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日本ヒューレット・パッカード

P POD発売によりコンテナ型データセンター事業に
参入してビジネスの成長をサポート
〜同時に迅速かつコスト効率の高い
データセンター構築のための総合サービスを提供〜
本年 7 月、日本ヒューレット・パッカード（以下、日本 HP）は、コンテナ型データセンター「HP Performance Optimized
Datacenter（以下、HP POD）」と、HP POD 導入のコンサルテーションから導入作業、保守までをカバーする「HP POD プ
レミアムサービス」を発売し、新たにコンテナ型データセンター事業に参入することを発表した。また、HP POD 設置にあた
り必要になる建屋および基礎建築、電源敷設、UPS（無停電電源装置）などの設備までを包括的に提供するため、竹中工務
店と協業を開始する。今後、日本 HP は、お客様の要望に応じて竹中工務店の支援を得つつ、迅速かつコスト効率の高いデー
タセンター構築を推進し、多様化するデータセンター構築ニーズに総合的に対応していく。
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TEL ： 03-6416-6660

より、企画にかかる時間を大幅に節

ホームページ：

約できるだけでなく、企画そのもの

http://www.hp.com/jp/
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ングサービス。

供であれば 3 ヶ月を想定。

●お問い合せ先●
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