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世界は変化しています
このような問いを投げかけているのはお客様だ
けではありません。ITリーダーの62%は、購入
したテクノロジーの潜在能力をフルに生かすIT
スキルがチームに不足していると回答してお
り、65%は新しいテクノロジーの価値を最大限
に引き出せていないと回答しています。1

また、チームにITインフラストラクチャをサ
ポートするための適切なリソースやスキルがな
い場合はどうなるでしょうか。お客様のビジネ
スは、まったくもって不当に取り上げられて終
わってしまうかもしれません。ITリーダーは、
データ センター インフラストラクチャ全体で平
均727時間のダウンタイムを報告しており、ビジ
ネスにかかるコストは毎年96万米ドルを超えて
います。2

テクノロジー パートナーからどのようなサポー
トを受けられるかが重要です。しかし、私たち
の言葉を鵜呑みにはしないでください。「サ
ポート組織の品質は、お客様の会社がハード
ウェアの購入先としてベンダーを選定する判
断材料になりますか？」という問いに、ITリー
ダーの85%が「はい」と回答しています。3 

データ センターがいとも簡単に稼働していた時代がありました。お客様の目標は、
システムをビジネスに利用できる状態にしておくことでした。しかし、そのような
時代は過ぎ去りました。現代の変わり続ける社会において、チームはこれまで以上
に多くのことを求められており、お客様がその答えを探しているかもしれません。

「自分のチームが適切
なスキルを持ってい
ない場合はどうすれ
ばいいのか？」 

「重要なシステムがダ
ウンした場合、ビジネ
スはどうなるのか？」

「購入したテクノロ
ジーから最大限の価
値を引き出しているこ
とを確かめるにはどう
すればいいのか？」



お客様がすでにご
存知のカスタマー 
エクスペリエンス 

リーダー
お客様はデル・テクノロジーズをご存じです。実際には、受
賞歴のあるノートパソコン、デスクトップ、ワークステー
ションのいずれかで本書をご覧になっているかもしれません。
しかし、当社が25年以上にわたってITインフラストラクチャ
のお客様に卓越した製品とサービスを提供していることはご
存じでしたか？

この瞬間にも、当社は7,000万台を超えるデバイスに接続し、
その数は増え続けています。当社の人工知能を利用した接続
テクノロジーでは、毎年350万件を超える課題を予測し、毎
日実行されている6,500億個以上の分析ルールによってハー
ドウェアとソフトウェアの最適化を規定しています。これに
よって、当社は、お客様にどのようなニーズがあり、そのテ
クノロジーのパフォーマンスがどれくらいなのかといった重
要な質問の答えを得ています。4
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Dell EMCソリューションを初めて購入される場合、または世界各地に
数千台をお持ちの場合でも、デル・テクノロジーズのエンタープライ
ズ サポート サービスを利用すると、お客様は投資を最大限にご活用
いただけます。

サポート エキスパートによる24/7体制の迅速なトラブルシューティ
ング、お客様のビジネスを把握している人物からのプロアクティブな
ガイダンス、またはグローバルな運用にまたがる完全にカスタマイズ
されたサポート体験をお求めの場合は、エンタープライズ サポート 
サービスにお任せください。

25年以上にわたり、数百万台の接続デバイスから構築された人工知能
とともに、お客様に戦略的ガイダンスと専門家による推奨事項を提供
しながら、デル・テクノロジーズは、プロアクティブ型とリアクティ
ブ型の機能に加えて、予測型の機能も適度に組み合わせて、今日の課
題と将来の課題に対処します。

お客様が現在そして将来に
必要なサポート

ProSupport Enterprise 
Suite

オプションのSupport 
Services for Enterprise



テクノロジーに頼る頻
度が高くなるほど、適
切なサポートを受ける
ことが重要になる

ProSupport Enterprise Suiteは、世界中で定評があるデル・
テクノロジーズのサポート テクノロジーと専門知識を活
用してお客様の投資効果を最大限に引き出すことができま
す。ProSupport Enterprise Suiteにより、IT組織が強化され
るだけでなく、問題を予測し、より短時間でプロアクティ
ブに解決できるようになります。

ProSupport Enterprise Suiteは、組織が必要とするエンター
プライズ クラスのサポートを備えています。システムの重
要性、環境の複雑さ、ITリソースの割り当て方法に合わせ
てサービスをお選びいただけます。

ビジネスクリティカルなアプリケーションとワークロードに対処
するシステムにプロアクティブかつ予測型のサポートを提供

ハードウェアとソフトウェアに対する24x7体制の包括的なサ
ポート

通常の営業時間内の電話によるハードウェア サポート

ProSupport Plus for 
Enterprise

ProSupport for 
Enterprise

基本ハードウェア サ
ポート

ProSupport Enterprise Suite



すべてのIT組織が同じよう
に作られているわけではあ
りません
ITの導入を始めたばかりの企業でも、世界中にデータ センターをお持ちの企業でも、い
ずれの場合においても必要なのは、グローバルな機能と現地の専門技術を備えたサービス 
パートナーです。 

オプションのSupport Services for EnterpriseによってProSupport Enterprise Suiteを補完
して、モダン データ センターの運用に欠かせないサポート能力を提供することができま
す。セキュリティとコンプライアンス、プロアクティブなテクニカル ガイダンス、リモー
ト ロケーションのオンサイト トラブルシューティング、データ センター内にあるスペア 
パーツの在庫、さらにはマルチベンダー サポートなどを問わず、当社ではお探しのサポー
ト サービスをご用意しています。 

オプションのSupport Services for Enterprise

障害対応にとどまらず、予測コストを使って世界各
地で最適な結果を得る

特定のテクノロジーに焦点を当てた専門家によるプ
ロアクティブなガイダンスとサポート

適格なインフラストラクチャ ソリューションのため
の継続的な分析とカスタマイズされたガイダンス

インフラストラクチャ ソリューションのライフサイ
クルを通じてデータ セキュリティを確保

熟練した技術者がどのような場所にも赴き、お客様
に代わってオンサイトでトラブルシューティング

お客様が保管されているパーツの在庫の管理、監
視、自動補充

専門家が複数のテクノロジーとプラットフォームに
わたってハードウェアを管理およびサポート

ProSupport One for Data Center

テクニカル アカウント マネージャー

インフラストラクチャのための最適化

データ セキュリティ サービス

オンサイト診断サービス

Logistics Online Inventory Solution

Multivendor Support



デル・テクノ
ロジーズはこ
こが違う

デル・テクノロジーズのインフラストラクチャ ソ
リューションをサポートし、常時稼働させるために、
世界中のトップ クラスの企業が当社に信頼を寄せて
います。私たちはこの役割を担い、優れた実績を達
成していることに誇りを持っています。

クリティカルなシステムのパフォーマンスと安定性
を向上し、生産性を高め、ダウンタイムを削減しま
す。エンタープライズ サポート サービスによってエ
キスパートの利用、インサイトの取得、使いやすさ
が実現するため、お客様は次に何が起ころうとも常
に備えることができます。



詳細については、デル・テクノロジーズのセールス担当者にお問
い合わせいただくか、delltechnologies.comをご覧ください
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