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Azure にこれから
お取り組みになる
パートナー様

Azure を使った
ビジネスを更に
加速、拡大させた
いパートナー様

Microsoft Azure 対応支援プログラム
実践的なセミナー トレーニングや、検証作業のお役に立つ技術サポートのご提供、
利用コストの見積支援等、無料でありながら幅広いご支援リソースをご提供する
エントリー プログラムです。

Cloud Platform コンピテンシー
年間 25,000 米ドルを超える Azure の消費実績をお持ちのパートナー様に、社内利
用ライセンスや Deployment Planning Services 利用資格等、さらに手厚い特典を
ご提供します。2014 年 9 月から新たに追加されたコンピテンシーです。

取得条件や特典の詳細はこちらから ▼  http://aka.ms/cloud_platform_jp

Microsoft Azure のパートナー様向け支援プログラムも充実しています。
パブリック クラウドを活用するなら Microsoft Azure を。

マイクロソフト パートナーによる

クラウド ファースト時代の新しいビジネス バリューの確立

Microsoft Azure 導入事例集
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Azure 導入の効果

導入事例

01
株式会社アール

イニシャル コストを平均約 2,500 万円削減 !
顧客ターゲットが広がり、売上アップ & 経営も安定

株式会社アールは、流通小売業向けの基幹システムを Azure でクラウド化し、ビジネ
スを拡大、安定させることに成功しました。

Azure 導入前の課題/背景

■従来のパッケージはハードウェアだけで 5,000 万円～ 1 億円と高価だった
■死活管理や故障対応など、保守/運用の見えないコストがかかっていた
■年間 1 ～ 2 件の大型の受注をこなすのが手いっぱいだった

なぜ Azure を選んだのか

■従来からマイクロソフト環境で開発してきたため、サービスの移行が容易
■小売のお客様には、競合となる Amazon のクラウドへの抵抗感が強い
■基幹システムを扱ううえでの信頼感があった

パートナー様のプロフィール

株式会社アールは、小売業向け基幹システムを開発 /提供
するシステム会社。小売出身者による小売の心、言葉がわ
かるシステム開発を大切にし、スーパー、ドラッグ ストア、
ディスカウント ストア、専門店等を中心に 80 社以上への
導入実績を誇ります。

Azure を利用したサービス/システムの概要

Retail Winner シリーズは、基幹システム「Retail Winner 
Comp.」、EDI サービス「Retail Porter」、マスター管理シス
テム「Retail Master」、経費管理システム「Retail Expenses」
の 4 種類をラインアップ

  3 年で年商 500 億以下の企業 5 社、100 億以下の企業 4 社にローンチ

  イニシャル コストを平均 2500 万円削減でき、売上アップに貢献

  試験的にシステムを移行したら、10 日間で動くものができた

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.eighteen.co.jp/system/
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02
株式会社インフォデックス

運用コストをオンプレミスの 1/10、
閑散期の稼働コストをピーク時の 1/2 に抑える

企業の人材採用活動の支援を行うクラウド サービスを Azure で構築。運用コストを
劇的に抑え、高機能なサービスを低コストで提供することに成功しました。

Azure 導入前の課題/背景

■限られた人材で複雑かつ高度なシステムの構築・運用が求められていた
■特に 24 時間 365 日の運用コストの肥大化、セキュリティのリスク低減、
　複雑な DB システムの構築/運用費の削減等が課題となっていた

なぜ Azure を選んだのか

■自社内の .NET 開発等のスキル セットの有効活用が可能であった
■PaaS での運用を主とすることで、構築/運用コストを劇的に削減可能
■サービス、コスト、スピード、サポート、将来性すべてでベストと評価

パートナー様のプロフィール

株式会社インフォデックスは、インターネット広告制作業
務を中心に、オンライン マーケティングに関するさまざま
なサービスを提供。新しいビジネスとして、企業の人材マ
ネージメントをワンストップでサポートするクラウド サー
ビスの提供を開始しました。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「SONAR」は、企業の人材マネージメントをワンストップで
サポートするクラウド サービス。人材獲得と育成のニーズ
が、高度に戦略化しつつある状況に対応するべく、データ分
析機能などを充実させ、現在約 100 社超の企業が導入

  システム運用コストをオンプレミスと比較して約 1/10 に削減 !

