株式会社東急コミュニティー
タブレット（社外）+HP クライアント（社内）でワークスタイル変革
セキュリティを確保しながらお客様サービスの質とスピードを向上

目的

• お客様満足度の向上を目指し、お客様の課題解決を
的確かつ迅速に行うためのワークスタイルに変革

• セキュリティを確保しつつ、情報活用シーンの拡大
アプローチ

• デ ス クト ッ プ 仮 想 化 ソ リ ュ ー シ ョ ン にCitrix
XenDesktop を 活 用 した VDI（ Virtual Desktop
Infrastructure）方式を採用
• セキュリティ対策や運用管理面の負荷を極力削減す
るために社内用端末はゼロクライアントを採用。実際
に業務で利用し他社製品と比較検討した結果、
「HP

t5565z Zero Client」を選択

マンション・ビル管理業界のパイオニア、
東急コミュニティー。
同社は、
セキュリティを確保しながらいつでもどこでも情報を活用できる

ICTインフラを構築するためにデスクトップ仮想化を導入した。
当初、
他社ゼロクライアントを導入し検証を進めていたが、
課題となったのはレスポンスだった。
ユーザーの使いやすさを重視する観点から、実際に利用し比較検討した結果、

HPゼロクライアントを選択。レスポンスはもとより、コストパフォーマンス、

• マンション運 営 担 当、営 業を対 象に、全 国 の 事 業
「HP
所に
「HP t5565z Zero Client」を700台 導入、
Smart Zero Client Service」により一元管理

省電力、
マルチプロトコル対応によるリソースの有効活用なども

システムの効果

社外でタブレット、
社内でHPゼロクライアントを業務で利用する

• 将来、プロトコルが変更になっても導入したHPゼロ
クライアントの有効活用が可能

• ノートパソコンとHPゼロクライアント本体の比較に
より消費電力量を1/2に削減
•「HP Smart Zero Client Service」を活用したリモー

システムは本稼働。
採用のポイントとなった。2012年10月、

新しいワークスタイルを実現しお客様満足度の向上に取り組んでいる。

トによる運用管理を実現し運用管理を効率化
ビジネスへの効果

• 社外でタブレット、社内でゼロクライアントを業務で
利用する新しいワークスタイルにより時間の有効活
用を実現

業務の質とスピードの
向上を図るワークスタイル変革

• デバイスにデータの残らないデスクトップ仮想化によ
り、
セキュリティを強化しつつ、
情報活用シーンを拡大
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日本全国でマンション約47万戸、ビル約

ティング力と総合力を駆使し、お客様への

1,300棟を管理する東急コミュニティーグ

安心、安全・快適、上質なサービスの提供

上。また1台が故障しても他のゼロクライアントを

ループ。いまやマンションの管理運営ルー

を通じて「コミュニティー（地域社会・共同

使って業務を継続

ルとして広く普及している会計管理システ

体）」づくりに貢献していく。1970年設立

ムや長期修繕計画システムなど様々な業

以来、社名に込められた概念はいまも変わ

界標準を創り上げてきたマンション・ビル

らない。

管理のパイオニアだ。
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分のデスクトップ画面が利用できるため利便性が向
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