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NTTデータ２０年の歩みと今後の展望
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ベンダー各社の取組みと期待
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」
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して、全国に分散された Windows

NTTデータが提供する仮想化ソリ

サーバを Sun Fire X4600 M2７台に
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Windows サーバを統合するほか、
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TEL ： 03-5156-9470
株式会社 NTT データ
基盤システム事業本部 MS 開発部
TEL ： 050-5546-8703
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