お客様事例

エイチアールワン株式会社様
柔軟で安定的なクラウドサービスと運用アウトソーシングで
「人事業界のナンバーワン」のビジネスを支える
人事給与 関連のアウトソーシングサービスを提供しているエイチアールワン
株式会社では、NTTデータのクラウドサービスを利用して、自社のシステムイ
ンフラをプライベートクラウドに移行するとともに、IT運用についてもアウト
ソーシングを実施。将来に向けた事業拡大のために、スピード性・柔軟性を備
えたシステム基盤を構築した。
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今後の事業拡大に柔軟に対応できる
スケーラブルな環境の整備が急務に
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2009年10月1日
5億1,935万円
約430人（2013年7月1日現在）
2009年に人事サービス・コンサルティング株式会
社とヒューマンリンク株式会社の給与受託部門の統
合により設立された。以来、大手企業など200社を
超える顧客企業に人事給与関連事業のアウトソーシ
ングサービスを提供してきた。企業のグローバル競
争が激化し、より一層の経営資源集中が求められる
中、付加価値の高いアウトソーシングサービスを通
じて、順調に事業を拡大している。
http://www.hrone.co.jp/
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従来の環境をNTT データのクラウド環境へ少
しずつ複製し、
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問題があれば解

「 一切合切 から解放されたこと」が
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全なものであるかを、客観的に示せることが重
要。お客様から万全の信頼を得られなければ、私
たちの仕事は成り立たない。今回、運用アウト

移行後のシステム基 盤

ソーシングと監査対応を含めて NTTデータに任
せることにより、大幅な負担軽減・業務効率化
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現行システムインフラ

クラウド運用開始から約 1 年。HROne では、よ

承認

りよいサービスを顧客企業に提供するため、今
後も災害対策の強化やコスト効率の向上などを

迅速・柔軟なプライベートクラウド基盤

積極的に推進していきたいと考えている。NTT
遠隔地バックアップ

仮想マシン

定期
バックアップ
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して、
『NTT データ』という名前もお客様に対す
る訴求力は大きい」
（池田氏）
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と、お客様からの信頼獲得を両立できる仕組み
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データの安定的でセキュアなクラウド環境と日々
の運用を行う ITO センタに支えられて、
「人事業
界のナンバーワン」を目指す HROne のビジネス
は、これからさらに加速していくに違いない。
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