  人材リソースをアプリケーション開発に集中し、より高度な機能を実現

  柔軟な運用により、閑散期の稼働コストをピーク時の約 1/2 に削減

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://hrm.infodex.co.jp/
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03
株式会社インフュージョン

わずか 4 か月でクラウド化を実現 !
パフォーマンスも 3 倍にアップした倉庫管理システム

お客様のニーズに応えるため、Azure を活用してパッケージ製品をクラウド化し、シス
テムの低コスト化と、約 3 倍ものパフォーマンス アップを実現。

Azure 導入前の課題/背景

■サーバーの初期導入、保守/運用コストを抑えたいという要望が増加
■それに対応するため、倉庫管理システムのクラウド化が急務に
■Web 化も検討したが、従来のリッチ インターフェイスを捨てがたい

なぜ Azure を選んだのか

■利用してきた開発環境との親和性が高く、開発コストもかからない
■業務システムのプラットフォームとして信頼感が高かった
■価格や機能も含めた総合的なバランスがよかった

パートナー様のプロフィール

株式会社インフュージョンは、「在庫・倉庫業務のカイゼン
支援を通じて、社会に貢献すること」を軸にビジネスを展開し
ている倉庫管理システムの専業ベンダー。日本企業の在庫/
倉庫業務の管理レベルを向上させることを目指しています。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「在庫スイート クラウド」は、複数拠点、複数 PC による一
元運用をすぐにスタートできるクラウド型の在庫管理シス
テム。在庫管理に特化した Lite 版と、入出庫作業の生産性
アップも可能とする Pro 版の 2 種類をラインアップ。

  システムの設計も含めて見直し、全体のパフォーマンスが約 3 倍に !

  わずか 4 か月でクラウド化を実現、大手着物卸売業様も採用

  問い合わせはクラウドが 70%、オンプレミスが 30% の割合に

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.infusion.co.jp/zsc/pro/
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04
株式会社インプレス

Excel を活用した情報収集システムを Azure でクラウド化
リードからの案件化率が 7 割もアップ

Excel を活用した情報収集システムを Azure を使ってクラウド化。お客様の導入、保守
負担が大幅に低減し、リードからの案件化率を 7 割アップすることに成功しました。

Azure 導入前の課題/背景

■社内サーバーの運用を縮小するお客様が増えてきた
■その結果、提供しているパッケージ製品のクラウド化へのニーズが高まった
■お客様への導入に際して運用開始までのリード タイム短縮

なぜ Azure を選んだのか

■東西 2 拠点にある最新の国内データセンターに対する信頼性
■マイクロソフト製品の開発実績/技術蓄積と社内リソースとの高い親和性
■マイクロソフトの充実したマーケティング支援

パートナー様のプロフィール

インプレスは、1995 年の設立以来、システム開発、ネット
ワーク インフラの各種 IT サービスから、連結決算システム
「iCAS」、Excel 情報収集システム「iFUSION」などを中心と
したパッケージの開発/販売/コンサルティングまで幅広く
手掛けています

Azure を利用したサービス/システムの概要

「iFUSION」は、Excel による情報収集、分析からレポー
ト出力、データ連携まで幅広い用途で利用できるサービス。
業務を標準化 /自動化し、本来やるべき業務に注力すること
が可能です。

  リードからの案件化率が 7 割もアップ！

  お客様ニーズに合わせた幅広い提案が可能になった

  お客様の検討からご契約、運用開始までの期間が半分に短縮

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  https://www.imprex.co.jp/product/ifusion.html
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05
エムオーテックス株式会社

開発/検証環境も Azure 上に構築し、
スマート デバイス管理ツールを実現

国内トップ シェアの資産管理製品のノウハウを活かし、Azure 上にスマート デバイス
向け資産管理サービスを構築。無償版の提供も開始し、導入企業を急増させています。

