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Adequate IT

文化の融合
プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 比類のない効率性。お客
様のスタッフとチームを組むことにより分野を越
えた知識の共有や国内事情への精通を図り、
長く仕事を共にしてきたスペシャリストによる相
乗効果をもたらします。
コ ン サ ル テ ィ ン グ 真の付加価値を生むサ
ービス。経営、IT両分野のコンサルタントが、お
客様企業の生産性に影響を与えないようスケ
ジュールを組み、面談や分析を実施します。
サ ポ ー ト お客様のニーズに的確に対応。イ
ンフラストラクチャーからシステム開発まで、ま
たハードウェアからソフトウェアまで、お手持ち
のリソースを最大限に生かすIT環境をお約束し
ます。

I T & I S ソ リ ュ ー シ ョ ン 国内要件とグロー
バルビジネス戦略の両方を満たすソリューショ
ン。マルチプラットフォームのシステムインテグ
レーション、オフィスオートメーション、ウェブソリ
ューション、当社パートナーのネットワークを活
用した通信ソリューションを提供します。

お客様のビネスに沿うITを
INFORMATION TECHNOLOGY THAT MAKES SENSE FOR YOUR BUSINESS

ITはいたるところに存在します。どのよう

どれほど高価な、人気のある最新のソリ

な企業であれ、今日、競争力を維持して

ューションであろうと、お客様のビジネス

いくためにITは欠かせません。しかし、お

に最適であるとは限りません。当社は、

客様がITビジネスに携わっていないのな

お客様のニーズに最もふさわしいソリュ

らば、ビジネスの主眼をITに置くべきでは

ーションを提供します。それぞれの事案

ありません。

に適したMBSのスペシャリストが、先進性
とコストパフォーマンスに優れた、日本で

ITソリューションはお客様のビジネス

の業務遂行に適した製品とサービスを適

に沿うものでなくてはならないというの

用します。当社のプログレッシブアプロー

が、MBSの考えです。お客様のビジネス

チ™により、導入直後からビジネスの最終

の目標を迅速に達成できるよう、経営の

目標達成にいたるまで目に見える成果が

視点からITソリューションを考案し、適用

必ずあがります。

することが必要なのです。
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Progressive IT

ITガバナンス
ITガバナンスにより、お客様のビジネス
競争力を強化します。

プロジェクト管理
プロジェクト管理の成功は、プロジェク
トマネージャーのスキル、経験、知識に
より大きく左右されます。MBSは、幅広
い分野にまたがる情報とダイナミックな
サプライチェーンマネジメントでお客様
を支援することで、適切かつ迅速に、コ
ストパフォーマンスの高いプロジェクト
管理を計画し、実践します。

MBSの経験やノウハウ、実績をベース
に、ステークホルダーにとって最適なIT
ガバナンスを構築します。また、経営視
点での適切なIT戦略を策定するための
幅広い情報を提供するとともに、ITチー
ムがリソースを効率的に計画、管理、
利用できる環境を整えます。

システム
インテグレーション
MBSは、堅牢性・信頼性・経済性を兼ね
備えたオペレーションリスクの低いIT戦
略や情報システムを構築するための最
適なパートナーです。
MBSでは、システムインテグレーションを
通して様々なリスクを最小化しています。
1）事業のグローバル化、マルチプラット
フォーム、マルチベンダー、アーキテクチ
ャーなどにより生じるリスク。
2）膨大な数のアプリケーション、マクロ、
手作業に依存するプロセスから生じるリ
スク。
3）国内外の基準、言語による障壁など、
さまざまな要因から生じるリスク。

ITサポート
IT & IS ソリューション
MBSでは、金融機関への信頼性の高
いバックオフィス、ミドルオフィス、フロン
トオフィス向けITソリューションを提供し
ています。
これは、日本国内のプロの投資家にと
っても最適なソリューションです。
•
•
•

BCPとDRP
BPR

コンサルティング
MBSのコンサルティングサービスは、
世界でもトップクラスの有名なコンサル
ティング会社が、COBIT・ITILなどの国
際基準を適用して行います。もちろん、
お客様のビジネスとITに精通した経験
豊かなスペシャリストが担当します。

BPR（業務プロセスレビュー）により、お
客様の企業経営と内部統制の効率化
を推進します。ビジネス上の課題は、IT
の活用だけですべて解決できるわけで
はありません。MBSではコンサルタント
とIT担当者を派遣し、自動化する前に
既存の業務プロセスやワークフローを
分析することで、時間、費用、労力のム
ダをなくし、BPRによる効率化を最大限
に引き出します。

•
•
•
•

投信計理
リスク分析
PMS, OMS, EMS

ハードウェア保守
ソフトウェアライセンス
IT部門向け技術サポート
ヘルプデスク

インフラストラクチャー

システム開発

BCP（事業継続計画）とDRP（災害復旧
計画）は、企業の日常業務の一部でなく
てはなりません。BCPとDRPを日々の業
務にスマートに組み入れることにより、つ
ねに予期せぬ事態に備えつつも、かかる
費用を節減することができます。
MBSが提供するプログレッシブアプロー
チ™は、BCPやDRPの段階的な運用を可
能にします。基本プランにより、最も重要
な問題に対処することでリスクを最小化
し、その後ビジネスの変化に合わせて対
象領域を拡大することも可能です。

購買・調達サービス
MBSは、長年積み重ねた経験と実績、
技術的なノウハウにより、コスト削減を
可能にする日本での付加価値の高い
購買や調達を実現します。

お客様が実際に利用可能な機能に即
したサポートプログラムの提案を行い
ます。お客様の既存のリソースや人材
を継承し、ニーズと規模、重要性、有益
性などを考慮した無駄のない適切なサ
ポートを可能にします。

MBSには、フルオーダーアプリケーショ
ンや既存パッケージベースのアプリケ
ーション開発を行うための最適なパート
ナーが揃っています。
複数の部門や企業にまたがる大規模
な開発から、戦略的ソリューション、小
規模のローカルアプリケーションや個
別アプリケーションまで、多岐にわたる
システム開発が可能です。
•
•
•

顧客管理
財務データ
会計、人事

情報システムを円滑に運用するために
は、十分な検討とマネジメントされた信
頼性の高いITインフラとファシリティが
必要不可欠です。MBSは、優れたコス
トパフォーマンスと適合性を継続的に
実現する、ダイナミックな管理を提供し
ます。
•
•
•
•
•
•
•
•

電話回線契約
通信会社, ISP
音声およびデータ通信
設置、配線、ネットワーク構築・設定
交換機（PBX）、電話機器
AVシステム
セキュリティ設備
無停電装置（UPS）

販売・導入サポート
MBSでは、大手メーカーの様々なIT関
連製品およびサービスを提供していま
す。製品の再販からサプライヤーとお
客様企業間での直接取引などもサポ
ートし、お客様がより確かな導入を行え
るように、技術的なアドバイスや可能な
選択肢を提示します。
•
•
•
•
•

サーバー、ワークステーション
プリンター、スキャナ
ネットワーク機器
ソフトウェアライセンス
オフィス＆IT関連サプライ
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