニケーションサービスを自社で開発・販

売しています。これらの大容量コンテンツの配

信、リアルタイム共有に必要なシステム環境を

クラウドで構築してきた実績があります。

Q6
A6
導入後も仮想サーバー、ネットワークやアプリ

ケーションの監視、加えて、OS・ミドルウェアの

定期的なバージョンアップ、パッチ適用などが

必要となります。そこで、RaCviceは、運用監

視、運用・保守サポート窓口業務の代行など

のオプションサービスも取りそろえ、お客様の

業務負荷を軽減します。
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クラウドは「よく分からない」「大変、面倒だ」と言うあなたに、パナソニックがお答えします。RaCviceでビジネス変革を加速
ラ ク ビ ス

ビッグデータの
収集・分析にも
対応できますか？

Q5

パナソニック ソリューションテクノロ

ジーには、クラウドを含め、ICT、IoT、

ビッグデータの専門技術者、さらに業

界・業種に精通したコンサルティング

営業がいます。ぜひ、私たちにご相談く

ださい。

お客様と一緒に、
今日を考え、
明日をつくる。

サービス導入後の
保守・運用も
任せられますか？

らくらくクラウドサ ービ ス「 ラクビ ス 」

RaCvice
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IaaS、PaaS、SaaSまであらゆる場面でのクラウド環境構築について支援します。
パブリッククラウドだけでなくプライベートクラウド、両者を組み合わせたハイ
ブリッドクラウドまで、仮想サーバー設計／構築、ネットワーク設計／構築は
RaCviceにお任せください。

今のシステム基盤をクラウドに移行

クラウド移行（マイグレーション）サービス

既存システムのクラウド移行でお悩みごとはありませんか？RaCviceは新規クラ
ウドの立ち上げだけではなく、クラウドへの移行（マイグレーション）についても
サポートしています。既存のオンプレミス環境からクラウド環境への移行（マイ
グレーション）や、他社クラウドサービスからの移行もRaCviceにお任せください。

クラウド導入後のシステム状態監視
も重要な運用課題の一つとなります。
RaCviceではクラウドの設計、構築だ
けでなく、導入後のクラウドシステム
の監視サービスもご提供します。オ
ンプレミスでも実績のある効率的で
低コスト・管理負担軽減のシステム
監視サービスをご用意しています。

クラウド運用代行サービス

RaCviceはクラウドシステムの運用代
行サービスをご提供します。仮想サー
バー運用、ネットワーク運用、バック
アップ運用、ログ運用まですべてまと
めてお任せください。お客様に成り代
わり、面倒な運用を代行することで、
業務効率の向上とサービス品質の維
持をお手伝いします。

ワンストップサービス

長年実績のあるマルチベンダーシス
テムの運用サポートサービスをご提
供します。当社IaaS環境だけでなく、
他社環境での障害発生時の複雑な問
い合わせも窓口を一本化して対応し
ます。また、RaCviceではOSS（Open 
Source Software）のサポートもご提
供します。

オペレーション代行サービス

RaCviceでは、障害発生時のオペ
レーション代行も丸ごとサポートしま
す。お客様からご提供いただいた手
順書に従って、当社サポートセンター
からリモートオペレーションにより、
迅速に障害の解析、復旧を可能な範
囲でお手伝いします。
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基盤（IaaS）を提供しています。それに加え、ク
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運用、保守サービスと、多彩なメニューをご提

供できます。丸ごとサポートのクラウドサービ
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実績について
教えてください。Q4
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当社では、マスコミ・通信社向けのデジタル

アーカイブシステムやWeb会議など映像コ
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IaaS、PaaS、SaaSまであらゆる場面でのクラウド環境構築について支援します。
パブリッククラウドだけでなくプライベートクラウド、両者を組み合わせたハイ
ブリッドクラウドまで、仮想サーバー設計／構築、ネットワーク設計／構築は
RaCviceにお任せください。

今のシステム基盤をクラウドに移行

クラウド移行（マイグレーション）サービス

既存システムのクラウド移行でお悩みごとはありませんか？RaCviceは新規クラ
ウドの立ち上げだけではなく、クラウドへの移行（マイグレーション）についても
サポートしています。既存のオンプレミス環境からクラウド環境への移行（マイ
グレーション）や、他社クラウドサービスからの移行もRaCviceにお任せください。

クラウド導入後のシステム状態監視
も重要な運用課題の一つとなります。
RaCviceではクラウドの設計、構築だ
けでなく、導入後のクラウドシステム
の監視サービスもご提供します。オ
ンプレミスでも実績のある効率的で
低コスト・管理負担軽減のシステム
監視サービスをご用意しています。

クラウド運用代行サービス

RaCviceはクラウドシステムの運用代
行サービスをご提供します。仮想サー
バー運用、ネットワーク運用、バック
アップ運用、ログ運用まですべてまと
めてお任せください。お客様に成り代
わり、面倒な運用を代行することで、
業務効率の向上とサービス品質の維
持をお手伝いします。

ワンストップサービス

長年実績のあるマルチベンダーシス
テムの運用サポートサービスをご提
供します。当社IaaS環境だけでなく、
他社環境での障害発生時の複雑な問
い合わせも窓口を一本化して対応し
ます。また、RaCviceではOSS（Open 
Source Software）のサポートもご提
供します。

オペレーション代行サービス

RaCviceでは、障害発生時のオペ
レーション代行も丸ごとサポートしま
す。お客様からご提供いただいた手
順書に従って、当社サポートセンター
からリモートオペレーションにより、
迅速に障害の解析、復旧を可能な範
囲でお手伝いします。

らくらくクラウドサ ービス「 ラクビス 」

RaCvice
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