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クラウドリフトしたお客様の悩み
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クラウドリフトでインフラの更改・運用からは解放されたが

インフラ以外のシステム運用負担は変わらず

アプリケーションのデジタル化にも繋がっていない・・・

従来からのシステムの運用効率化をどのように実現すればよいか？

どうすれば既存アプリケーションをデジタル業務に活用できるか？
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富士通のクラウドシフトソリューションサービス
お客様システム改善やDX実現に向けた既存アプリケーション・データの変更を

富士通推奨のクラウドシフトパターンで推進する、伴走型の支援サービスとプラットフォームサービス

課題解決に向けたアプローチ

従来からのシステムの運用効率化をどのように実現すればよいか？

どうすれば既存アプリケーションをデジタル業務に活用できるか？

クラウド技術支援サービス

FUJITSU Hybrid IT Service Digital Application Platform
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リフト/シフトの適用モデル
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クラウドリフト/シフトパターン
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保守・運用費
を効率化

デジタル化を
促進

デジタル化・
業務プロセス

自動化を促進

アプリ運用の
自動化・効率化

コンテナ環境の
セキュリティ強化

運用の可視化
による可観測性

の強化

お客様システム改善やDX実現に向け、既存データ・アプリ・運用をクラウド活用で
お客様ビジネスに早期に効果を出せる３つのリフト/シフトパターンを提供し

お客様課題を解決

データのリフト/シフト アプリのリフト/シフト 運用のシフト
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リフト/シフトの適用モデル
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○ ユースケースや事例に基づいてクラウドリフト/シフトのパターンをモデル化

コンテナPF

コンテナ
アプリ

API
管理

SaaS

SaaS

SaaS

MW

既存
アプリ

DevOps環境

他サービス

アプリ

RDS アプリ

アプリ

既存データ

既存
アプリ

クラウド標準の運用監視

コンテナ
アプリ

API連携

既存
監視

データベースの保守効率化1-1 Gitによるバージョン管理2-1

DevOps環境で自動化2-2

既存アプリの変更対応強化
（コンテナ化）

2-3

メトリクス/ログ管理で可視化3-1

データのリフト/シフト アプリのリフト/シフト 運用のシフト

公開APIの管理を効率化2-4

コンテナ環境の脆弱性監視3-2
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データベースサービス
（Fujitsu Enterprise Postgres）

マネージドサービス

他社DBシステム

【モデル1-1】 データベースの保守効率化

データベースのマネージドサービス（データベースサービス）利用で
データベースの基盤運用から解放し、維持コストを削減

ご提案
サービス

Digital 
Application 
Platform

・データベースサービス

支援サービス ・データベース移行サービス

お客様
課題

・特定ベンダの高コストなRDBにロックインされている
・最新機能、セキュリティに対応したOSSベースのDBを利用したいが、
パッチ適用などの保守負担が大きい

解決方法
OSSをベースとした高信頼のマネージドデータベースサービス
（Fujitsu Enterprise Postgres）の利用によりロックインを解消
し、維持コストを削減

ポイント

・手間のかかる運用はサービスにまかせ、利用者は業務アプリの開発
に専念できる
・必要なときだけ利用することができ、いつでもすぐにデータベース環境
を活用
・既存システムから安全にデータを移行するため、上流工程から移行
実施まで富士通がサポート

データデータ

FJcloud

移行

脆弱性対応等
のパッチ適用

インフラ管理
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【モデル2-1】 Gitによるバージョン管理

お客様専用のGit環境（GitHub、GitLab）のサービス利用で
資産のバージョン管理を安全・効率的に運用可能

ご提案
サービス

Digital 
Application 
Platform

・GitHub Enterprise(DevOps Pipeline オプション 含む)
・DevOps with GitLab
・GitLab EE Subscription

お客様
課題

アプリ開発の効率化・迅速化に向けバージョン管理システムを
導入したいが、維持・運用に不安

解決方法
アジャイル開発で実績がある構成管理（Git）の導入でアプリ、自動
化定義、設定情報等を一元管理しシステム運用を効率化

ポイント

・サービス型で提供されるため、OSSの知識不要で利用可能
・短サイクル開発に向けたCI/CDを短期間で実現可能
・既存アプリ、自動化定義等を一元管理
・お客様専用環境で安全に運用可能

