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お客様へのお約束
お客様の課題を共に解決し、歩んでいく
真のソリューションプロバイダとして

デル株式会社
代表取締役社長 郡 信一郎
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おかげさまで、デルは日本で20周年 End-to-End ソリューションプロバイダに向けた20年の歩み

日本の ITパートナーとして20年

1993年、日本市場へと参入したデルは、受注生産とダイレクト販売を組み合わせた

画期的な「デルモデル」によって、パソコン市場に大きな衝撃を与えました。

デルモデルの本質は、ビジネスの中心にお客様を位置付けることにあります。

お客様の声を直接聞き続け、ご要望には必ずお応えする。

そして、そのためにも数々のイノベーションを積極的に実践していく。

この思想は、デル日本法人20周年となる現在でも変わることはありません。

ITが企業や社会に果たす役割は、今後もますます拡大し続けていきます。

だからこそ、 ITの活用でお客様が得られる価値を最大化していく。

それがデルの普遍的な目標なのです。

デルは今後もお客様の声を聞き続けて、

さらなるイノベーションを追求していきます。

企業概要 デル株式会社はDell Inc. の日本法人です。

商号 デル株式会社

本社 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F

電話番号 044-556-4300(代表 )

設立年月日 1989年6月

販売業務開始 1993年1月

資本金 300,000,500円

業務内容
パソコン・モバイル端末から基幹システムやクラウドの導入支援、

セキュリティサービスに至るまで包括的な ITソリューションを提供

従業員数 約1,800名
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サービス&ソリューションエンタープライズエンドユーザコンピューティング

1993年
ビジネス開始 (五反田オフィス )

2008年
西日本 /東日本支社開設

2009年
ALIENWARE販売開始

2003年
PowerConnect
シリーズ発表
プロジェクタ、
プリンタ市場に参入

1994年
IT業界日本初24時間年中無休
テクニカルサポート開始
ノートPCLatitude XPシリーズを日米同時発売

1995年
業務拡大に伴い恵比寿に移転

1997年
PowerEdgeシリーズ発表
ワークステーション市場に本格参入
川崎へ本社を移転

2013年
最高の評価を受ける
包括的セキュリティ
SecureWorksの
サービス開始
デル・ソフトウェア
株式会社設立

2000年
「Dell Real Site」開始

2007年
仮想化向けストレージ
Equallogic発表

2010年
自動階層化ストレージ
Compellent発表
リモートシステム管理KACE発表

2011年
最データセンター向け
ネットワーク製品
FORCE10を発表

2005年
宮崎カスタマー
センター開設

デルソリューション
センター開設

1998年
PowerVaultシリーズで
ストレージ市場に参入
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お客様の課題を共に解決し、歩んでいく
真のソリューションプロバイダとして

ITシステムの効率化およびコスト削減は、経営にとって
重要課題ですが、それだけでは収益を向上することは
できません。今、多くの企業に求められているのは、
効率性、機敏性、成長性のバランスの取れた IT
の導入と利用への転換です。クラウド、ソーシャル、

モバイルを中心としたイノベーションにより、ITそのもの
も大きく変わりつつあります。Dellは100ヵ国以上に
拠点を展開したグローバルなデリバリー体制のもと、
エンド・ツー・エンドでサービスを提供。ITのモダナイゼー
ションを通して、お客様のビジネスの成長を支援します。

Dellからお客様への3つのお約束

お客様の業績拡大を
ご支援します

信頼されるアドバイザーとして、
ITを通じてお客様のビジネスの
拡大をご支援させていただきます。

効率の最大化を
実現します

Dellは、お客様の状況に応じた柔軟
なエンド・ツー・エンドの ITソリュー
ションをご提供することができす。

即効性のあるソリューション
をご提供します

Dellは、あらゆる分野においても
オープンでシンプル、拡張性のある
ソリューションをご提供いたします。

IT資産をライフサイクルに全般にわたってサポート　　Dellは、お客様の IT 課題の特定から、設計、　　　　　　　 構築、運用管理およびサポートまで、システムのライフサイクル全般に関わるサービスを提供します。

