






ICTをあらゆる現場に。
最先端技術でお客様のイノベーショ ンに貢献。

スピーディで最適なクラウドのコンサル・導入・運用を実現。
クラウドサービスをライフサイクル全般でサポート。

ICTとファシリティの両面からワークスタイルの変革を。
ワンストップで提供できるのが最大の強みです。

お客様のご要望に応じ、当社が取り扱う豊富な
商品群の中から最適な製品・サービスをマッチング。

ソーシャルイノベーション

　当社は、「マルチベンダーのエフサス」として、仮想化・クラウド、ネットワーク、セキュリティなど、ICTインフラ・サービス

の導入に際し、富士通のみならず、業界各社の優れた製品・サービスを組み合わせてお客様に最適なソリューションを提

供します。その際、企画、販売はもとより、設計・構築、運用・保守などライフサイクル全般をワンストップでサポートします。

なお年間約1,000社、約11,000品目の製品を取り扱っており、お客様の様々なご要望にお応えすることが可能です。 　ICTで効率化するだけではなく、お客様の真の課題とは何か、どうすれ

ば解決出来るかを真摯に考え、ICTを活用した最適なソリューションを提

案します。業務の現場に入り込み、お客様とともに課題と対策の実証を

行い、新たな価値を生むサービスを提供することで、お客様の発展に貢

献してまいります。

ICT×農業の現場、
ICT×高齢者医療・福祉の現場

IoT時代に向け、最新テクノロジーで
お客様を支える

　IoTの潮流を受け、富士通が提案する新たなアプローチ「ヒューマンセ

ントリック・イノベーション」。これを支えるビッグデータ、セキュリティ、モ

バイル、クラウド、SDNなどの先進技術を、お客様にいち早く安心してご

活用いただくべく、富士通、富士通研究所などと連携し、すべての技術領

域で新しい運用サービスの開発に取り組んでいます。

マルチベンダー対応

ワークスタイル変革クラウドサービス

05 06

　製品・サービス導入後は、当社が誇る国内最大級の全国

約160ヶ所の拠点網、約5,200名のサービスアカウントエン

ジニア※により、富士通製品とマルチベンダー製品をあわ

せて高品質な運用サービス、迅速な保守対応が可能です。

　当社は、高品質なサービスを提供するため、先進的で高

度なスキルを持つ技術者の育成に力を入れており、特に、

仮想化分野で著名なVMware社、Citrix社、NetApp社の

資格では、それぞれ国内外トップクラスの認定技術者数

を擁しています。

　業種共通のオフィスを基点に、当社の全国拠点展開の

強みを活かし、お客様の業種ごとに配置される多種多様

なワークプレイスでのワークスタイル変革をお手伝いし

ます。

　当社は、仮想化・クラウドにおける豊富な導入実績・社内

実践をベースに、パブリッククラウド、プライベートクラウド

を適材適所で組み合わせ、スピーディで最適なクラウド

サービスの企画・設計、導入、運用管理までをワンストップ

で提供します。

　2015年には「クラウドファースト」「クラウドネイティブ」

の流れを踏まえ、「FUJITSU Managed Infrastructure 

ServiceマルチクラウドLCMサービス」を発表し、多くの

お客様に複数クラウドを活用した新しいICTシステムの

提案・導入を行っています。
　現場の行動観察・調査や、ワークショップを通じてお客

様とともにワークスタイルのあるべき姿を描き、ワークプ

レイスの企画、設計・構築、運用・保守のライフサイクルを

トータルにサポートします。
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※サービスアカウントエンジニア：営業・CE・SEという従来の職種の枠を超え、
　お客様起点で考え、行動する当社の技術者。

分野 社名 資格名
仮想化・クラウド

ストレージ

ネットワーク

OS

データベース
運用管理

日本マイクロソフト
アマゾン データ サービス ジャパン
ヴイエムウェア
ヴイエムウェア
シトリックス・システムズ・ジャパン
シトリックス・システムズ・ジャパン
ネットアップ
EMCジャパン
シスコシステムズ
シスコシステムズ
日本マイクロソフト
日本マイクロソフト
日本オラクル
日立製作所