マスターブランチ
（最新の安定なコードを管理）

ブランチ
（分ける）

マージ
(合わせる)コーディング

レビュー

A

B

AB

機能ブランチ
（機能開発を行うためのコード管理）

Git環境

リポジトリ

開発者
ローカルで開発した

コードを共有

レビューア
共有されたコードをレビュー

PM
ソフトウェアのバグや
開発案件の管理

課題管理

タスク管理

コードレビュー

Wiki

CI/CD

認証
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【モデル2-2】 DevOps環境で自動化

アジャイル開発の管理機能や自動化機能を取り込み、
アプリケーションの開発・運用を効率化

ご提案
サービス

Digital 
Application 
Platform

・Container Platform powered by Red Hat OpenShift
・GitHub Enterprise (DevOps Pipeline オプション 含む)
・Monitoring Service (β版)

支援サービス ・DevOpsプラットフォーム運用支援（提供予定）

お客様
課題

開発ベンダ毎に構築された開発基盤によって、アプリ開発・運用が
統一できない

解決方法 クラウド標準の開発基盤（DevOps）で標準化

ポイント

・アプリ、定義体の管理統一により管理性向上
・OSS標準の機能利用で開発要員教育が容易
・アジャイル開発立上げが容易
・個別構築不要（パッケージングされたサービス利用の場合）

Aシステム Bシステム Cシステム

A社
開発基盤

(個別自動化）

B社
開発基盤
自動化なし

クラウド
DevOps

（OSS標準）

Aシステム Bシステム Cシステム

クラウド標準

標準化・自動化
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お客様
テナント

【モデル2-3】 既存アプリの変更対応強化（コンテナ化）

既存アプリを活用したコンテナ化により、アプリ変更や運用を簡易化

ご提案
サービス

Digital 
Application 
Platform

・GitHub Enterprise(DevOps Pipeline オプション 含む)
・Container Platform powered by Red Hat OpenShift
・Monitoring Service (β版)
・データベースサービス

支援サービス ・Javaアプリケーション実行基盤移行支援サービス

お客様
課題

OSS、コンテナ、マイクロサービスなどの技術者確保が困難なため、
既存業務のデジタル化に向けた変更対応が進まない

解決方法
構築済み環境（構築レス）と アプリ移行環境の準備により、
すぐに既存アプリのコンテナ化が可能

ポイント

構築済み環境の利用により、既存のJavaアプリ開発者が短期間で
移行検証可能
◆ リードタイム2カ月 → 2週間で検証スタート
◆ 3カ月で一部アプリ検証 → 1.5カ月で全ての検証完了

API
連携コンテナ化

API追加

コンテナPF

コンテナ
アプリ

MW

既存
アプリ

デジタル
業務アプリ

FJcloud

RBAC
接続

構築済み環境
（すぐに利用可能）

アプリ移行環境の準備
（すぐにテスト可能）
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【モデル2-4】 公開APIの管理を効率化

APIの開発期間を短縮し、認証・トラフィック制御により効率的にAPIを管理・公開

ご提案
サービス

Digital 
Application 
Platform

・API Management Service

お客様
課題

自社データをAPIで公開し、ビジネスの連携強化を図りたいが、セキュ
リティ、サーバ負荷、APIの管理・運用などに不安がある

解決方法
マネージドされたAPIの開発・公開・運用を支援するサービス利用に
より、基盤構築・運用知識がなくてもAPI管理が可能

ポイント

・お客様環境(オンプレ、DC、クラウド)との閉域接続により、
安全に利用可能 （金融業界での利用実績あり）
・コーディングレスで機能追加でき、開発工数を大幅削減可能
・解析・モニタリング機能により、拡張や保守情報を提供
・認証、トラフィック制御により、安全にAPIを公開

© 2023 Fujitsu Limited12



【モデル3-1】 メトリクス・ログ管理で可視化

クラウド標準の運用（メトリクス・ログ監視）を取り入れ、システム全体の状態を可視化
可観測性を取り入れる運用に対応

ご提案
サービス

Digital 
Application 
Platform

・Monitoring Service (β版)

お客様
課題

・クラウド移行しても基盤、アプリ運用が何も変わらない
・運用方法が異なる新規アプリが増えて運用が複雑化

解決方法
既存・新規を合わせ「クラウド標準運用※」を採用

※標準OSSの機能をベースにメトリクス・ログ監視を実施

ポイント
・メトリクス・ログ取得による全体可視化を徹底
・予兆など可観測性に対応することで、プロアクティブ運用が
できる運用への切替準備が可能

メトリクス/ログ・状態可視化・自動化

既存アプリ コンテナアプリ

既存アプリ 既存アプリ コンテナアプリ

オンプレ運用
を継続

個別最適

オンプレ運用
を継続

個別最適

クラウド運用
可視化・
自動化

既存アプリ

既存運用に追加・
一部変更

ログのサイロ化、完全性不足
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【モデル3-2】 コンテナ環境の脆弱性監視

