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平成22 年2 月 22 日 

報道関係各位 

【新サービス】 ピー・シー・エー、中堅・中小企業向け仮想化環境構築サービスを提供開始 

基幹業務システムの継続運用に最適な『PCA仮想化構築ソリューション』を発売 

 

業務用パッケージソフトベンダーのピー・シー・エー株式会社（代表取締役社長：水谷学 本社：東京都千代田

区 東証二部登録銘柄コード9629）は、中堅・中小企業向け統合型ERPパッケージ『PCA Dream21』をヴイエムウ

ェア株式会社の仮想化、サーバー統合ソリューションの『VMware vSphere4』に対応させ、ERPシステムの導入

とともに、中堅・中小企業への仮想化環境の提案・導入を推進して参ります。中堅・中小企業におけるサーバー

環境の集約によるコスト削減、基幹業務システムをはじめとしたビジネスアプリケーションの継続性確保を実現

する『PCA仮想化構築ソリューション』として平成22年4月1日から提供を開始し、年間100社への導入を目指しま

す。 

 

『PCA仮想化構築ソリューション』では、企業規模や導入運用ニーズによって最適なソリューションを提供しま

す。中堅・中小企業規模におけるVMware環境の提案・導入コスト最適化を見据えたサイジングに関しては、ITプ

ラットフォーム技術に関して高い技術を保有する株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズによる構築支援サ

ービスを提供いたします。また、専門スタッフ不在の企業のお客様でも簡単に仮想化環境が導入できる設計済

みVMware仮想化ソリューション＆サービスとして、三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社の

『VMINTEGRA』をラインナップいたします。基幹業務システムをはじめとしたビジネスアプリケーションの継続性

の確保のために設計、統合運用、バックアップ、監視ミドルウェアやサポート＆サービスをオールインワン・ワ

ンストップで提供いたします。 

 

統合型 ERP パッケージ『PCA Dream21』は、企業内の様々なシステム間との連携を実現することにより、無

停止運用が必須であり、不測の事態においては早期復旧が求められます。そのために、導入・運用時のハー

ドウェア環境においては多くの予備資源が必要となります。さらに、「1台のサーバーに1つのOS、データベー

ス」では、サーバー内部リソース（CPU、メモリ、ストレージ）の使用率が低く、予備資源が有効的に活用されず

コスト増加の要因となっております。このような状況の中、システムの運用状況にあわせ、予備資源を「自動的

に割り当てる」「データのバックアップ」「旧インフラの基盤の継承」など、有効活用できる解決策として『VMware 

vSphere4』によって実現する「クラウド・コンピューティング」が注目されております。 

 

また、仮想化技術を採用したシステム設計は、蓄積されるデータボリュームやバックアップ、処理効率を高め

る運用を予測したハードリソースのサイジングが要求されます。当社では、富士通株式会社の総合検証センタ

ー「Platform Solution Center」の協力をいただき、PCサーバー「PRIMERGY（プライマジー）」環境を利用した高負

荷な処理、システム間の連携など、継続した拡張に対応するためのベンチマークテストを実施いたしました。ユ

ーザー企業のニーズに合わせた最適なシステム構成を提示することで、仮想化環境の専門知識を必要とする

システム構成のサイジングが簡素化されます。さらに、ユーザー企業のレガシーシステムをVMINTEGRA仮想

環境へそのまま移行できるサービスも提供いたします。レガシーシステムが新しいプラットフォーム環境で利用

できることから、企業経営のトータルコスト低減の支援としてレガシーシステムと『PCA Dream21』の共存を実現

させることで「プライベート・クラウド・コンピューティング」が推進できるものと確信しております。 
 

今後も当社では、業務ソフトベンダーの先駆けとなる技術、サービスに積極的に取り組み、中堅・中小企業の

業務効率の向上に貢献してまいります。 

 



News Release 
発信元：ピー・シー・エー株式会社 
千代田区富士見 1-2-21 〒102-8171 
TEL：03-5211-0201 FAX：03-5211-2740 

◆仮想化基盤構築サービスと価格（参考：予定） 

 

「かんたんVM」基本構築サービス（オンサイト） 

○基盤環境 

VMware 構築 初期設定  1 物理Server 400,000 円（税別） 

監視環境構築(vCenter)  1VM Server 220,000 円（税別） 

○仮想環境 

Windows 初期設定  3Guest OS 165,000 円（税別） 

DataRecovery   2VM   56,000 円（税別） 

    合計  841,000（税別） 

※上記構築内容に、VMware（モジュール）、Windows Server のソフトウェアライセンス、およびサポート保守

料金は含まれません。 

 

「かんたんVM」その他オプションサービス 

・かんたん VM ストレージ構築 1 ストレージ 220,000 円（税別）～ 

・かんたん VM VMware HA 設定 1 物理Server 28,000 円（税別）～ 

・かんたん VM VMotion 設定 1VM  28,000 円（税別）～ 

・かんたん VM P2V 移行サービス  別途見積 

・かんたん VM 仮想マシン診断サービス 別途見積 

・かんたん VM SQL Server 診断サービス 別途見積 

※上記構築内容に、VMware（モジュール）、Windows Server のソフトウェアライセンス、およびサポート保守

料金は含まれません。 

 

◆（富士通サーバー構成）SAN ストレージを採用した「かんたん VM」仮想化環境 
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◆（富士通サーバー構成）無停止運用を実現するために VMotion を利用した「かんたん VM」仮想化環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆VMINTEGRA・構築サービスと価格（参考：予定） 

VMINTEGRAソフトウェアライセンス 

VMINTEGRA(※VMware 含む)   780,000 円（税別） 

 