Azure 導入前の課題/背景

■スマート デバイス向けの資産管理、ログ管理製品の開発が急務に
■需要予測と初期投資、インフラ コストのバランスをとることが課題

なぜ Azure を選んだのか

■これまで蓄積したマイクロソフト関連の技術、ノウハウを活用できる
■低コストである
■Azure 上での開発ノウハウを蓄積して今後の開発に活かせる

パートナー様のプロフィール

1990 年から「ネットワーク セキュリティ」分野で LanScope 
シリーズを展開するソフトウェア開発会社。「LanScope Cat」
は、2014 年 10 月時点で 7,500 社に導入され、国内シェア
ならびに顧客満足度において国内 No.1 の実績を誇ります。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「LanScope An」は、iOS、Android、Windows 対応のスマー
ト デバイス向けの IT 資産管理 /ログ管理サービスです。
MDM 機能に加え、位置情報取得や端末操作ログに基づいた
活用状況レポートなど、ユニークな機能を搭載しています。

  開発環境も Azure 上に構築し、本番と同じ環境で検証可能

  オンプレミスと比較すると運用コストを半分以下に削減

  自動スケール機能を活用して無償版の提供も開始

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.lanscope.jp/an/
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  ネットワーク製品売上の 20% を見込む

 自動構築ツールを開発し、オンプレミスと比較して SE 拘束時間が約 1/4 に

 標準化されたプラットフォームによる高い品質の維持

  システム全体のうち Azure のコストは約 1 割。5 ～ 6% の粗利率向上

  PlayBackMail の契約数が増加

  Office 365 を同時に導入するお客様も多く、販売の差別化要因に

  より迅速なリソース増設やサービス追加を実現

  サーバー入替先の候補として、新しい提案が可能になった

  中堅中小企業から大企業までの多数の導入実績を獲得

!

?

Azure 導入の効果

導入事例

06
株式会社大塚商会

運用/監視/ウイルス対策も含めて 1 TB 34,500 円/月
から利用できるファイル サーバー サービスを実現

運用 /監視 /ウイルス対策を同社が代行する低価格のファイル サーバー サービスを 
Azure を活用して構築。中堅中小企業から大企業まで、幅広く活用されています。

Azure 導入前の課題/背景

■自社データセンターでもサービス提供しているが、
　導入数が増える中、より迅速な対応が必要となった
■新サービスの立ち上げにも、より短期間での対応が求められるように

なぜ Azure を選んだのか

■マイクロソフトのパートナーとしての長年の実績と経験
■マイクロソフトの専門部隊を持ち、マイクロソフト製品の経験が豊富
■国内の東西データセンターの信頼性

パートナー様のプロフィール

大塚商会は、国内最大級のソリューション プロバイダーと
して、システムの提案から構築 /運用支援まで、企業の情報
化 /業務効率化をトータルに支援しています。「顧客満足度
の追求」をモットーに、お客様の満足を第一に考えたサービ
スを提供します。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「オンラインファイルサーバー」は、サーバーの管理/監視/ウ
イルス対策がセットになったサービスです。1 TB 34,500 円/
月からの低価格で、社内サーバーと同じ感覚で利用できます。
※別途弊社回線サービスのご契約が必要です

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.otsuka-shokai.co.jp/products/tayoreru/mns/online-file-server.html
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株式会社オービックビジネスコンサルタント

Azure を活用して奉行シリーズのクラウド化を推進、
中堅中小企業の基幹業務をサポート

基幹業務パッケージ「奉行シリーズ」のクラウド化を Azure で実現。中堅中小企業の
クラウドへのニーズにいち早く対応し、製品ラインアップの強化に成功しました。

Azure 導入前の課題/背景

■Windows Server 2003 のサポート終了をきっかけに、
　クラウドを検討するお客様が増加
■その声に対応する製品ラインアップの拡充が急がれた

なぜ Azure を選んだのか

■マイクロソフトの技術的、マーケティング的な支援
■自社およびパートナー企業のエンジニアにとっての開発の容易性
■国内東西データセンターの高い信頼性

パートナー様のプロフィール

株式会社オービックビジネスコンサルタントは、財務会計
システム「勘定奉行」をはじめとする「奉行シリーズ」を
開発 /販売。同シリーズの導入企業は累計 56 万社を誇り、
約 3,000 社のパートナーと共に中堅中小企業の基幹業務を
支えています。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「奉行シリーズ for クラウド」は、最適な利用環境を短期間で
構築し、安心して業務を行うことができるクラウド対応基幹
業務システム。クラウド環境においてオンプレミスの奉行
シリーズそのままの機能性/操作性/拡張性で利用できます。