Dellのエンド・ツー・エンドソリューション

ITコンサルティング
サービス

お客様が抱えている課題を特定し、効率性、機敏性、成長性のバランスのと
れた ITシステムの設計、構築、技術移管を支援。ITへの投資対効果（ROI）
を最大化すると共にビジネスの成功に貢献します。

お客様の潜在的な問題を発見。課題を

定義してロードマップを導出します。

お客様環境の調査・分析を通じて課題を

把握し、最適なソリューションを提案します。

包括的かつ詳細なインフラストラクチャを

設計します。

ワークショップ アセスメント 設 計

インフラストラクチャ
マネージドサービス

Dellのエンジニアが設計に

則って構築、テストを行い、完

全な実装を確認します。

資産保護や各種セキュリティ

対策をはじめ、盗難／紛失時

の対応などをサポートします。

お客様のニーズに応じて、カス

タマイズ可能なサポートサービス

を提供します。

Dellでは、不必要になった機材

のリサイクル、買い取りなどの

リプレース業務も行っています。

セキュリティ対策やガナバンス強化、ITシステム部門の生産性向上といった
ニーズに全方位でお応えするITアウトソーシングサービスです。これにより、
お客様は IT投資の最適化、新しいビジネスの展開、リスクの軽減などを
実現することができます。

導 入 管 理 保 守 リプレース

デプロイメントサービス セキュリティ

サービスデスク

サポートサービス リプレース
●コンフィグレーション
●設置導入

●資産保護
●データ保護
●マネージドセキュリティ

●お客様の IT問題解決
●コールセンターの運営

●プロサポート
●資産管理
●データ保護
●アドバイザリーサービス

●リサイクル
●買い取り

導入企画から運用まで最適化されたソリューションをエンド・ツー・エンドで提供日本国内とともにお客様の海外拠点においても、一貫したソリューションとサポートを提供

Americas
米国／カナダ／メキシコ／ブラジル／チリ／コロンビア／プエルトリコ
アルゼンチン／パナマ

Asia Pacific
日本／オーストラリア／ニュージーランド／中国／韓国／台湾／香港
マレーシア／シンガポール／タイ／インド

Europe
イギリス／ドイツ／フランス／ベルギー／スウェーデン／フィンランド
スイス／オランダ／ポーランド／デンマーク／アイルランド
オーストリア／ノルウェー／ギリシャ／チェコ共和国／イタリア
スペイン／南アフリカ／アラブ首長国連邦／ポルトガル

主な拠点

インフラストラクチャの
仮想化・統合／
クラウド連携

データセンター／
ネットワーク

コンサルティング

ユニファイド
コミュニケーション&
コラボレーション

エンドユーザー
コンピューティング

167か国のサポート対象国

法人向け全製品と個人向けPCの
プレミアムサポートは日本国内の
カスタマーセンターで対応

デル宮崎日本を含む49地域の
プロサポート拠点

55言語に対応
日本を含め全世界5か所の
グローバルコマンドセンター

データベース

エデュケーション&
トレーニング

ERP
Enterprise Resource 

Management

日本を含む5拠点
● グローバルコマンドセンター
● テクニカルサポート
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企業 ITのポテンシャルを最大限に活かす
Dellのエンド・ツー・エンドソリューション

エンドユーザーの生産性を第一に考え、企業 ITを最適化する。安全で秘匿性の高い環境を構築し、いつでも、
どこでも、どんな端末でもデータを利用できるようにする。Dellは、そんな企業の生産性と競争力をさらに
高めるための、エンドツーエンドソリューションを提供しています。

BYODへの対応
ITコンシューマライゼーションをチャンスに：
BYODの本質とその先にあるもの

BYODは、従業員所有の多様なデバイスを柔軟に取り込み、ワークスタイル
を変革させ新しいビジネスを生み出すという新たな段階に来ています。
そのための ITインフラ構築を行うことこそが、BYODの本質です。