コンテナ環境の不正アクセスや設定ミス、脆弱性の可視化によりセキュリティを強化

お客様
課題

・随時公開される脆弱性情報への追従が困難
・頻繁なリリースや、動的なスケーリングにより増減するコンテナアプリの
監視は人手では対応しきれない

解決方法
コンテナアプリのセキュリティを管理するサービスの利用により、脆弱性
の可視化・監視運用の効率化が可能

ポイント

・自動更新される脆弱性管理情報をもとに、不正アクセス、設定ミス
や脆弱性を検知/保護し、被害を最小限に抑え込むことが可能
・普段の通信/プロセス発生をモデル化し、スケールする環境でも自動
的に監視対象にすることで、人手に頼らない監視/保護が可能
・CI/CDワークフローに自動化されたセキュリティチェックを組み込み、
開発者/セキュリティ担当両方の負担を軽減

© 2023 Fujitsu Limited

ご提案
サービス

Digital 
Application 
Platform

・Container Platform powered by Red Hat OpenShift

関連サービス ・Prisma Cloud クラウドワークロード保護プラットフォーム（CWPP）

【コンテナ基盤】
Container Platform powered

by Red Hat OpenShift

コンテナアプリケーション

Prisma Cloud
(CWPP)

利用者

監視

管理コンソール
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Digital Application Platform
サービスラインナップ
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Digital Application Platform サービスラインナップ

© 2023 Fujitsu Limited

No サービス サービス概要

1 データベースサービス PostgreSQLにエンタープライズ向け機能を追加したフルマネージドのDBサービス

2
Container Platform powered by 
Red Hat OpenShift

ベンダーソフトウェアをサポートでき、構築・運用・管理を富士通が全て担うフルマネージドのコンテナ基盤サービス

3 GitHub Enterprise
ソフトウェア管理効率化・開発高速化を実現するお客様専用のバージョン管理システムをマネージドサービスで提
供。短いサイクルでの継続的なアプリケーションリリースを容易にする「DevOps Pipeline オプション(β版)」も合わせ
て提供。

4 DevOps with GitLab
ソフトウェア管理効率化・開発高速化を実現するお客様専用のバージョン管理システムをマネージドサービスで提
供。GitLab EE Subscription の利用で機能拡充が可能。

5 GitLab EE Subscription
サブスクリプションプラン（Premium／Ultimate）を選択し、Kubernetes連携や組織全体の可視化などの機能
を利用できるサービス

6 mobile backend モバイルアプリ開発に必要なプッシュ通知機能/データベース/ストレージ等を提供するサービス

7 API Management Service 認証・トラフィック制御・アクセス制御などを備えた、アプリケーションAPI管理サービス

8 Monitoring Service (β版) コンテナアプリケーション、VMを一元管理し、インテリジェントなログ分析で運用負荷を軽減するサービス
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データベース

データベースサービス

© 2023 Fujitsu Limited

○Fujitsu Enterprise Postgres (FEP) のフルマネージドサービス
○高い実績をもつPostgreSQLにエンタープライズで必要な機能を追加

○オープンソースベースの高信頼データベースをフルマネージドサービスで提供

Fujitsu Enterprise Postgres

PostgreSQL

インデックスの
並列VACUUM

インクリメンタルソート

ストレージハッシュ集約

B-Treeインデックスの
重複排除

アプリケーション
インターフェース

JDBC Driver

ECOBPG

セキュリティ

監査ログ

秘匿化

透過的データ暗号化

性能

並列検索

インメモリ機能

全文検索pg_bigm

高速ローダー

信頼性

データベース多重化

pgPool2

運用管理

定義情報共有化
Global Meta Cache

pgAdmin4

：PostgreSQL本体およびcontribモジュール ：PostgreSQLの周辺ツール（OSS） ：Enterprise Postgres強化機能
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アプリケーション実行基盤

