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ProSupport 
Enterprise Suite
ITトランスフォーメーショ
ンを加速するサポート



エンタープライズ ランドスケープは急速に変化
しており、既存のサーバー、ストレージ、ネッ
トワーキングを効率的に維持しながら、新しい
テクノロジーを組織に導入するようにとのプ
レッシャーがこれまでになく大きくなっていま
す。人工知能、仮想化、アプリケーション モダ
ナイゼーション、モジュラー型インフラストラ
クチャ、クラウド コンピューティングは多大
なメリットをもたらす可能性がありますが、こ
れらにはさらに高いレベルの専門技術が必要で
す。環境が複雑だとプロセスも複雑になり、潜
在的な問題も増えます。テクノロジーを利用す
ればするほど、適切なサポートを得ることがよ
り重要になります。 

ビジネス目標に専念する時間を確保し、競争優
位性を維持するには、次の事項を管理する必要
があります。

•  メンテナンス コスト
•  ワークロードの可用性
•  ハードウェアとソフトウェアの複数のベン
ダー

•  自動化されたプロアクティブかつ予測型の
 テクノロジー

複雑な環境に対
して総合的なサ
ポートを提供 
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プロアクティブ
なインサイト 

ITの複雑さを緩和し、コストを削減することは、以下を
含むより戦略的なビジネス要件を満たすために資金を調
達する手段と見なされています。
•  顧客満足度とロイヤルティの向上
•  従業員の生産性の向上
•  開発期間と市場投入までの期間の短縮
•  意思決定の改善
•   ビジネス チャンスと競争上の課題の両方に対する迅
速かつ動的な対応

適切なサポート ソリューションにより、当社はお客様
の目標達成を支援します。

ProSupport Enterprise Suiteにより、世界中で定評がある
当社のサポート専門技術とインサイトを活用すると、投
資効果を最大限に引き出すことができます。ProSupport 
Enterprise Suiteなら、ITチームが強化されるだけでなく、
ITに関する質問や問題をより短時間で解決できるように
なります。

ProSupport Enterprise Suiteの特長：
• 特定のシステムに対する重要性や環境の複雑さに応じ
てサポートを選べる柔軟性

• ハードウェアとソフトウェアに関する問題のすべてに
対応する、一元的なアカウンタビリティ ポイント 

• 単一のハードウェアに限定されない、複数の分野にわ
たる専門知識 

• 予測型の自動化ツールと革新的なテクノロジー
• お客様がいる場所や使用言語にかかわらず、一貫した
サポート サービス

現在の複雑な
環境には、真
のエンタープ
ライズ クラ
スのサポート
が必要です。
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ITの複雑さの軽減はデル・テクノロジーズのエキスパートに
お任せいただき、お客様は業務に専念。
• Dell Technologies Servicesのプロフェッショナルは 37,000人超

• 世界各地に 80か所を超えるテクニカル サポート センターと、750か所を超え
るパーツ配送センターを配備 

• 12か所の Center of Excellenceと Joint Solution Centerで、主要なアプリケーショ
ン プロバイダーとの提携を利用した社内の協力体制を実現

• 6か所のグローバル コマンド センターでフィールド サービス イベントをプロ
アクティブに監視

詳細なインサイトとインテリジェント データで、パフォーマ
ンスと安定性が向上。
• 問題発生防止のための自動モニタリングと予測分析を提供し、さらに最適化の
ためのアクションを提案

• お客様のビジネスと環境を詳細に理解した Service Account Managerとパーソナ
ライズされた関係を構築

常にアクセス可能でカスタマイズされたサポートにより、 
生産性が向上します。 

• サポートは 170か国で提供 

• 電話、チャット、Eメール、ソーシャル メディアにより 24x7でサポート 

• ハードウェアとソフトウェアに対応した、一元窓口による一貫したサポート 

• デル・テクノロジーズのエンタープライズ サポートと導入サービスの顧客満足
度は 94%超

エンタープライズ クラスのサポートを実
現します。
エキスパート、インサイト、およびお客様の使いやすさを軸に
して構築された 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、および 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。

使いや
すさ。

インサ
イト。

エキス
パート。 

40回を超える TSIA 
STARアワード受
賞歴を誇るカスタ
マー サービス

デル・テクノロジーズが選ばれる理由



4

ProSupport Enterprise Suite

ProSupport Plus 
for Enterprise

自動化されたサポート、分
析、お客様の組織に適した
専門技術により、お客様の
重要なシステムのパフォー
マンスと安定性をプロアク
ティブに改善します。

ProSupport Plusはお客様の
環境をすみやかに稼働状態
に戻すだけでなく、問題の
発生を未然に防ぐよう支援
します。デル・テクノロジー
ズの専門技術やインサイト
で生産性が高まり目標に集
中できるとなれば、お客様
は自信を持って複雑なテク
ノロジーを自由に導入する
ことができます。 

ProSupport for 
Enterprise

テクノロジー エンジニアへ
24x7、アクセスできるので、
ハードウェアとソフトウェ
アのスムースな稼働が維持
され、さらに予測型のテク
ノロジーで問題を未然に防
ぎます。 

基本ハードウェ
アサポート

通常の営業時間内のリ
アクティブなハード
ウェア サポート。

スマートな戦略でスマートなサポートを提供します。
新しいテクノロジーを恐れることなく導入できる戦略があれば、お客様は業務に集中
できる自由が得られます。インフラストラクチャ全体にわたるすべてのプラットフォー
ム、ブランド、ソリューションでデル・テクノロジーズのエンタープライズ クラスの
同じサポートを受けることで、その自由が得られるのです。 