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.obc.co.jp/click/landing/bugyo-cloud/

導入事例

08
株式会社 CSK Win テクノロジ

メール誤送信のパッケージをいち早くクラウド化し、
契約ユーザー数の増加と利益率向上を実現

「うっかりミス」によるメール誤送信を防止するパッケージ製品を Azure を活用してい
ち早くクラウド化。認知度向上と導入の敷居を下げることに成功しました。

Azure 導入前の課題/背景

■誤送信防止のパッケージ製品を販売していたが、ストック ビジネスとしては
　規模が小さかった
■より多くのユーザーを獲得するため、クラウド版の検討を開始

なぜ Azure を選んだのか

■パッケージ版は SQL Server のため、SQL Server ベースのサービスが必要
■2010 年当時、それが可能だったのは Azure だけ
■PaaS として SQL Server が利用でき、コスト面、開発面でメリット大

パートナー様のプロフィール

株式会社 CSK Win テクノロジは、Microsoft の世界初の合
弁会社として 1994 年に設立。「Microsoft Technology の
エキスパート」として、Microsoft 社の日本展開とともに
歩み、IT の進歩とともに成長してきました。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「PlayBackMail」は、Office 365/Exchange Online との親
和性が高い誤送信防止システム。「うっかりミス」を未然に
防ぐことか可能で、年間 1 人あたり 10 件のメール誤送信事
故防止に役立っています。

!
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Azure 導入の効果

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.playbackmail.com/
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09
株式会社システムコンサルタント

コンサルティングから運用/保守まで、
Azure 上でのシステム構築サービスをワンストップで提供

同社は、国内で初めて Microsoft Azure コンサルティングパートナーに認定されま
した。高いスキルと経験を活かし、Azure 上でのシステム構築サービスを提供します。

Azure 導入前の課題/背景

■ソフトウェア中心のシステム構築を提供している同社にとって、
　クラウドの普及は大きなビジネス チャンスだった
■クラウド SI をメインのサービスとして展開したかった

なぜ Azure を選んだのか

■クラウドとオンプレミスのハイブリッドなシステム構築が容易
■マイクロソフトの日本での長年の実績を評価
■大企業でのシステム構築には Windows Server の経験、スキルが不可欠

パートナー様のプロフィール

システムコンサルタントは、SI、データベース コンサルティ
ング、教育/研修、ミドルウェア パッケージの 4 つを事業の
柱とする企業。Microsoft Azure コンサルティング パート
ナー認定の第 1 号として、高品質なサービス/製品を提供し
ています。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「Microsoft Azure インテグレーションサービス」は、Azure 
上でのシステム構築を提供するサービスです。Azure 適用
判定、Azure アセスメント、Azure 上でのシステム構築、
運用保守支援サービスまでをワンストップで提供。

  インフラのキャパシティ プランニングが不要

  可用性が担保されているので、品質の高いシステムを容易に構築できる

  従来と比較して、システムの運用コストが 1/10 になったお客様も

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.ksc.co.jp/service/solution/azure_integration.html
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Azure 導入の効果

導入事例

10
株式会社セカンドファクトリー

個々に契約していたサーバーを Azure に全て集約することで
課題解決と自社ビジネスのスピーディーな展開が可能に

既存サーバーを Azure 上に集約、コストやセキュリティ等の課題を解決。さらに自社
サービスを Azure で展開。導入コストを抑え、スピーディーな提供が可能に。

Azure 導入前の課題/背景

■サーバーの増設、追加を用途や時期により個別に契約/設置していた
■その結果、事務手続やセキュリティ、管理コストの問題が顕在化
■サーバー統合も検討したが、契約内容や更新時期の制約があり困難

なぜ Azure を選んだのか

■社内/社外を意識せず、複数の環境を一元的かつ無駄なく利用できる
■自社サービスや社内の開発環境の構築など、様々な環境の構築が可能
■Office 365 をはじめ Microsoft のテクノロジーやサービスと連携可能