Container Platform powered by Red Hat OpenShift

© 2023 Fujitsu Limited

○Red Hat OpenShift Container Platformを利用したコンテナ基盤サービス

Red Hat OpenShift Container Platform

コンテナ作成・実行・管理

ノードサーバ

検証用

コンテナ

開発用

コンテナ

本番用
コンテナ

（外部公開）

コンテナイメージ レジストリ

コンテナイメージ

コンテナイメージを実行環境に
デプロイメント

Webアプリケーション公開作業
稼働状況を確認しながら
継続的な運用監視

コンテナ稼働状況に応じて
コンテナの起動数などを柔軟に設定

Kubernetes上のアプリケーションに
対する外部公開設定

コマンド経由でデプロイ操作

サービスポータル
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アプリケーション開発基盤

GitHub Enterprise

© 2023 Fujitsu Limited

○世界最大級の開発者のためのソースコード管理プラットフォーム
○開発者同士でコラボレーションしながら開発

○プロジェクト管理などの開発業務に必要な包括的な機能をサポート

GitHub Enterprise

分散
バージョン
管理

コード
レビュー
支援

コラボ
レーション

多要素
認証

専用
リポジトリ

ローカル

分散開発の
実現

開発者

開発者 レビュア

Clone

Clone
Push

Push

プルリクエスト

xxxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxx

レビュー時間
の短縮

セキュリティの
強化

One
Time

円滑な
コミュニケーション

@mention

ローカル

自動化
ワークフロー

パッケージ
管理
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アプリケーション開発基盤

GitHub Enterprise：DevOps Pipelineオプション(β版)

© 2023 Fujitsu Limited

○DevOps Pipelineオプション(β版) (CI/CDテンプレート)
○CI/CDパイプラインの実行に必要な一式をテンプレートとして用意。セットアップ後即時に利用できます。

○テンプレートの中身をカスタマイズすることで、お客様の開発要件に対応したCI/CDを短手番で実現できます。

○利用イメージ
GitHub Enterprise Serverリポジトリ(git) コンテナレジストリ

ソース
コード

テスト
セット

構築スクリ
プト等

コンテナ
イメージ

DevOps Pipelineオプション(β版)

ユニットテスト ビルド イメージ作成 配備テスト ステージング検証 本番リリース
運
用
者

運
用
者

開
発
者

Container Platform powered by Red Hat OpenShift

ステージング
環境

本番環境開発環境

登録・更新

配備 配備 配備

PAYG/EAP

マイクロサービス
向け実行基盤を

コンテナ化

ベース
イメージ

作成・
登録

CIパイプライン(GitHubのRunner上で動作) CDパイプライン(OpenShift GitOps)
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アプリケーション開発基盤

DevOps with GitLab

© 2023 Fujitsu Limited

マネージドGitLab を FJcloud-V 上に払い出し、
プライベートなDevOps環境を簡単に利用できるサービスです

○特長：
○All in One DevOps
○ DevOpsに求められる多くの機能を単一の環境で利用可能

○プライベートな環境での利用
○ FJcloud-Vのプライベートな環境でDevOps環境が利用可能

○ GitLab社が提供するSaaSがセキュリティ要件を満たさない場合でも
セキュリティを強化したDevOps with GitLabは対応可能

○導入・運用が簡単、DevOpsに注力できる

○ コントロールパネルからGitLab環境を払い出し、DevOpsを
すぐに始めることができます

○ インフラ基盤からGitLab環境までマネージドで提供されるため
アプリケーションの開発と運用に専念できます

FJcloud-V
コントロールパネル

インターネット
経由

操作

管理者
情報システム部が開発環境を払い出す

開発/運用者
DevO㎰環境を利用する

Admin

顧客

Host:aaa Host:bbb

FQDN：
aaa.jp-east-1.gitlab.
devops.nifcloud.com

FQDN：
bbb.jp-east-1.gitlab.
devops.nifcloud.com
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アプリケーション開発基盤

GitLab EE Subscription

© 2023 Fujitsu Limited

Free
（DevOps with GitLabにて提供)

Premium Ultimate

アプリケーションのビルド・デプロイ・実行をサポートしま
す。

インクリメンタルなデプロイや先進的なKubernetes
管理などの高度なサポートによって、ITの進化を加
速させます。

優先度、セキュリティ、リスク、コンプライアンスを管理
すると同時に、デリバリを最適化し、ITでのビジネスの
進化を加速させます。

主な機能
⚫ コミュニティサポート
⚫ 統合されたCI/CD
⚫ 課題ボード
⚫ 任意のマージリクエスト承認
⚫ Wikiによるプロジェクトのドキュメント
⚫ プロジェクト管理のバリューストリーム分析
⚫ Mattermostとの連携

