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スケーラブルシステムズ

スケーラブルシステムズ株式会社

• 付加価値の根幹は「ユニークな技術と技術革新」

• ビジネスに不可欠なリソースに、お客様にとって最適な価
値を加えて提供

付加価値のある技術の提供

• 豊富な構築実績と導入事例

• 付加価値のある技術を活用して、より短時間での問題解決
やコスト削減を実現する製品ソリューション

用途とアプリケーション向け高速化・最適化

ハイパフォーマンスを必要とする様々なプロジェクトに
取り組むお客様の困難な問題の解決をご支援するための
製品ソリューションと技術コンサルテーションを提供



付加価値技術

スケーラブルシステムズ株式会社

オーバークロック技術

• 高い動作周波数

• 処理時間の短縮

スケールアウトNAS

•イレージャーコー

ディング

•ポータブルパラレ

ルファイルシステ

ム

ソフトウエアによる

システム統合

•スケールアウトコ

ンピューティング

•大容量メモリ

構築、サポート、サービス、コンサルテーション



HP2C製品ソリューション

スケーラブルシステムズ株式会社

•ユニークなサーバとス

トレージ製品によるブ

レークスルー

•高い性能とスケーラビ

リティ

•最新技術と独自のシス

テム設計

FASTER/高性能

•面倒な利用環境の問題

を解消

•アプリケーションに最

適なプラットフォーム

•標準化された技術を最

大限に活用

BETTER/生産性

•標準的なハードウエア

を活用

•コストパフォーマンス

の向上

• TCOの削減を可能とす

る製品ソリューション

LOWER COST

/TCO低減



クラスタ構成によるスケーラブルなシステム構築
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HP2C製品ライン

スケーラブルシステムズ株式会社

Scale Out
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p 仮想化ソフトウエア

スケーラブルSMP
大容量共有メモリ

オンデマンドシステム構成

KRONOS

ORION HF スケールアウトNAS
高いバンド幅とIOPS

グローバルネーム
スペース

汎用サーバ
高いエネルギー効率

高密度実装

ORION RS
ORION SS

スケーラブルサーバ
シングルシステム

大容量メモリ

ActiveStor

高速化システム
オーバークロック

静音設計(KRONOS)



HP2C製品概要とその特徴

スケーラブルシステムズ株式会社

Kronos/Orion HF

高速化システム
•最大性能を発揮出来るよう

に、安定動作上限までオー

バークロック済のプロセッ

サーをはじめ、メモリ、

IOに対しても独自の強化

を図ったシステムです。

Orion RS 

サーバ&クラスタ
•サーバ単体とそのサーバ

によるハイパフォーマン

スクラスタの構築を行い

ます。高速インターコネ

クトの構築や高速スト

レージなどを組み込んで

ご提案しています。

vSMP Foundation

ハイエンド仮想化
•複数の物理的なサーバを

ひとつの論理サーバとし

て利用可能とするサーバ

仮想化技術である

ScaleMP社のvSMP 

Foundationでのシステム

構築を行います。

Panasas

ストレージ
•刻々と増え続ける情報を

処理、保存、分析するコ

ンピューティング環境の

ニーズに応える非構造

データの保存に最適な統

合型スケールアウトNAS

システムです。

構築、サポート、サービス、コンサルテーション



HP2C製品製品ソリューション

スケーラブルシステムズ株式会社

• オーバークロックによる高い動

作周波数

• 用途に応じたシステム拡張（IO、

静音性、メモリサイズなど）

高速化WS&サーバ

Kronos/Orion HF

• 用途に応じた豊富な製品モデル

• 必要に応じて、カスタムか可能

• GPUモデル、ストレージモデル

などのオプション構成

サーバ&クラスタ

Orion RS

• シングルシステム（OS）

• 大容量メモリ拡張

• マルチスレッドスケールアウト

• 動的プロビジョニング

ハイエンド仮想化

vSMP Foundation

• 高性能・スケーラビリティ

• 高い可用性（最新RAID技術）

• 運用管理の自動化

• パラレルNFS

スケールアウトNAS

Panasas



HP2C製品ライン紹介

スケーラブルシステムズ株式会社



製品ワンストップサービス

スケーラブルシステムズ株式会社

ご導入のご相談から保守サービスまでをワンストップ
サービスによる円滑なプロジェクトサポートにてご提供

困った際にはすぐにご相談ください。問題を早期解決いたします



システム設置導入・構築サービス

スケーラブルシステムズ株式会社

• 現有システムの評価と

ボトルネックの解析な

どを行い、次期システ

ムの導入のため検証

• 導入を検討しているシ

ステムでのワークロー

ド処理のシュミレー

ションなどによって、

システム導入の効果な

どを評価

システム検証

• ラック搭載、周辺機器

の接続、BIOS調整や

RAIDの構築などのシ

ステムセットアップ

サービス

• ネットワーク配線や

UPSなどの設置と配線

設置調整

• オペレーティングシス

テムのインストールと

利用環境整備

• ネットワークやスト

レージシステムの導入

支援

• クラスタシステム構築

• 仮想化ソフトウエアの

導入支援

システム構築



運用サポート・保守サービス

スケーラブルシステムズ株式会社

• システムを常に最適な状態で

ご利用可能とするサポート

サービス

• ソフトウエアのバージョン

アップ

• システムの利用方法などの

サポート

システムサポート

（運用サポート）

• システムのトラブルの未然防

止から障害対応

• サービス内容

• 利用技術に関する電話・

メールでの問い合わせ

• サポートツールなどの提供

とそのメンテナンス

• 保守サポート契約に基づく

サポートサービス

保守サービス



販売実績・導入事例

スケーラブルシステムズ株式会社

• システム構築とシステム販売

• コンピュータシステムの販売と

保守

• 計算基盤インフラ構築

• 特別仕様コンピューターの開発

• コンサルテーション

• コンピュータ利用技術

• 市場調査、技術解説

販売実績

• サーバ・ワークステーション販売

• 大学・官公庁・大手製造業のお

客様など多数

• 独立系ソフトウェアベンダー様

• 海外の会社の国内データセン

ター用サーバ

• 仮想化による大規模SMP構築

• 大学や国立研究開発法人での多

数の構築実績

導入事例



ホームページとお問い合わせ先

スケーラブルシステムズ株式会社

sstc

この資料の無断での引用、転載を禁じます。

社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。なお、
本文中では、特に® 、TMマークは明記しておりません。

In general, the name of the company and the product 
name, etc. are the trademarks or, registered trademarks 
of each company.

Copyright Scalable Systems Co., Ltd. , 2005-2019. 
Unauthorized use is strictly forbidden.

電話でのお問い合わせ
0120-090715
携帯電話・PHSからは（有料）
03-5875-4718
9:00-18:00 (土日・祝日を除く）

WEBでのお問い合わせ
www.sstc.co.jp/contact
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