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デジタルデータ共有ファイルサーバ用途に
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導入後に期待される効果

・ IR活動や店舗業務等で利用する映像素材
をクライアントPCのハードディスクに保管
していたため、大容量データの受け渡し作
業や同一データの重複保存が生じていた。

・映像素材を共有するためのファイルサー
バとして「EMC VNXe3150」を導入。制
作業務の効率化を図ると同時に、性能・
信頼性・可用性の大幅な向上も実現。

・情報インフラに関わるTCO削減が重要
な課題になっていることから、SI事業者な
どに構築を依頼せずに済む使いやすいス
トレージ製品が求められた。

・ウィザードの指示に従うだけで各種設定
が行えるVNXeのメリットを活かし、社内
のIT要員だけで導入を実施。作業着手か
らわずか2日間で環境構築を完了。
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映像データ共有ファイルサーバ用
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