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

VCP （ ） 
VCAP （ ）
CCA-V （ ）
CCP-V （ ）
NATSP （ ）

CCIE （ ）
CCNP （ ）
MCSE （マイクロソフト認定システムエンジニア）

仮想化

JP1認定プロフェッショナル

マルチクラウド
ナレッジスペース

レポーティング
ナレッジ提供
運用改善

マルチクラウド統合ポータル

5. クラウド環境の統合
リソース管理

6. ナレッジ型監視・
レポーティング

3. クラウド間移行 /

クラウドシステム
設計・構築

1. 適材適所の最適コンサル

PC / タブレット /
スマートフォン

ウェアラブル
センサー

Azure
AWS

ニフティ
クラウド

S5、A5、K5

オンプレミス

4. クラウド環境運用
    自動化



「Innovation & Future Center」を共創の場として活用。
お客様、社会とともに、豊かな未来を創る。

　当社は、オープンな対話とコラボレーションの場である3つの「Innovation & Future Center」を活用し、お客様や社

会の多様なパートナーとの新たな価値の「共創」に取り組んでいます。これまでもお客様の経営課題や地域社会の課題を

切り口に、様々な業種の企業、学生、自治体やNPOとの対話により新たな発想やアイデアが生まれてきました。当社は、こ

れまで培ってきたお客様、社会の安心・安全を支える姿勢を大切にしながら、さらにその先の豊かな未来を共に創るイノ

ベーション企業を目指します。

お客様、社会との共創

みなとみらいInnovation & Future Center

Tokyo Innovation Lounge

　「Innovation & Future Center」の首都圏地区サテラ

イト拠点。首都圏地区の営業、SE、サポート部門のオフィ

スに併設し、劇場のような円形空間に階段状の特徴的な

ベンチを備えたコラボレーション空間です。

　「Innovation & Future Center」の中核拠点であり、

「フューチャーセンター」と「研修センター」を融合した施

設。100名を超える大規模なワークショップを開催可能な

Camping Studio、ステージやグループ討議用の小部屋

を備えた機能的空間のStudio“TOPOS”、ゆとりある作業

スペースを備えプロトタイピングにも活用できるFureken 

Labなど、様々な空間があります。

全国のサービスアカウントエンジニアと各センターが、
お客様をしっかりとサポート。

カストマイズセンター

富士通LCMサービスセンター 富士通エフサスLCMサービスセンター

　全国約160ヶ所の拠点、約5,200名のサービスアカウントエンジニアが、お客様のICTを支えるとともに、ICT機器の導

入・展開、運用、トラブル対応、リモート監視、さらにはBPO受託まで、以下のセンターで、各プロフェッショナルが万全のサ

ポートを行います。

　サーバ、パソコン、スマートデバイス、POS、ネットワーク

などの高品質・短期間での導入・展開を支える。

　富士通と共同で全国4ヶ所に設置。24時間365日の監

視やグローバルヘルプデスク、トラブル対応、セキュリ

ティ運用などを実施。

　富士通LCMサービスセンターと連携し、全国4ヶ所に設

置。地域密着のヘルプデスク、トラブル対応などを実施。

サービス体制
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BPOサービスセンター
　パソコンの個人ユーザー向け問合せ・修理受付業務の

ほか、企業・団体の問合せ業務を受託。
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場所：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 
　　　クイーンズタワーB棟 9・10階

場所：東京都中央区銀座7-16-12
　　　G-7ビルディング 5階

Osaka Knowledge Wharf

　「Innovation & Future Center」の西日本地区サテラ

イト拠点。波止場を意味するWharfを名に持ち、「水の都

」大阪らしく、水の流れをコンセプトにデザインされた施

設で、西日本地区の営業、SE、サポート部門のオフィスに

併設しています。

場所：大阪府大阪市中央区城見2-2-22 
　　　マルイトOBPビル 10階

サービスアカウントエンジニア約5,200名体制

「全国約160ヶ所のサービス拠点」

サービスアカウントエンジニア 約5,200名
富士通エフサスグループ

富士通CEパートナーを含む富士通グループのCEの拠点数及び人数は、
約850拠点、約8,000名。

ンジニア約5,200名体制

所のサービス拠点」

エンジ
ープ

富士通グ

ニア 約5,200名
グループのCEの拠点数及び人数は、 北海道センター（札幌）

関越センター（大宮）

九州センター（福岡）

館林センター

中部センター（名古屋）

BPOサービスセンター
OSC（東日本地区）

東京センター（川崎）

関西センター（大阪）

東京カストマイズセンター

One-stop Solution Center（OSC）
富士通LCMサービスセンター

カストマイズセンター

BPOサービスセンター

サービス拠点

OSC（西日本地区）

富士通エフサスLCMサービスセンター

東北センター（仙台）

大宮カストマイズセンター

名古屋カストマイズセンター

関西カストマイズセンター
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One-stop Solution Center （OSC）
　サーバ、ストレージから、OS、各種ミドルウェアまで、多

種多様なオープン製品、マルチベンダー製品のトラブル

に迅速に対応。

02.