※VMINTEGRA には、「VMware vSphere4」、「VM 導入テンプレート」、「統合運用・監視ミドルウェア（含：アプ

リケーション監視）」、「各種コマンド群」が含まれます。 

※ソフトウェア保守料金は含まれません。 

 

VMINTEGRA for PCA構築サービス（お預かりセットアップ） 

○VMware 基盤環境 

VMINTEGRA for PCA 構築 1 物理Server 280,000 円（税別） 

統合バックアップ・構築  1 物理Server 370,800 円（税別） 

○仮想環境 

Windows 初期設定  2Guest OS 100,000 円（税別） 

    合計  750,800（税別） 

 

※上記構築内容に、サポート保守料金は含まれません。 

※統合バックアップ・構築は、「ソフトウェアライセンス」の他、「バックアップ設定の作業料金」が含まれます。 

 

VMINTEGRA for PCAオプションサービス 

・VMINTEGRA for PCA P2V サービス for Windows 2000/2003  応相談 

・VMINTEGRA for PCA P2V サービス for Windows NT4.0  応相談 

・VMINTEGRA for PCA ストレージ構築    別途見積 

・VMINTEGRA for PCA オンサイト保守    別途見積 
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◆VMINTEGRA  for PCA Dream21 仮想化ソリューション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮想化ソリューション＆サービス 「VMINTEGRA」< http://www.mdit.co.jp/vmintegra/ > 
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◆本発表に伴い、各社よりエンドースメントをいただいております。（五十音順） 

 

【富士通株式会社】 

富士通株式会社は、統合型 ERP パッケージ「PCA Dream21」の「仮想化構築ソリューション」の提供を心より歓

迎いたします。 

当社は、メインフレームで培った仮想化技術やノウハウのもと、最先端のサーバ仮想化技術を開発・蓄積する

とともに、ピー・シー・エー株式会社様をはじめとするパートナーベンダー様との協業を通じて、オープンかつ

デファクトなサーバ仮想化技術の発展・普及に努めています。 

今回の「仮想化構築ソリューション」の提供は、統合型ERPパッケージ「PCA Dream21」の環境構築の選択肢を

増やし、当社のＰＣサーバ「PRIMERGY（プライマジー）」や、ストレージシステム「ETERNUS（エターナス）」など

のプラットフォーム製品群と組み合わせることにより、お客様の経営課題をＩＴの側面から解決していくものと期

待しています。 

プラットフォーム技術本部は、今後もお客様のシステムの課題をスピーディーに解決し、変化に強いシステム

の構築・導入サポートを支援してまいります。 

富士通株式会社 

統括部長代理 和泉 久夫 

 

【株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ】 

「PCA 仮想化構築ソリューション」サービスのご提供、誠におめでとうございます。 

株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズは、ピー・シー・エー株式会社様の統合型 ERP パッケージ「PCA 

Dream21」に最適な仮想環境を提供するため、当社の最大の強みでもある「ＩＴインフラ・コア」の技術とノウハウ

を活かし、「PCA Dream21」の「VMware vSphere 4」対応に協力させて頂くとともに、システムの信頼性や可用

性、拡張性など多角的に検証するため、信頼性の高い富士通株式会社のサーバとストレージによるベンチマ

ークテストを実施いたしました。 

今後も当社は「PCA 仮想化構築ソリューション」のご提供に協力させて頂くとともに、「プライベート・クラウド・

コンピューティング」の推進に向けて、持てる技術力とノウハウを最大限に発揮し、今後も引き続き協力させて

いただきます。 

株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ 

執行役員 越田 典昭 

 

【三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社】 

ピー・シー・エー株式会社様の「PCA 仮想化構築ソリューション」のサービス提供を発表されたことを心より歓

迎いたします。 

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社では、中小規模システム向けに VMware vSphere4 を標準搭

載し、導入・統合運用・監視・バックアップをワンストップでサポートする仮想化ソリューション＆サービス 

VMINTEGRA を提供しています。 

VMINTEGRA は、ヴイエムウェア株式会社より、日本において仮想化推進に大きく貢献したパートナー企業に

贈られる「VMware Japan Partner Award 2009 Packaged Solution」を受賞し、高い評価を頂いています。 

ピー・シー・エー株式会社様との強力なパートナーシップのもと、VMINTEGRA では「PCA Dream21」を簡単に

仮想化でき、「PCA Dream21」を搭載した仮想環境上でサーバからデータベースまでアプリケーション監視す

る機能をご用意いたしました。これにより、「PCA Dream21」と「VMINTEGRA」で 導入・運用コスト削減、ビジネ

ス継続性確立に貢献してまいります。 

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 

常務取締役 白井 健治 
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記載された製品名及び会社名は各社の商標または登録商標です。 
VMware、VMware ロゴは VMware,Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。他のすべての社名および製品名

はそれぞれの企業の商標もしくは登録商標です。 

ヴイエムインテグラ／VMINTEGRA は三菱電機株式会社の登録商標です。 

Copyright©2010 PCA Corporation, All rights reserved.                                           

以上のような概略でございます。お忙しい中恐縮ではございますが、何卒よろしくお取り計らいくださいますよう、

お願い申しあげます。 

 

【お客様からのお問合せ先】 

ピー・シー・エー株式会社  〒102-8171 東京都千代田区富士見１－２－２１ 

ＴＥＬ ０３－５２１１－２７００ / ＦＡＸ ０３－５２１１－２７４０ 

【報道関係者様からのお問合せ先】 

ピー・シー・エー株式会社  戦略企画部  篠崎（シノザキ）、五十井（イカイ） 

ＴＥＬ ０３－５２１１－０２０１ / ＦＡＸ ０３－５２１１－２７４０ 