Free に加えて…
⚫ 複数グループの課題ボード
⚫ エピック / ロードマップ / マージリクエストのルール設定
⚫ プッシュルール / リポジトリプルミラーリング
⚫ 災害復旧機能 / 監査イベント
⚫ LDAP/ADサーバーのサポート
⚫ 複数プロジェクトのパイプライングラフ
⚫ 高可用性のアーキテクチャをサポート
⚫ GitLab Geoでグローバルな分散型チームをサポート
⚫ パフォーマンス・バーンダウンチャート
⚫ パフォーマンステスト / 環境ダッシュボード

Premium に加えて…
⚫ 依存関係スキャン
⚫ 動的アプリケーションセキュリティテスト
⚫ 機密情報の検出 / 脆弱性管理
⚫ セキュリティダッシュボード / インサイト
⚫ セキュリティダッシュボード
⚫ コンテナネットワークポリシーの管理
⚫ コンテナの脆弱性スキャン
⚫ コンプライアンスダッシュボード
⚫ クレデンシャルイベント
⚫ 障害発生時の自動ロールバック

ー 複数プロジェクトの管理が必要な組織向け
複数プロジェクト管理に加え、セキュリティやコンプライ
アンス管理も重視する組織向け

○ 「DevOps with GitLab」と組み合わせて利用可能なGitLab EE（Enterprise Edition）のライセンスをサブスクリプ
ション型で提供します

○ 本サービスは2種類（Premium/Ultimate）のサブスクリプションプランを提供し、Free版の機能に加え、企業内での
プロジェクト管理やセキュリティ・コンプライアンス管理を強化することができます
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アプリケーション開発基盤

mobile backend

© 2023 Fujitsu Limited

○mobile backendは、スマートフォンアプリでよく利用される汎用的な機能をクラウドから提供するサービス

サーバーサイド

クライアントサイド

管理画面

REST API

クライアントアプリの開発
に専念できます

SDK

REST API を簡易にコール
できるSDK（ソフトウェア開発
キット）も提供しております

本サービスは富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が提
供する「ニフクラ mobile backend」により、スマホアプリ
のサーバサイドで求められる機能を提供します。

「ニフクラ mobile backend」は、累計35,000アカウン
ト／ 70,000アプリに利用されている国内最大級のモバ
イルバックエンドサービスです。

クラウド上でサーバサイドの

『機能』を提供。開発不要に！ ブラウザで
管理

✓ 予め用意されたAPIを呼び出すことで、プッシュ通知等のリッチなバックエンド機能をアプリに実装することができます

✓ サーバー環境構築・運用が不要となり、工数削減・開発スピード向上に繋がります

23



API管理

API Management Service

© 2023 Fujitsu Limited

○ APIプログラムの作成、拡張、保守に役立つ機能を提供し、ビジネスの継続的な成長に寄与
○アクセス制御機能・データの形式変換機能により、APIの開発期間を短縮
○認証、トラフィック制御により、安全にAPIを公開
○解析・モニタリング機能により、拡張や保守情報を提供

WebAPI
提供者

WebAPI
利用者

バックエンドシステム

アプリケーション

Webサイト モバイルアプリ システム連携

API Management Service

一般・ビジネスパートナー向けAPI

内部API 内部API
…

内部API

①安全なアクセス
• 認証・認可
• セキュリティチェック
• トラフィック制御

②利便性の向上
• 呼出方式の統一/変換
• サービスのマッシュアップ
• APIバージョン管理
• キャッシュによる性能向上

③利用状況の把握
• ダッシュボードによる監視
• グラフによる視覚化
• カスタムレポート

提供機能
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マルチコンテナ運用管理

Monitoring Service (β版)

© 2023 Fujitsu Limited

○ 本サービスはオープンソースのGrafanaを利用した、コンテナアプリケーション環境や仮想サーバの運用監視機能を提供します。

○ 運用監視基盤の構築・運用をサービスに任せられるため、利用者は業務アプリケーションの運用に専念できます。

FJcloud-O

Monitoring Service (β版)

