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ProDeploy Suite
お客様に合わせて計画されたエキスパー
トによる導入で、エンタープライズテクノロ
ジの採用を加速
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リソースをイノベーションに集中し、ビジネス成果
の向上を推進
IT 管理者や経営リーダーが今日直面する事業環境は複雑で乗り切るには困難を伴う場合があります。クラウド、コ
ンバージドデータセンター、モノのインターネット、ビッグデータの絶え間なく進化するテクノロジは、数多くの新しいビジ
ネスチャンスをもたらすと同時に新しい課題ももたらします。組織のトランスフォーメーションを促進するには、リソースを
うまく配置し、予算の制約を管理して、競合する優先順位を厳しい予定を念頭に置き調整する必要があります。

デジタルテクノロジの迅速な導入を推進
新しいテクノロジを最大限に活用し、投資回収を早期に開始するには、計画外のダウンタイムのリスクがない、すぐに使
えて、迅速に最適化され実稼働状態となるシステムが必要です。これは非常に難しい問題ですがソリューションはあり
ます。信頼できる Dell EMC のエキスパートスタッフとパートナーが、ハードウェアの基本的な取り付け作業から計画、構
成、複雑な統合までの導入をサポートします。

ProDeploy Suite は、経験豊富な IT 担当者が社内にいてもいなくても、お客様のビジネスモデルを補完するように
設計されています。お客様とお客様のチームが何を求めているのかを理解し、進化し続けるテクノロジのニーズに対応
できるよう適切なサポートを提供します。

Dell EMC では、30 年以上の年月をかけ、クラス最高のプロセスを活用した幅広い豊富な経験を持つエリートの専門家に支
えられた導入プロセスを構築してきました。実績のあるグローバル規模の展開により、一貫した導入を促進し、お客様のビジネス
成果の拡大を世界中で常時支援します。簡単なハードウェアの設置から、極めて複雑なハードウェアおよびソフトウェアの統合
まで、IT とビジネスを革新する新しいテクノロジの導入から憶測による作業とリスクを排除します。
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ProDeploy Suite

• 55,000 人 の技術サービスプ
ロフェッショナル 

• 単一のソースからの一貫した
専門技術を利用

• 95% 以上の顧客満足度

エキスパート インサイト 使いやすさ

ProDeploy Plus
• 地域内の一元化された窓口を通じたプロジェクト管理
• ハードウェアの設置と標準のオンサイトでのシステムソフトウェア設定
• 導入後 30 日間の構成サポート
• Dell EMC エデュケーションサービスのトレーニングクレジット
• Dell EMC テクニカルサポートへの構成データ転送

開始日より多くのテクノロジを活用

サーバ | ストレージ | データ保護 | ネットワーキング

信頼できる Dell EMC のエキスパートスタッフとパートナーが、ハ
ードウェアの基本的な取り付け作業から計画、構成、複雑な統
合までの導入をサポートします。包括的な導入サービスとテクニカ
ルエデュケーションの機会により、現在そして将来にわたり、お客
様のビジネス成果の実現を支援します。

Basic Deployment
• 専門の導入技術者
• オンサイトでのハードウェア設置
• 梱包資材の処分

ProDeploy
• プロジェクト管理の一元化された窓口
• 導入計画
• オンサイトでのハードウェア設置（24 時間 365 日対応）
• システムソフトウェアのインストールおよび設定（24 時間 365 日対応）
• プロジェクトの文書化と知識の引き継ぎ

• クラス最高のプロセス（30年 

以上の経験に基づく）
• テクニカルサポートへのコール件
数を 49% 削減2

• 導入サービスを 124 か国で展開



ProDeploy Plus
業界で最も包括的な導入サービスをお試しください
Dell EMC が持つプロジェクト管理の専門性、迅速な統合を可能にする取り組み、教育へのコミットメントで IT トラ
ンスフォーメーションの実現を支援します。ProDeploy Plus では今日の複雑な IT 環境に求められる厳しい条件の
設備導入を成功させるために必要なスキルと規模を最初から最後まで提供します。

サイト準備状況の確認からプランニングを実施し、推奨プランを提供します。一元化された窓口でローカライズされた
プロジェクト管理を行い、対象デバイスのテクノロジサービスマネージャがパーソナライズされたサービスを提供し、よりス
ムーズな導入をサポートします。導入後の設定サポート、テスト、製品オリエンテーションにより、システムが適切に導
入、統合されたことを確認できます。柔軟なトレーニングクレジットを使って、社内のスタッフは新しいテクノロジをフル
に活用するための適切なスキルを身に付けられます。

