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HAソリューションによる２重化体制

大阪シーリング印刷株式会社
ネットワークの4重化やHA導入で
業務継続性を最大化する安全なインフラを構築
POINT

AS/400時代からさまざまな工夫で障害・災害対策を実施

●

Power 520の導入を機にHAソリューションを「Bitis HA」へ

●

ネットワークの4重化／ルータの2重化で出荷業務の安全性を高める

●

Power 520の導入を機に
HAソリューションを「Bitis HA」へ
大阪シーリング印刷の主要業務は、
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大森良和氏
管理本部 システム部
次長
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トランザクション量の増大で、本番
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うだ。
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