先進のユーザー事例⓬

HAソリューションによる災害対策

日東工器株式会社
事業継続計画の一環として
HA製品を利用した災害対策を実施
POINT

本社新社屋の竣工と同時にコンピュータの事業継続計画を盤石に
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HAソリューションとしてBitis HAを採用し二重化に着手
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サーバー統合に伴う障害リスクの低減を目指す

●
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