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ＨＣＳ剱データセンター完成。次世代のクラウド活用を紹介します。

■事業継続計画（ＢＣＰ）からみたクラウド活用

■働き方の変革・攻めの業務改善からみたクラウド活用

　9 月 8 日の竣工式を経て、ついにＨＣＳ剱データセンター（以下、「剱ＤＣ」）が本稼働を開始いた
しました。
　来る11 月 5 日（木）開催のHCS ソリューションフェア 2015 においても、お客様の業務改善・新た
な価値創造のためのクラウド活用として、剱DCをご紹介するとともに、各ブースにおいても剱DC を
中心とした各種サービスをご紹介させていただきます。

　事業継続計画（ＢＣＰ）やコスト削減といった観点だけでなく、『クラウドとは全く新しい業務
改革を行うツールである』という観点から、未来に向けた“ 攻め” の商品・サービスの展示も行ない
ます。

『そういえばウチも…』と感じたお客様！展示会場ではぜひ・・・

『そういえばウチも…』と感じたお客様！展示会場ではぜひ・・・

HCS ソリューションフェア 2015 直前号
攻めと守りのイノベーション～未来に向けての次の一手～TOPICS

セミナー・展示会

2015 年 11 月

■HCSｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｪｱ2015
5 日（木）9:30 ～ 17:00
会場：とやま自遊館 ( 総合受付・展示 )

弊社ホームページからの
お申し込みが便利です
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機械の安全性

機械を設置する部屋の安全性

建物全体の安全性

外部ネットワークの安全性

代替オペレータの存在

業務のブラックボックス化

業務の継承性

ブース番号 18、19（剱ＤＣ）、21（遠隔地バックアップ）
23 ～ 25（サイバー攻撃対策）の各ブースにお越しください！！

ブース番号 20（監視・ＢＰＯサービス）、22（Ｏｅｎｓ人事給与）
36 ～ 43（基幹システム全般）の各ブースにお越しください！！

ブース番号   9（クラウド型地図サービス「GIFOCUS」：富士通株式会社）、
ブース番号 17（クラウド型設備点検サービス：富士通マーケティング株式会社）、
ブース番号 10（最新ヘッドマウントディスプレイ：富士通株式会社）
ブース番号 52（パワーアシストスーツ：パナソニックシステムネットワークス株式会社）

　インフラ面で想定されるリスクシナリオは、サー
バー、アプリケーション、ストレージ（データ）が格
納されているマシンルーム及び建物が、地震などの
自然災害により機能しなくなるというものです。
　また、マシンは正常に稼働していても外部との
ネットワークが遮断されてしまい、結果として外部
向けのサービスが提供できなくなるというリスクシ
ナリオも想定されます。
　「北陸は地震が少ないし…」「ウチは大丈夫だろ
う」とリスク対策問題を先延ばししていませんか？

　オペレーション面で想定されるリスクシナリオ
は、運用の属人化により業務継続性が確保できな
いという事態です。
　「○○さんにしかわからない…」「○○さんが不
在のため対応ができない…」といった業務属人化
のアラートがあがっていませんか？

※他にもたくさんの最新サービス・先端技術の展示があります！ご期待ください！

※ブース番号・ゾーン分けは変更になる場合がございます。当日の会場案内図にてご確認ください。

会場白色の剱
IDC ゾーンへお
越しください！

会場白色の剱IDC
ゾーン ・桃色の基
幹システムゾーン
へお越しください！
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　HCS フェアでは、講演１にてビッグデータの活用について、あらゆる規模・業種の企業で有
効であることを多くの取材事例をもとに解説いただきます。講演２では、現在活躍中のプロテ
ニスプレーヤー・錦織圭選手を分析することにより、プロスポーツ選手と企業経営を対比し、
目標達成のために必要な事項について解説いただきます。また、講演３では、昨今多発してい
るサイバー攻撃・情報漏えい事故対策について最新動向をふまえてご紹介いただきます。
　さて、最近人気が高まるテニスですが、現在のトッププロ選手は、対戦相手のクセ・コース・
打点など過去の膨大な試合のビッグデータから分析し、選手を中心とした“ チーム” で戦略を
練るそうです。スポーツも企業経営も情報・戦略・作戦・戦術が大切であることが良く知られ
ていますが、他方で、多くの経営論は過去の戦争戦術をヒントにしていることも多いようで
す。競い合うこと、戦うことの不思議な関係性が見えてきますね。

ioNAS?