BYODを取り入れた新しいビジネススタイルをスムーズに実現

普段使い慣れたデバイスを業務に取り入れる場合、当然各デバイスの管理
問題や新たなセキュリティリスクなど、各種課題にも現実的に対処して
いかなければなりません。しかし、Dellが提供する先進的なソリューション
なら、これらの課題をシンプルにクリアすることができ、さらにBYOD本来
のメリットである、新しいビジネスやワークフローの実現に専念することが
可能なのです。

クラウドへの最適化

変化の潮流に乗る：クラウドへの最適化

クラウド環境のプラットフォームを、すべてのレイヤ（アプリケーション＋サーバ
＋ストレージ＋ネットワーク）で仮想化し、統合管理する。この最適化によって、
クラウドのメリットを最大限に引き出すことができます。

完全なソリューションを提供するDellの「Active System」

プライベートクラウド、仮想化、中規模アプリケーションの導入には、
DellのActive Infrastructure 事前統合型システムシリーズが最適です。
信頼性に優れたデル製サーバ、ストレージ、ネットワーキング、および
管理テクノロジーを通じて、リスクと相互運用性の問題を低減させます。
設計／組み込み／テスト済みなので、数日で稼働状態にできるのも
魅力です。

セキュリティ対策
セキュリティ対策と
コンプライアンス遵守をシンプルに

企業システムを外部攻撃から守り、内部のコンプライアンスも遵守する。
企業の IT部門は、複雑化するこれらの問題を限られた ITリソースの中で
適切に対処しなければなりません。シンプルで確実な対策が必要です。

最小限の ITリソースでセキュリティ対策をもっと万全に

セキュリティ対策は企業 IT 部門の最優先事項です。時代が進むに連れて
複雑化する問題に対し、いかに最小限の IT リソースおよびコストで常に
万全な対策を行うか。これをシンプルに実現するのが、Dellのエンドツー
エンドセキュリティソリューションなのです。これにより、設計から各種
対策手段の導入、運用まで、お客様の目指す目標に対して包括的に対応
することができます。

ビッグデータの活用

データを最大限に活用して競争力を高める

企業にとってデータは通貨と同じです。いかに効率的に蓄積し必要な時に
すぐ活用できるかどうか。それが企業 ITの競争力にも繋がっていきます。
一方、災害対策も含めたデータの保護・保管も考慮する必要があります。

あらゆる情報を最適化してデータの価値を最大限に活かす

Fluid Data アーキテクチャをはじめとする革新的なテクノロジーを取り揃
えているDellは、完全なソリューションとしてのデータインサイトを提供
できる唯一のプロバイダーです。企業内のあらゆるデータを最適化し、
データの価値を最大限に活かす。さらには運用コストや管理リソースの
削減も視野に入れる。そのためにもDellのデータ管理ソリューションが
お役に立ちます。

Transform

Connect

Inform

Protect
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完全なソリューションを提供するDellの「Active System」 BYODを取り入れた新しいビジネススタイルをスムーズに実現

クラウド環境の仮想化で
時代の変化に対応する

BYODの本質を見極め
新たなワークスタイルを実現する

ITリソースを柔軟に活用できるというクラウドのメリットを活かして、企業の
競争力を高める企業が急増しています。クラウド環境が当たり前になった
現在では、その環境をより効率的に構築、運用していくことが重要です。
クラウド環境のプラットフォームを、すべてのレイヤ（アプリケーション＋
サーバ＋ストレージ＋ネットワーク）で仮想化し、統合管理する。この最適化
によって、クラウド活用のメリットを最大限に引き出すことができます。

現在では、テクノロジのイノベーションが企業システムからではなく、
コンシューマデバイスから発生することも珍しくありません。従業員
所有の多様なデバイスやコミュニケーション手段をビジネスに活用すること
（BYOD=Bring your own device）で、新しいビジネスやワークスタイル
を実現する。そのための ITインフラ構築を行うことがBYODの本質です。
従業員が持ち込んだデバイスにどう対応するか、いかに管理するかという
対症療法的な問題ではありません。

プライベートクラウド、仮想化、中規模アプリケーションの導入には、DellのActive Infrastructure 事前統合型
システムシリーズが最適です。信頼性に優れたDell製サーバ、ストレージ、ネットワーキング、および管理
テクノロジーを通じて、リスクと相互運用性の問題を低減させます。設計／組み込み／テスト済みなので、
数日で稼働状態にできるのも魅力です。