ProDeploy Plus では、ProDeploy のサービスに加えて以下が提供されます。
• 地域内の一元化された窓口を通じたプロジェクト管理

• 24 時間 365 日対応の設置と標準のオンサイトでのシステムソフトウェア設定

• 導入後 30 日間の構成サポート

• Dell EMC エデュケーションサービスのトレーニングクレジット
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ProDeploy
1 つ上を行く方法でハードウェアとソフトウェアの投資を最大化
専門家による計画と実装で、短時間で新しい技術を導入し、お客様を成功へと導きます。ProDeploy では、ハー
ドウェアとシステムソフトウェア両方の設置/インストールと構成を認定導入エンジニアがフルサービスで提供します。導
入の準備をするために、Dell EMC がサイトの準備状態の確認と実装計画を行います。システムテスト、検証、知
識の引き継ぎを含む完全なプロジェクトマニュアルによって、プロセスが完了します。デルはシステムが起動し、正常に
稼働されるまでの作業に注力するので、お客様は事業に集中し、次の課題に取り組むことができます。

ProDeploy のサービス内容
• プロジェクト管理の一元化された窓口
• 導入計画
• オンサイトでのハードウェア設置（24 時間 365 日対応）
• システムソフトウェアのインストールおよび設定（24 時間 365 日対応）
• プロジェクトの文書化と知識の引き継ぎ

66% 
導入を 迅速化1
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Basic Deployment
安定したハードウェアの設置を経験豊富な技術者が提供
Dell EMC にお任せいただければ、ハードウェアを最初から迅速、確実に設置し、お客様のスタッフの負担を軽減い
たします。Basic Deployment では Dell EMC 製品を熟知した経験豊富な技術者がサーバ、ストレージ、データ保
護、ネットワーキングシステムを安心できる専門性の高い方法で設置します。手間のかかる作業は Dell EMCまたは 
Dell EMC の導入専門パートナーにお任せください。サイトの数を問わず、時間を短縮できるだけでなく、メンテナン
スの必要性を抑え、今後のプロジェクトを簡素化できます。

Basic Deployment のサービス内容
• オンサイトでのハードウェア設置（営業時間内）

• 梱包材の処分をオンサイトの保管場所とリサイクルサイトで実施

導入トレーニングと認定
業界で認められた導入の専門知識を取得
トレーニングと認定により、IT 担当者とパートナーは、Dell EMC 認定エンジニアと同等のストレージおよびネットワークに
関する専門知識を得ることができます。投資をすばやく最大限に活用し、リスクを軽減し、インフラストラクチャの円滑な
稼働を維持するために、今日の競争の激しい IT 環境で必要となる知識と一連のスキルを提供します。包括的な計
画から設置および構成まで、Dell EMC 認定の実績のある導入プロフェッショナルは、新しいテクノロジを迅速に実装お
よび最適化するだけの知識を十分身に付けています。

Dell EMC 認定の実績のあるプロフェッショナルが取得するメリット：

• 業界で認められた導入認定

• オンラインバッジで試験の合格を証明

• 知識とスキルの向上

クラス最高のプロセスを 30 年以上の経験に基づき提供
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Basic 
Deployment

営業時間

••

ProDeploy
ProDeploy 

Plus

••
•

•

•
••

•
•

導入前

導入

導入後

プロジェクト管理の一元化された窓口

サイト準備の評価

導入計画

導入サービス時間

オンサイトでのハードウェア設置*

梱包材の処分

システムソフトウェアのインストールと構成

プロジェクトの文書化と知識の引き継ぎ

導入の検証

Dell EMC テクニカルサポートへの構成データ転送

導入後 30 日間の構成サポート

Dell EMC エデュケーションサービスのトレーニングクレジット

•

ProSupport Plus 対象デバイスに対するテクノロジサービスマネージャ
（TSM）の対応

地域内

•

•••

24 時間 365 日

••
•

•
•

24 時間 365 日

オンサイト

最高のパートナー
Dell EMC サービスデリバリのコンピテンシを備えたパートナーを活用
Dell EMC は優れたパートナーがサービスデリバリのコンピテンシを取得し、導入サービスを提供、または共同提供で
きるようにします。コンピテンシを取得したパートナーは、Dell EMC のハードウェアを導入し、Dell EMC 専用ツール、
ベストプラクティス、重要な最新技術情報にアクセスできるようになります。コンピテンシを取得しているパートナーを
選択すると、最高の専門知識、精度および効率で導入を確実に実行できます。お近くのサービスデリバリコンピテン
シを備えたパートナーを検索するには、Find A Partner ツールを利用できます。
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ProDeploy Suite