　

今月のHCS ソリューションフェアにおいても、展示サービスの
中心となる剱データセンターですが、「実際にどのような設備か
見てみたい」「業界最高水準の設備についての説明を聞きたい」
といったお客様のご要望にお応えし、施設見学会を開催してお
ります。期間限定の開催となりますので、ぜひご検討ください！

①電話・FAX・メールなど後述の窓口までお気軽にご連絡ください。
②弊社担当より、詳細についてご連絡・確認させていただきます。
③ご希望日時、人数などを考慮し、日程を調整いたします。

北陸コンピュータ・サービス株式会社
ビジネス統括部
TEL:076-495-9824   FAX:076-495-9843   MAIL:sales@hcs.co.jp

※ご見学希望予定日の2週間前までにお申し込みください。
※セキュリティ上ご覧いただけないゾーンもございます。
※その他注意事項等は別途ご案内させていただきます。

剱データセンター見学会開催中！！

「FUJITSU Enterprise Application GIFOCUS」
平成26年６月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する
法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制
度が創設されました。この法改正は、労働者のストレス状況につい
て気づきを促し、ストレス状況を早期に把握、必要措置をとること
により、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防ぐこと
を目的としています。（平成27年12月1日施行）

10月7日と8日の二日間、製造業のお客様を対象にセミナーを
開催させていただきました。第1部では株式会社富士通ＩＴプ
ロダクツの、12年に渡って取り組んでいる「ものづくりへの生
産革新活動」の事例をステップ毎にご紹介しました。“目的と効
果”を明確にし、現場の見える化についてどのように取り組ん
できたかを細かくご紹介しました。
また、第2部では10月号の導入事例でもご紹介させていただい
た、製造業様向け販売管理システムの弊社新製品である、「ファ

クトリ ターコイズ販
売管理」についてご紹
介させていただきま
した。個別の訪問デモ
ンストレーションも
可能ですので、ぜひお
気軽にお問い合わせ
ください。

「GIFOCUS（ジー・アイ・フォーカス）」は、お客様保有のデータをお
客様自身で簡単に地図に登録・表示し、新たな価値を生み出すこ
とができるクラウド型地図サービスです。地図上で情報を整理す
ることで、今まで見えてこなかった情報を読み解くことができま
す。すでに様々な現場でご活用されており、高い効果を実感して
いただけるサービスです。また、GIFOCUSはお客様自身でお手軽
に運営できるよう、「誰にでも使いやすく」を追求した様々な標準
機能を搭載しています。クラウドサービスならではの手軽さで、
充実した地図サービスを実現します。

①ストレスチェックの実施・結果の通知

②希望者への医師による面接指導実施、記録
③面接の結果に基づき必要な措置実施

（従業員50人未満の事業場については、当分の間努力義務）

「ｅ診断＠心の健康」ご紹介

「こだわりの QCD 追求によるものづくり革新」

職業性ストレス簡易診断システムクラウド・GIS（地理情報システム）サービス

製造業様向けセミナーを開催しました

「ｅ診断＠心の健康」は、法改正の内容に沿った実施・運用をサポート
・クラウド活用することで、結果処理を迅速に行うことが可能。
・組織活性化や生産性向上を目指すポジティブなメンタルヘルス対策を実現
・中堅中小企業向けに特化した導入プランで担当者の負荷軽減

※本ソリューションを中心とした教育・支援サービスもHCSフェア215にて展示いたします。
→濃い橙色の医療ゾーン、ミニセミナー（14：50～）にお越しください！！→緑色のワークスタイル変革ゾーンにお越しください！！

※本ソリューションは、HCSフェアでも展示いたします。

※HCSフェアでも多数の製造業様向け展示をいたします。
→橙色の製造業ゾーンにお越しください！！

現在の業務内容について
私の一枚

今回ご紹介するのは・・・HCS人のよこがお
テーマ：まさに真剣！業務中の “ よこがお ”！ ！

　「3年前から富山本社勤務ですが、その前は大阪と
首都圏にそれぞれ約3年間勤務していました。最近の
業務では、現在本稼働が始まった剱DCのネットワー
ク設計・構築・導入を行いました。現在は運用部隊に
引き渡しが終わりましたが、これからたくさんのお
客様にご利用いただく基盤となるのでとても緊張感
のあるプロジェクトでした。現在は約4名の部員とと
もに、地場のお客様のネットワーク構築について担
当させていただいています。」

　山のようなL3スイッチのネットワーク設
計を行う高井さん。設定中の画面を見ても
筆者には全く理解不能でした…。オフの気
分転換をお聞きしたところ、「ウイスキーで
すね！」と即答が。特に“山崎”の18年がお気
に入りとのことで、大阪勤務時代には休日
を利用して山崎蒸留所に見学にも行ったそ
うです。「ただ、高くて滅多に飲めないのが
悲しいです…。」とのこと（笑）

情報サービス本部　ネットワークソリューション部　主任　高井 史裕さんです

お申し込み方法

お問い合わせ

編集後記

画像・添付
ファイル登録

履歴登録 ルート検索
高低差表示

位置情報
（GPS）

プレイス検索

最新の
Googleマップ

絞り込み
お気に入り検索

エリアの
登録

エリア内の
データ集計

同心円表示
円複数表示

顧客データ

活動履歴
SFA・日報

受注・売上
実績

出荷・在庫
データ

〒939-2708 富山市婦中町島本郷 47-4
TEL (076)495-9824　E-mail ml-fair@hcs.co.jp

北陸コンピュータ・サービス株式会社
　 ビジネス統括部

【お問い合わせ】

ISO9001
システム本部
情報サービス本部
SI ビジネス本部
金融ビジネス本部

ISO27001
国保連合会サービス部
情報サービスセンター
　富山センター
　金沢センター