普段使い慣れたデバイスを業務に取り入れる場合、当然各デバイスの管理問題や新たなセキュリティリスクなど、
各種課題にも現実的に対処していかなければなりません。しかし、Dellが提供する先進的なソリューションなら、
これらの課題をシンプルにクリアすることができ、さらにBYOD本来のメリットである、新しいビジネスやワーク
フローの実現に専念することが可能なのです。

DellのActive Infrastructureポートフォリオ BYOD時代の新しいワークフロー構築を包括的にサポート

Active
System
Manager

ActiveSystem
ワークロードソリューション

●エンタープライズアプリケーション
●ハイパフォーマンスコンピューティング

●仮想デスクトップ
●プライベートクラウド

ActiveSystem
事前統合型ソリューション

● Active System 800
● vStart 1000

● vStart 100/200
● vStart 50

ActiveSystem
リファレンスアーキテクチャ

● VMware ESX
● Microsoft Hyper-V

●非仮想化

デルの対象コンポーネント
●サーバ（ブレード）
●ネットワーキング

●ストレージ

Active Infrastructure

柔軟な ITインフラを低コストで迅速に実現
できるため、ミッションクリティカルな企業シ
ステムを支えるほか、テンプレートの活用に
よりワークロード展開を自動化することで、
新規 ITサービスの展開を加速します。

Fluid Data Architecture

従来のストレージの限界を打破し、次世代の
インテリジェントな情報管理を実現します。
新たなテクノロジーを容易に導入・展開し、
ダウンタイムや災害からデータを保護する
ことができます。

Active Fabricが提供するネットワークの
柔軟性をさらに論理拡張させます。SDNが
提供する抽象化層は異なるお客様の環境
に合わせ、プログラム可能なより柔軟な
インフラを提供します。

SDN

個人デバイスの中央管理

個人用モバイル機器および個人用パソコンを中央管理
することで、BYODによるワークフローを完全サポート。
クラウド化したデスクトップやアプリケーションを利用
することでデータを安全に管理できます。

適切なアプリケーションを展開

タブレットやスマートフォンなど、あらゆる個人端末上
において業務をスムーズに進めるためには、仮想アプリ
や仮想デスクトップなど、各デバイス上で利用できる
業務環境を展開することも重要です。

インフラの最適化にも繋がる

包括的なソリューションを導入することで、さまざまな
環境が混合したシステムでも、管理の単純化と自動化
が可能です。さらに、結果として設備コストや IT 管理
リソースの削減も実現します。

データのセキュリティ保護

BYODを導入する上では、データセンターから末端機器
の間においてあらゆるデータを保護することが大切です。
常にリスクを予期した、中央管理型のセキュリティポリ
シーの導入が必要です。

Transform Connect

シンクライアント、ゼロクライアント、スマー
トフォン、タブレットなど、多様化するエンド
ポイントに対して、Wyseは独自ハードウェ
ア・ソフトウェアによるソリューションを提供
します。

全世界のお客様からヒアリングした様々な
ご要望を実現するために開発されたのが
LatitudeEシリーズです。かってないほど
の耐久性・使いやすさ・安全性をぜひ体験し
てください。

デスクトップシリーズDell OptiPlexは、
基本的な生産性、安定したライフサイクル、
シンプルな IT管理を実現するためにに設計
され、高い堅牢性を誇ります。さまざまなオ
フィス構成に最適なデスクトップマシンです。

Wyse Latitude OptiPlex
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あらゆる情報を最適化してデータの価値を最大限に活かす 最小限の ITリソースでセキュリティ対策をもっと万全に

お客様が目指す結果・目標（To-Be）

導入・インテグレーション

セキュリティポリシー／セキュリティ設計
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ビッグデータを最大限に活用して
企業の競争力を高める