パートナー様のプロフィール

セカンドファクトリーはお客様の課題を解決し、お客様と
共に「新たな価値体験」を創造する IT ベンチャーです。コン
サルティングからデザイン、開発まで「お客様のミライ」に
フォーカスした、一気通貫した提案を得意としております。

Azure を利用したサービス/システムの概要

飲食店向けクラウド型オーダリングサービス「QOOpa」は、
スマートデバイスで売上や着席状況に合わせた販売戦略の
立案 /実施が可能に。さらに「SkyDream」は Azure で様々
なサービスをワンストップで提供します。

  初期コストを約 60% 削減。導入・運用管理、セキュリティ面の負荷軽減

 自社サービスの初期導入コストが約 50% に。お客様の導入負担を軽減

クラウドでの展開により、お客様へスピード感あるサービス展開が可能に

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.qoopa.jp/
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Azure 導入の効果

導入事例
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ソフトバンク・テクノロジー株式会社

運用コストを約 40% 削減し、Office 365 の
シングル サインオンやアクセス制御を低コストで提供

Office 365 の導入企業向けに、クラウド型の認証サービスを Azure で構築。シングル 
サインオン、IP アドレス制御、端末制御のサービスの 3 つの機能を提供します。

Azure 導入前の課題/背景

■Office 365 導入を検討する日本企業は、アクセス制御へのニーズが高い
■認証システムがオンプレミスにあると、災害時にクラウドも利用できない
■すべてをクラウドで完結できるように、クラウド型の認証システムが必要

なぜ Azure を選んだのか

■サーバーや OS の保守/管理が不要な PaaS としての Azure のメリット
■高いセキュリティと信頼性、伸縮性、柔軟性
■機能の追加、改善のスピードが早い

パートナー様のプロフィール

ソフトバンク・テクノロジーは、技術の力でビジネスの新
たな価値創出に貢献するテクノロジ カンパニーです。お客
様のシステムに関するご要望にワンストップでお応えする 
ICT のベスト パートナーとして、クラウド サービスの導入
で業務最適化を促進します。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「Online Service Gate」は、Office 365 単体では実現でき
ないシングル サインオン、IP アドレス制御、端末制御の機
能を提供するサービスで、中堅中小企業から大企業まで約 
200 社、10 万ユーザー以上の実績を誇ります。

  オンプレミスと比較して、運用コストを約 40% 削減できた

  リソース追加の手順が画一的で、低コストで実現できている

  新機能の追加、機能改善が行われるたびに、運用の手間が低減している

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  https://www.softbanktech.jp/service/list/osg-pro-ent/

導入事例

12
株式会社 DTS

過酷な環境でもデータを安全に保護/管理し、
面倒な操作も不要なクラウド型の牛のヘルス チェック システム

牛の首に装着したセンサーによって牛の行動パターンを解析し、「発情兆候」や「疾病兆
候」を早期発見するシステムを Azure でクラウド化。

Azure 導入前の課題/背景

■牛舎など、コンピューターにとって過酷な環境で使用
■ユーザーが IT に詳しいわけでなく、データ管理が不十分
■データの安全性を高め、システムをベンダー側で管理したい

なぜ Azure を選んだのか

■国内の東西 2 か所にあるセキュリティの強固なデータセンター
■国内法が適用されるため、コンプライアンス面での信頼性が高い
■マイクロソフトの最新のサービスやテクノロジをいち早く享受できる

パートナー様のプロフィール

株式会社 DTS は、お客様の視点に立った「付加価値サービ
スの提供」をモットーとする SIer であり、総合情報サービス
企業です。24 時間 365 日の運用管理はもちろん、コンサル
ティングから運用 /保守までシステムのライフサイクルす
べてをサポート。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「牛ヘルス チェッカー Dr.Cowbell」は、牛の首に装着したセ
ンサーによって牛の行動をモニタリングし、牛の動きを解
析することで「発情兆候」「疾病兆候」を早期発見し、「1 年 1 
産」を安全に実現するシステムです。

!

?

