Hinemos® サブスクリプション

システム運用に関連する、ライフに応じた様々なサービスを
カスタマーポータルを通じてご提供いたします。

ソフトウェア

ご購入サブスクリプションに応じたソフトウェア、ツールをご利用いただけます。
ソフトウェア

RHEL/CentOS , Amazon Linux

Hinemos マネージャ

Windows Ser ver

Hinemos クライアント

Web クライアント , リッチクライアント

Hinemos エージェント

Linux 各種、Windows 各種、Solaris, HP-UX, AIX

エンタープライズ機能

Hinemos
ソフトウェア

Hinemos ジョブマップ機能

Hinemos RPA 管理機能

コマンドラインツール

バージョンアップツール

インシデント管理連携ツール

Excel インポート・エクスポート機能

エクスポートスクリプト

VM 管理機能

Grafana プラグイン

VMware、Hyper-V との連携機能を提供

Cloud 管理機能

AWS、A zure との連携機能を提供

Hinemos JRE

ミッションクリティカルオプション

Hinemos インシデントダッシュボード

個別ソリューション

Hinemos ノードマップ機能

Hinemos レポーティング機能

ユーティリティツール

追加オプション

詳細

Hinemos メッセージフィルタ

OpenJDK をベースとした独自サポートの Java

運用環境の堅牢化、可用性向上 Hinemos マネージャを冗長化するオプション機能

インシデント管理製品

Hinemos マネージャと連携しメッセージの集約 / 抑制を行う

Hinemosシミュレーター

カスタマーポータル上でご利用いただける Hinemos マネー
ジャをご提供しております。設定作業や、設定内容を保存 / 確
認する場所としてご利用いただけます。

Hinemos マネージャ

ご 利用者様

Hinemosマネージャから設定・確認いただけます。

ナレッジ・ドキュメント

Hinemos をより便利に、容易に活用頂くための様々なナレッジ・ドキュメントにアクセスいただけます。

FAQ

各種マニュアル

よくあるご質問をまとめ
たFAQを、We b上で
参照いただけます。

インストールマニュアル
やユーザ/管理者マニュアル
をご提供しています。

電子書籍の
閲覧サービス

H i n e m o s書籍をWeb
上で閲覧出来ます。

プロ ダクト
サポート

Hinemos カスタマーポータル

ご 利用者様

サポート窓口

Update
Datebase

技術的なお問い合わせ、並びにお問い合わせに対する、サポート
窓口からの回答をご確認いただけます。

改 修され た不 具合 や
機能改 善 項 目を確 認
できます。

設計書・
環境定義書サンプル

試験項目
サンプル

サイジングシート

各種設 計書サンプル
をご利用いただけます。

単体 試 験 項目、結 合
試 験 項目サンプルを
ご利用いただけます。

サ イジ ン グシ ート
( E x c e l / W e b）をご
利用いただけます。

トレーニング
・技術者認定

Hinemos トレーニング レクチャー型

e-learning
形式

ライブ配信
形式

会場集合
形式

Hinemosを体系的に学習できるオンライン形式と会場集合形式
のトレーニングを受講いただけます。

契約管理
Hinemos サブスクリプション 管理機能

契約内容を確認したい
契約の更新をしたい

登録されているユーザの管理

ご契約の期限切れ
通知機能

Hinemosサブスクリプションのご契約内容や期間契約ユーザ様
の管理機能を提供します。

Hinemosサブスクリプションの特徴

管理対象数・CPU コア数の変更があっても定額でご利用頂けます。
大規模システムや VM・クラウド環境で特に効果を発揮する費用体系です。
サーバ数によらず定額

クラウド・VMware 等の仮想環境

：Hinemos

利用料金

：一般の運用管理製品

リソース不足
CPU

環境スケール

スケールアップもスケールアウトも

運用後も
安心

リソース変更による費用影響なく定額

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

製 品 導入後 の配 置 設 計 変 更も

エンジニアも
安心

定額 で安心して実施できます。

CPU

CPU

定額 で安 心して 実 施 できます 。

サブスクリプションメニュー

3 つのメニューとオプションから選んで頂くだけのシンプルなメニュー体系となっております。
小さく運用をスタート・
とにかくコストを削減したい

Essential

：個別ソリューション

：トレーニング

Hinemos マネージャ / クライアント / エージェント

￥800,000/年額

変化する環境を
堅実に運用

Standard

運用の全体最適化を実現・
高度な運用技術を活用する

Premium

￥1,200,000/年額

￥1,800,000/年額

10 名

20 名

エンタープライズ機能
ユーティリティツール
Hinemos JRE

ナレッジ・ドキュメント
プロダクトサポート
契約管理

VM 管理 (VMware/Hyper-V)
クラウド管理 (AWS/Azure)
for スイッチ

Hinemos インシデントダッシュボード
Hinemos メッセージフィルタ

Hinemos トレーニングレクチャ型 受講チケット

Hinemos トレーニングハンズオン型 受講チケット

6名

カスタマーポータル登録ユーザ

追加オプション

ミッションクリティカル オプション

Hinemosサブスクリプション 『add版』

￥800,000/年額

規模のあるシステムの複数 Hinemos 導入をサポートする制度となります。複数の Hinemos サブスクリプションを同一カスタマーポータル上でご利用頂く場合に
2 ユニット目以降の Hinemos サブスクリプションを各サブスクメニューから

20 万円引きでご提供致します。

※ その他、複数年契約による割引などもございますので、詳しくはお問い合わせください。

サブスクリプションのご相談は
Hinemos アライアンス・取扱店へ
問い合わせフォーム：https://www.hinemos.info/contact

※ Hinemos®、Hinemos ジョブマップ ®、Hinemos ノードマップ ® は、NTT データ先端技術 ( 株 ) の登録商標（日本）です。 ※ その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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