高度化するセキュリティ対策と
コンプライアンス遵守をシンプルに

データは通貨と同じです。活用方法で非常に大きな価値を生み出す可能
性があります。さまざまなデータを、いかに効率的に蓄積し、必要な時に
迅速に活用できるか。それが企業 ITの競争力につながってきます。一方で、
重要なデータの保護・保管や、災害対策も考慮しておかなければなりません。
膨大に膨れ上がるデータにどのように対応していくのか、それが今課題
となっています。

企業システムは必ず守らなければならない重要なインフラです。外部から
の攻撃だけでなく、内部のコンプライアンスも企業の責任として遵守
しなければなりません。ITの進化に伴い、これらのセキュリティリスクは
ますます複雑化しつつあり、対応策も高度化する一方です。限られた IT
リソースの中で、これらのセキュリティ対策をいかにシンプルかつ確実に
行うか。IT部門は大きな課題を突きつけられています。

ビックデータを最大活用するDELLのデータ管理ソリューション DELLのエンドツーエンドセキュリティソリューション
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SecureWorks
セキュリティ管理サービス

SecureWorks
インフラストラクチャ
コンサルティングサービス

SecureWorks
コンサルティング

課題への
個別対策手段

SonicWALL／ KACE／
Wyse／ Quest／
DDPE／ Etc.
　　+
3rd Vendor

Fluid Data アーキテクチャをはじめとする革新的なテクノロジーを取り揃えているデルは、完全なソリューション
としてのデータインサイトを提供できる唯一のプロバイダーです。企業内のあらゆるデータを最適化し、データ
の価値を最大限に活かす。さらには運用コストや管理リソースの削減も視野に入れる。そのためにもDellの
データ管理ソリューションがお役に立ちます。

セキュリティ対策は企業 IT部門の最優先事項です。時代が進むに連れて複雑化する問題に対し、いかに最小限
の ITリソースおよびコストで常に万全な対策を行うか。これをシンプルに実現するのが、Dellのエンドツーエンド
セキュリティソリューションなのです。これにより、設計から各種対策手段の導入、運用まで、お客様の目指す
目標に対して包括的に対応することができます。

高度で有効な
データ管理ソリューション

情報はただ集めるだけでは意味がありません。デルが提供する各種データ管理
ソリューションでは、データの分析や変換、統合などを効率的に行うことができ、
情報を価値あるカタチで業務に活用できるようなります。

あらゆるデータを
最適化してコスト削減

エンドツーエンドに動く
ソリューションを構築

データの価値に応じた最適化を実現する自
動階層化ストレージ。Fluid Dataアーキ
テクチャによりデータの効率性、機敏性およ
び耐障害性を高め、ストレージコストを最大
80%削減します。

仮想化環境に最適化された i SCS Iストレー
ジのベストソリューション。サーバ環境にあ
わせてストレージ環境を仮想化することで、
容易な構築や構成変更を実現するとともに
運用管理を簡素化します。

重複除外、圧縮、レプリケーション機能を
全て標準搭載したバックアップストレージ。
効果的に重複除外し、中小企業やリモート
オフィスなどで大きなデータ削減効果を期待
できます。

Dell Compellent Dell EqualLogic PS Dell DR

Dell独自のFluid Data アーキテクチャによりストレージ導入後にかかる費用を
大幅に削減。柔軟性に富んだスケーラブル・ソリューションなので、成長段階に
応じて即座にストレージ構成を変化させることが可能です。

Dellは過去の例にしばられず、カスタマーに最適な仕組みを構築できます。
エンドユーザの生産性を第一することで、企業の生産性を向上させる。
それがDellのエンドーツーエンドソリューションなのです。

Inform Protect

独自の優れた技術、世界的な脅威の可視性
と豊富なセキュリティの専門知識により
全世界のお客様に包括的な情報セキュリティ
サービスを提供しています。

信頼性と拡張性の高い堅固なセキュリティを
マルチギガビットの速度で実現する、大規模
ネットワーク向け次世代ファイアウォールプ
ラットフォーム。

ソフトウェアベースのシステム管理に伴う
コストや複雑さを解消しようとしている IT
部門に適した、完全統合型のシステム管理
ソリューションを提供します。

Dell SecureWorksDell SonicWALL
SuperMassiveシリーズ

Dell KACE
K1000管理アプライアンス
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