Azure 導入の効果

  面倒な操作/管理が不要で、安全性の高いシステムを提供できた

  従来から SQL Server を利用していたため、ライセンス コスト削減に

  一次産業や医療分野における Azure を使った Web サービスの布石に

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.drcowbell.com/

!
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Azure 導入の効果

導入事例

13
東洋ソフトウェアエンジニアリング株式会社

Azure の高いセキュリティ、信頼性を活かし、
手軽に利用できるクラウド ファイル サーバーを提供

豊富な Azure の導入支援の実績を持つ同社はその経験、ノウハウを活かし、手軽に
利用できるクラウド型のファイル サーバー サービスを構築/提供しています。

Azure 導入前の課題/背景

■ファイル サーバーの運用コストや可用性に
　課題を感じるお客様が増加し、クラウドのニーズが高まっていた
■BCP 対策としてもお客様の興味を惹き付けていた

なぜ Azure を選んだのか

■Azure を活用したシステム構築経験、ノウハウが豊富
■企業のお客様に対してメリットを説明しやすい
■国内の東西データセンターによる高い信頼性とセキュリティ

パートナー様のプロフィール

東洋ソフトウェアエンジニアリングは、公共、金融、旅行、
鉄道、不動産、流通など、分野にとらわれることなく幅広い
業界のシステム開発・インフラ基盤構築を行っています。
豊富な技術力 /人間力 /ノウハウを活かし、品質の高いシス
テムをトータルで提供。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「道楽クラウド ファイルマネージャー」は、Azure の高い
セキュリティと信頼性をベースにした、クラウド ファイル 
サーバー環境を低コストで手軽に実現できるサービス。
通常のネットワーク ドライブと同じ操作性で利用できます。

  システム開発期間をオンプレミスと比較して約 30% 短縮 !

  Azure を活用したシステム構築に関する問い合わせが増加

  Azure の高いセキュリティ、BCP/DR 機能を活用し、他の部分の開発に注力

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.toyo-soft.co.jp/service/doluc/cfm/
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14
株式会社ビービーシステム

いち早く Office 365 向けクラウド サービスを提供し、
15 万ユーザーを超える主力サービスへと成長

Office 365 向けの便利なサービス群を Azure 上でいち早く開発、提供。現在では 15 万
ユーザーを超える主力サービスへと成長し、新サービスも次々と開発されています。

Azure 導入前の課題/背景

■Azure のサービス開始当初から検証開始し、ノウハウが蓄積されていた
■クラウド サービスに対するお客様のニーズの高まり
■社内システムの運用管理コストの低減

なぜ Azure を選んだのか

■マイクロソフトに特化したビジネスを展開しているため
■認証を含めた社内システムとの高い連携性
■マイクロソフトの充実したサポート

パートナー様のプロフィール

株式会社ビービーシステムは、独立系ソフトウェア ベン
ダーです。100% 自社開発で培ったノウハウを活かし、
マイクロソフト製品をより便利にし、かつ日本企業の要望
に対応したソリューションを数多く提供しています。

Azure を利用したサービス/システムの概要

OWA 階層型アドレス帳「AddressLook」やグループ スケ
ジュール機能「GroupLook for Microsoft Office 365」、プ
レゼンス管理「IBLook」など、Office 365 を便利に活用でき
る『かゆいところに手が届く』サービス群を提供しています。

!

?

Azure 導入の効果

  パッケージの SaaS 化により運用コストを低減し、価格優位性を獲得

  自社開発の SaaS サービス導入実績が 15 万ユーザーを超える

  社内システムのクラウド化により、管理コストも 40% 以上削減

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.bbsystem.co.jp/product/series_cloudpowerup/

導入事例

15
富士ソフト株式会社

Office 365 と社内ドメインとの
シングル サインオンを Azure で実現

Azure を活用し、Office 365 と社内ドメインのシングル サインオンを実現。Office 
365 を導入されるお客様に対し、さらに付加価値の高いサービスを提案できるように。

Azure 導入前の課題/背景

■Office 365 の販売において他社との差別化/優位性を獲得したい
■社内ドメインとのシングル サインオンを要望されるお客様が多かった
■Azure に対する同社の取り組み、サービス、認知度を向上させたい

なぜ Azure を選んだのか

■マイクロソフト製品で統一したシステムを提案することにより、
　高品質のサービスを低コストで提供できる
■他のシステム開発においても Azure の活用を推進していく方針