Container Platform powered
by Red Hat OpenShift

コンテナアプリケーション

メトリクス
ログ

利用者

ダッシュボード

モニタリング
ログ管理

ノードサーバ
仮想サーバ

メトリクス
ログ

メトリクス
ログ

○リリース頻度と監視対象ホストが増大するコンテナアプリケーション環境や仮想サーバを一元的に
可視化し、運用・監視業務を支援することで、運用負荷を軽減するサービスです
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関連サービス
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Prisma Cloud
管理コンソール

クラウドセキュリティ

Prisma Cloud（Cloud Workload Protection Platform）

© 2023 Fujitsu Limited

○コンテナ環境への不正アクセスや設定ミス、脆弱性の可視化を支援するサービスです。

• ビルド、シップ、ランの各フェーズで脆弱性チェック

• ランタイム保護
（ランタイムの脆弱性、設定不備の可視化）

• 信頼されないイメージのデプロイ前ブロック

• 不要なコンテナ通信の制御

App App App App

保護対象コンテナ 利用者

○ コンテナ内の脆弱性を可視化することで、確実なセキュリティ強化を実施できます。

○開発の初期段階から脆弱性の確認・対処を行うことで手戻りを抑制します。

○増減が激しいコンテナ環境に対し、自動的に監視対象にできます。

Prisma
Cloud

エージェント

※ Prisma Cloudのご利用には、別途契約が必要です。お問い合わせは下記サイトの「お問い合わせはこちら」をご参照ください。
https://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/security/secure/cloud-security/prisma-cloud/

【コンテナ基盤】
Container Platform powered

by Red Hat OpenShift
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Digital Application Platformとの親和性

○ Container Platformと本製品のAPIを組合せることで、簡単にアプリ監視

○ DevOps Pipelineオプションと同時に利用することで、効率的にアプリ開発

コンテナ対応アプリケーションサーバー

Enterprise Application Platform

© 2023 Fujitsu Limited

○コンテナを活用した短サイクル開発を実現する、マイクロサービス向けアプリケーションサーバー

※ EAP: Enterprise Application Platform
※ Enterprise Application Platformのご利用には、別途契約が必要です。富士通の営業にお問い合わせください。

コンテナの利点を最大限活かせる
コンテナに最適な省メモリ/高速起動のランタイム

オープン技術を安心して利用できる
開発元のサポート付きでオープンな環境を構築

※ 本製品のランタイムは富士通が開発/公開しているOSS

※ Javaの標準仕様(Jakarta EE, Micro Profile)に準拠

Enterprise Application Platformの利用メリット

Container Platform powered by Red Hat OpenShift

コンテナ

JavaアプリA

EAP※

コンテナ

JavaアプリB

EAP

コンテナ

JavaアプリC

EAP

・・・

マイクロサービスの開発しやすさ
マイクロサービスで必要となる機能

• 異常プロセス検知 / メトリクス収集 / 分散サービストレーシング ...
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支援サービス

© 2023 Fujitsu Limited

○ DB、アプリケーションのクラウドリフト・シフトを支援するサービスです

カテゴリ 支援サービス サービス概要※1

データベース データベース移行サービス

既存システムから安全にデータを移行するため、上流工程から移行実施までをトータルに
サポートします※2

https://www.fujitsu.com/jp/products/software/resources/services/software-
services/servicelineup/db-migration/

アプリケーション移行
Javaアプリケーション実行基盤
移行支援サービス

JavaのWebシステム(業務システム)などを当社ソフトウェアを使ってクラウドやコンテナ上に
確実に移行、配置するサービスです
https://www.fujitsu.com/jp/products/software/resources/services/software-

services/servicelineup/java-apl-migration/

※1:支援サービスのご利用には、別途契約が必要です。
※2:Fujitsu Enterprise Postgresを対象にしたメニューをカスタマイズしてご提供します。
※3:上記以外に、富士通ミドルウェアの設計・導入・構築・運用を支援する「ソフトウェア適用支援サービス」も提供しています。

https://www.fujitsu.com/jp/products/software/resources/services/software-services/servicelineup/commonproducts/
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Cloud Native Now - クラウド利用の最新動向を公開 -

© 2023 Fujitsu Limited

詳細はこちらのURLから
https://www.fujitsu.com/jp/products/software/
resources/feature-stories/cloud/

○クラウドリフト＆シフト事例、クラウドネイティブに向けた技術情報、マルチクラウド対応など
クラウドに欠かせない技術情報を発信

知る

相談 試す

DXに向けてお客様のTry & Errorを促進し
富士通がお客様に伴走
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Thank you
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