「 デルには私たちにはないデルのテクノロジの専
門的知識があります。そのため Dell 

ProDeploy は私たちにとって非常に重要でし
た。デルからの知識の引き継ぎは分かりやす
く、包括的なプロセスにより、新しいデルのサー
バ、ネットワーキング、ストレージソリューション
を安心・安全に利用できました」

Alex López
テクノロジインフラストラクチャ担当ディレクタ 
The Elite Flower

お客様に最適な選択肢

独自の導入課題に対するサポートが必要な場合
追加の導入サービスで ProDeploy Suite を補完し、HPC、ストレージ、データ保護、データ移行、ビッグデータ分
析、ネットワークでの導入を促進します。

データセンター向け ProDeploy Flex

データセンター向け ProDeploy Flex を利用すると、大規模なデータセンターテクノロジをお客様の環境に導入する
際に、リスクとダウンタイムを低減できます。

• ProDeploy Suite の機能を基盤に構築された柔軟なサービスモデルを利用します。

• 柔軟性を備えた付加価値の高いプランニングと管理で、お客様独自の大規模な導入のニーズに合った設
置と構成を選択します。

HPC 対応の ProDeploy

Dell EMC の HPC のエキスパートがお客様のハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）の目的に最適化された
データセンター環境を実現します。

• オンサイトの設置と構成を選択するか、Dell EMC の工場での統合を利用することで導入をさらに簡略化

• HPC ソリューションを検証し、ベンチマークを実施することで、最高のパフォーマンスを保証

• 全体を通じて製品のオリエンテーションが提供され、HPC チームが迅速なオンボードを支援

*一部のソフトウェア製品に対しては、ハードウェアの設置は適用されません



詳細に関しては、Dell.com/prodeploy にアクセスするか、Dell EMC 
の営業担当にお問い合わせください。
1出典：デルの委託を受けて作成された Principled Technologies によるテストレポート「Bring new systems to production 
readiness faster and with less effort from in-house administrators」（2017 年 2月）に基づきます。レポートの全文は 
http://facts.pt/YU95pg を参照してください。
22017 年 12 月のサポートデータ（Dell SCv/PS/PowerVault Storage に対する 2015 10 月から 2017 年 6 月までのデー
タ）を基にしています。実際の結果は異なる場合があります。
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て発行日の時点での正確を期すよう努めています。情報は、予告なく変更されることがあります。無断複写・転載を禁じま
す。2017 年 12 月 | ProDeploy Plus Deployment の統合 DS | Rev 1

Dell EMC の違いを体験
お客様ファーストの原則を基に構築された Dell EMC のサービスはエッジからコア、クラウドまで一貫性のある他には
ないサービスです。Dell EMC Services はお客様の投資を有効活用し、組織に変化をもたらす役割としてお客様
を育成する目的で開発されました。

新しいテクノロジを追加する、既存のシステムを統合する、ゼロからデータセンターを構築するなど、どのような場合で
も Dell EMC にお任せいただければ、工場から始まる効率的な導入を利用できます。非常に複雑なプロジェクトで
あっても、最初から効果的な計画、構成、統合、テストが実施され、将来にわたりサポートされます。Dell EMC は
お客様が業務に集中し、デジタルテクノロジを迅速に導入できるよう、導入プロジェクトに対応します。

Intelligent Data Mobility

お客様の環境でのシステム停止を最小限に抑え、コストを抑えてタイムツゥーバリューを短縮します。Intelligent 
Data Mobility（IDM）で Dell EMC が移行を管理し、お客様はビジネスに集中できるようになります。

• お客様のデータ移行のコストと複雑さを低減

• 新しいストレージのタイムツゥーバリューを短縮

• Dell EMC がデータをシームレスに移行し、お客様は業務に集中

• Dell EMC の実績のある標準のプラットフォームとベンダーを選ばない方法を活用

レジデンシサービス
レジデンシサービスでは、構成、プロセス、手続きを最適化し、お客様の IT スタッフと知識を共有する技術エキスパ
ートを提供します。データセンターを最高の状態で稼働しながら、新しい機能にすばやく移行できます。

• Dell EMCのテクノロジエキスパートの知識とベストプラクティスを共有することで、ITスタッフの専門知識を
高めることができる

• 技術をすばやく導入し、インフラストラクチャの能力を最大限に活用できる

• データセンターの稼働と管理を最適化できる

http://Dell.com/prodeploy