パートナー様のプロフィール

富士ソフト株式会社は、Office 365 や Azure などのクラウ
ド領域において、数多くの導入支援を手掛けるクラウド シス
テム インテグレーター。Azure にかかわるコンサルティン
グから導入/保守までのトータル サービスを提供できます。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「ADFS on Azure」は、Office 365 へのシングル サインオン
環境構築を安価な構築 /運用コストで実現するサービス。
多重ログインが解消され、利用者は簡単にシングル サイン
オンが可能となります。

!
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Azure 導入の効果

  Office 365 は、対前年比で大幅な伸び。導入促進につながった

  サーバーの運用/保守が不要である点を、お客様から高く評価された

  Azure を活用したシステム開発の問い合わせが増えた

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.fsi.co.jp/MS_Enterprise_Service/ADFS.html 

!
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Azure 導入の効果

導入事例
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ベーステクノロジー株式会社

初期コストと運用コストを 70 ～ 80% 削減し、
約 3 週間でバックアップ ソリューションを構築 & 提供

NAS 製品「TeraStation」、Azure、独自の認証技術の 3 つを組み合わせて、高信頼 /
高セキュリティ /低コストのバックアップ ソリューションを短期間で構築。

Azure 導入前の課題/背景

■オンプレミスのサービス構築だと、初期コスト約 850 万円、
　年間の運用コストも同程度が必要となる試算であった

なぜ Azure を選んだのか

■充実した技術サポートと強力なマーケティング支援
■ストレージが多重化されているため信頼性の高いサービスを提供可能
■日本リージョンの開設により、国内ユーザーにも安心して提案

パートナー様のプロフィール

ベーステクノロジーは、1994 年よりインターネット技術を
利用した業務系アプリの構築に取り組んできました。世界
標準技術と独自技術を応用した、高速 /セキュア/分散とい
う概念を独自に盛り込んだソフトウェアを開発しています。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「QuiX ストレージ」は、Azure を活用したクラウド バック
アップ ソリューション。NAS の「TeraStation WSS」に保存
されたデータを、強固なセキュリティ技術で Azure にバッ
クアップ。BCP 対策の第一歩に最適です。

  初期コスト、運用コストともにオンプレミスと比較して約 70 ～ 80% 削減

  オンプレミスだと最低 2 か月かかる構築期間を 3 週間に短縮

  100GB あたり 15,000 円/月の低コストでのサービス提供を実現

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.quix.jp/

!
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Azure 導入の効果

導入事例
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弥生株式会社

クラウド サービスの提供とパッケージ製品のクラウド連携強化で、
ユーザーの選択肢を広げることに成功

会計ソフトで知られる同社は、青色申告/白色申告のクラウド サービスを Azure で構築、提供。
従来のパッケージ製品もクラウドとの融合を進めることでお客様の利便性強化に成功しました。

Azure 導入前の課題/背景

■要望の高まりに応じてクラウドのラインアップを用意し、
　お客様の選択肢を増やす必要があった
■パッケージ製品においても、クラウドとの融合を進めて利便性を強化する必要があった

なぜ Azure を選んだのか

■Windows システムの開発/構築のスキル、ノウハウの蓄積
■お客様のデータを預かるうえで、国内東西データセンターの信頼感
■柔軟にリソースを増減できる高いスケーラビリティ

パートナー様のプロフィール

弥生株式会社は「弥生会計」や「やよいの青色申告」をはじめ
とする業務ソフトを提供しています。ソフトウェアとサー
ビスを自社およびパートナーとの協業で開発し、中小企業、
個人事業主、起業家のビジネスをサポートしています。

Azure を利用したサービス/システムの概要

「やよいの青色申告 オンライン」は、手軽に青色申告ができ
るサービスです。白色申告用の「やよいの白色申告 オンラ
イン」、パッケージ ユーザー用のバックアップ サービス「弥
生ドライブ」なども Azure で構築/提供しています。

  繁忙期と閑散期のアクセス増減にも柔軟に対応できている

  「やよいの白色申告 オンライン」は 2014 年 1 月の開始以降、
　　 約 15,000 ユーザーが利用

  「弥生ドライブ」はおよそ 1 年で約 10 万ユーザーが利用

ソリューションの詳細は Web ページで ▼  http://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro_ol/index.html