テクノロジー管理の難易度が上がるほど、当社のサポートもよりスマートになります。
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ProSupport Plusを選ばれたお客様には、
次の内容が提供されます。

• お客様のビジネスと環境を理解している担当
Service Account Manager 

• デル・テクノロジーズのインフラストラクチャ 
ソリューションを理解しているエンジニアによ
る即時の高度なトラブルシューティング

• ProSupport Plusシステムにインストールされて
いる対象のサード パーティー製ソフトウェアに
対するサポート（当社から購入したソフトウェ
アであるかどうかは不問）。問題の診断だけでな
く解決まで当社が対応

• 当社のカスタマー ベース全体から得られたサ
ポート トレンドやベスト プラクティスの分析に
基づき予防的な推奨事項をパーソナライズする
ことで、サポート問題を低減し、パフォーマン
スを向上

• 予測型分析により、問題発生防止と最適化を実現

• セキュア コネクト ゲートウェイによって、プロ
アクティブなモニタリング、問題の検知、通知、
ケースの自動作成を実現

Service Account Manager：
専任のサポート担当者

•  お客様のビジネスに関する具体的な ITニーズと目標
を理解し、高度なスキルを備えたエキスパート

• サービス管理と問題解決のエスカレーションを容易に
する一括対応の窓口 

• 生産性と安定性の向上を目的として提供される、お客
様の環境に合わせてパーソナライズされた推奨事項
と、当社のすべてのお客様から得られるベスト プラ
クティスおよびサポート トレンド

クリティカルなワークロードやアプリケーションは常に利用できる必要があり、これらの基盤となるシ
ステムは故障してから修理するだけでは不十分です。つまり、問題の発生を未然に防ぐプロアクティブ
な予測型の対策が必要になります。 

ProSupport Plusは、自動化されたサポートと分析、お客様の組織に適した専門技術により、重要なシ
ステムのパフォーマンスと安定性をプロアクティブに高めます。ProSupport Plusはお客様の環境をす
みやかに稼働状態に戻すだけでなく、問題の発生を未然に防ぐよう支援します。当社の専門技術やイン
サイトで生産性が高まり目標に集中できるとなれば、お客様は自信を持って複雑なテクノロジーを自由
に導入することができます。

ProSupport Plus
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お客様はハードウェアとソフトウェアに対する確実なサポートと、その環境で利用している複
数のベンダーを管理する優れた方法を必要としています。デル・テクノロジーズは、専門技術、
ノウハウ、能力を 1つの窓口で提供することにより、お客様の ITサポートをさらに容易にします。
 
ProSupportを選ばれたお客様には、高度なトレーニングを受けたエキスパートが世界各国、 
24時間体制でお客様の ITニーズに対応します。ProSupportは、システム停止を最小限に抑え、
高いレベルの生産性を維持できるようお客様を支援します。

ProSupport

ProSupportを選ばれたお客様に
は、次の内容が提供されます。

• ハードウェアおよびソフトウェアの
認定エキスパートによる 24時間 365
日体制のサポート 

• サード パーティーのベンダーとの共
同サポート  

• ハイパーバイザー、操作環境ソフト
ウェア、および OSのサポート

• ハードウェア、ソフトウェア、ソ
リューションで一貫しているサポー
ト レベル

• オンサイトのパーツ発送オプション
と技術者派遣オプション（ミッショ
ン クリティカルな場合の 4時間以内
の対応、翌営業日対応を含む）
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エンタープライズ サポートサービス
機能の比較

Basic ProSupport ProSupport Plus

リモート テクニカル サポート 営業時間内 24x7 24x7

対象製品 ハードウェア ハードウェア ソフト
ウェア 

ハードウェア ソフトウェ
ア

オンサイトでのハードウェア サポート 翌営業日対応

翌営業日対応、ミッ
ション クリティカル
な場合は 4時間以内

に対応

翌営業日対応、ミッ
ション クリティカル
な場合は 4時間以内に

対応

サード パーティーの共同支援  

セルフサービスのケース開始と管理  

ソフトウェア アップデートの利用  

CloudIQおよび CloudIQモバイル アプリによるプ
ロアクティブなストレージ正常性モニタリング、
予測分析、異常検出

 

専門のサポート エキスパートへの優先アクセス 

予測型のハードウェア障害検出 

サード パーティー製ソフトウェアのサポート 

担当の Service Account Manager 

プロアクティブかつ一人ひとりに合わせた評価と
推奨事項



プロアクティブなシステム メンテナンス 

お客様に適したサポート

7



詳細については、Dell.comを参照いただくか、デル・テクノロジーズのセール
ス担当者までお問い合わせください。
Dell Technologies Services提供対象および条件は、地域や製品によって異なります。詳細については、当社のサービス概要をご覧ください。 
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Suiteカタログ

デル・テクノロジーズのエンタープライズ システムを効率的にサポートし、常時稼働
させることで、世界レベルの企業が当社に信頼を寄せています。当社はこの役割を担い、
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。ProSupport Enterprise Suiteがエキスパート、インサイト、そして
使いやすさを提供するため、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。

デル・テクノロジー
ズはここが違う

https://www.Dell.com

