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株式会社フォーカスシステムズ 

株式会社ブロードバンドタワー 

アイシロン・システムズ株式会社 

 

フォーカスシステムズとアイシロン、クラスタ ストレージ製品の販売で提携 

 
データ運用効率と安全性向上を幅広い産業へ展開 

ブロードバンドタワーとの 3 社協業体制を確立 

 

2008 年 2 月 19 日―株式会社フォーカスシステムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石橋 

雅敏、以下フォーカスシステムズ）とアイシロン・システムズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表

取締役：瀧口 昭彦、以下アイシロン）は、アイシロンのクラスタ ストレージ製品「Isilon IQ シリー

ズ」の販売において Isilon® Smart Partner™プログラム SmartVAR (リセラー) 契約を締結いたしま

した(http://www.isilon.jp/partners/main.html)。企業が有する情報量増加とともにますます注目さ

れる「IT の高度利用」を大規模展開するため、SmartVAD (ディストリビュータ) の株式会社ブロー

ドバンドタワー（本社：東京都港区、代表取締役社長：大和 敏彦、以下ブロードバンドタワー）とと

もに「Isilon IQ シリーズ」の拡販を図ります。 

 

【Isilon IQ クラスタ ストレージの主な特徴】  

Isilon IQ クラスタ ストレージ システムは、単一ファイルシステムで最大１.6 ペタバイト、トータルス

ループットで最大 10 ギガバイト/秒の卓越した拡張性に加えて、容量とパフォーマンスの増強が

わずか 60 秒で完了、業界に先駆けた先進技術である N+1～N+4 のデータ保護機能を装備して

います。更に、ファイル単位、フォルダ単位で保護レベルの設定・変更を自由に行えるなど他に類

を見ない柔軟性も兼ね備えているだけでなく、Web ブラウザによる容易な運用・管理やバーチャ

ル・ホットスペアによるコストの削減、マルチノード・クラスタ技術を標準装備することによる大幅な

信頼性の向上を実現しています。 

フォーカスシステムズの石橋代表取締役社長は、今回の提携に対し次のように述べています。

「アイシロン社との販売代理店契約が締結できたことを大変喜ばしく思っております。弊社はアイ



シロン社、ブロードバンドタワー社と協力して、日本におけるクラスタ ストレージ市場を拡大し、多

くの顧客へ展開して行く所存でございます。現在、企業はインフラ構築およびシステム運用に纏わ

るコストの軽減や、データ保護とシステム効率向上といった問題に直面しています。われわれが

提供するきめ細かな IT トータルソリューションと Isilon IQ クラスタ ストレージ システムが有する卓

越したテクノロジーがそのような悩みを解決すると考えています。今後、官公庁、医療・製薬分野、

およびセキュリティベンダーなどへ向けて、Isilon IQ クラスタ ストレージ システムを販売して参り

ます。」 

ブロードバンドタワーの大和代表取締役社長は次のように述べています。「今回、フォーカスシス

テムズ社とのパートナーシップを築けたことを大変嬉しく思っております。最先端の IT ソリューショ

ンで公共システムや医療・製薬の分野に強みを持つ同社と、データセンターの運用技術で高い信

頼性と実績を誇る当社とが手を結ぶことにより、両社のビジネスチャンスも一層拡大するものと確

信しております。」 

アイシロンの瀧口代表取締役は次のように述べています。「多様化する顧客ニーズを捉え、高クォ

リティーかつ幅広い専門技術を有するフォーカスシステムズ社との新たなパートナーシップによっ

て Isilon IQ が持つ優位性を、より多くのお客様に知っていただくことを 大変嬉しく思います。また、

長年培ってきたフォーカスシステムズ社のノウハウと Isilon IQ クラスタ ストレージ システムの先

進性の融合は、日本におけるクラスタ ストレージ市場を拡大させると確信しております。」  

アイシロンは、業界のパートナーと密接に連携して、急速に増加するデジタル・コンテンツ環境や

加速するデジタル・ワークフロー化のニーズに適した革新的なストレージ・ソリューションを提供し

ます。アイシロンと Smart Partner は、お客様のロイヤリティーと信頼を維持するために、共に取り

組んで行きます。Smart Partner のメンバーはお客様の声に耳を傾け、期待以上の成果をあげる

べく取り組んでいます。  

【Isilon® Smart Partner™プログラムについて】 

Isilon® Smart Partner™プログラムは、ワールドクラスのパートナーシップを通じてお客様が最も望

んでいるソリューションを提供するために設計されています。Smart Partner™プログラムにより、数

多くのパートナーと目的を共にして、お客様の期待に応え満足ゆくソリューションを提供可能にな

ります。 

 

【フォーカスシステムズについて】  

フォーカスシステムズは、お客様にトータルソリューションをご提供する“総合情報サービス企業”

です。高度化、そして多様化するニーズにお応えし続けていくため、蓄積された独自の技術と業務

ノウハウを活かすとともに、最先端のテクノロジーを取り入れながら、セキュリティやフォレンジック

と組み合わせた常に新しいソリューションの創造に努めています。 



 

社名： 株式会社フォーカスシステムズ 

ジャスダック証券取引所（4662） 

本社所在地： 東京都品川区東五反田 2 丁目 7 番 8 号 フォーカス五反田ビル 

代表者： 代表取締役社長 石橋 雅敏 

設立： 1977 年 4 月 

資本金： 2,905 百万円（2008 年 1 月末現在） 

事業内容：  

○コンピュータシステムのコンサルティング・受託開発  

○システムの保守・運用管理、技術支援  

○情報セキュリティ関連技術・商品の開発・販売  

○ソフトウェアパッケージの開発・販売  

○Web コンテンツの企画・制作など  

○その他、各種コンピュータ関連事業 

URL： http://www.focus-s.com/  

 

【ブロードバンドタワーについて】  

ブロードバンドタワーは、高度な運用技術と信頼性の高いコローケーションサービスや、仮想化技

術を活用したホスティングサービスなどのインターネットデータセンターサービスを提供しています。 

昨今の IT システムの複雑化に対応する高付加価値なソリューションを有し、インターネット関連企

業から高い信頼を得ています。  

 

社名： 株式会社ブロードバンドタワー  

（大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 証券コード 3776）  

本社所在地： 東京都港区赤坂 4-2-6 住友不動産新赤坂ビル 7 階  

代表者： 代表取締役社長 大和 敏彦 

設立： 2000 年 2 月  

資本金： 2,245,991 千円（2007 年 12 月末現在）  

事業内容： 

 ○コンピュータプラットフォーム事業  

 ○E コマースプラットフォーム事業  

URL： http://www.bbtower.co.jp/ 

【アイシロンについて】  

アイシロンはクラスタ ストレージ分野におけるイノベータとして、企業におけるデータを情報に、情

報をブレークスルーに変える業界最高の製品・サービスを提供しております。数々の賞を受賞して



きた Isilon IQ は、インテリジェントな分散ファイルシステム OneFS と最新の業界標準ハードウェ

アをモジュラ化させることで、管理におけるコストならびに複雑さを大幅に削減すると同時に、重要

なビジネス情報への迅速なアクセスを実現しました。さらに詳しい情報は http://www.isilon.jp/ も

しくは http://www.isilon.com でご覧いただけます。 

社名： アイシロン・システムズ株式会社  

本社所在地： 東京都渋谷区代々木 1-22-1 代々木１丁目ビル 12F 

代表者： 代表取締役 瀧口 昭彦  

設立： 2005 年  

資本金： 20,000,000 円  

事業内容： 

 ○クラスタ ストレージシステム（Isilon IQ シリーズ）提供  

 ○分散ファイルシステムソフトウエア（OneFS®）提供  

 ○リモート・リプリケーションソフトウエア（SyncIQ®）提供  

 ○データ保護ソフトウェア（SmartConnect™）提供  

 ○データ管理ソフトウェア（SnapshotIQ™）提供  

 ○階層型データアーカイブソフトウェア（MigrationIQ™）提供  

 ○クオータ管理＆シン・プロビジョニングソフトウェア（SmartQuotas）提供  

URL： http://www.isilon.jp/ 及び http://www.isilon.com/ 

*Isilon 、Isilon Systems 、Isilon IQ は、米国 ISILON Systems Inc.の商標または登録商標です。  

その他、記載された会社および製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。  

お問い合わせ先：   

株式会社フォーカスシステムズ 新規事業推進室 担当： 稲田 

TEL： 03-5420-3659 FAX： 03-5420-3634 

E-mail： prom@focus-s.com 

 

株式会社ブロードバンドタワー 営業本部  

TEL： 03-5573-8177 FAX： 03-5573-8176 

E-mail： bbtower-info-web-j@bbtower.co.jp 

アイシロン・システムズ株式会社 マーケティング本部  

TEL： 03-5358-7188 FAX： 03-5333-4443   

E-mail： marketing-jp@isilon.com 


