コンサルティング分野編
Case Study

コンサルティングビジネスには無線LAN環境が必要不可欠だった。
「Aruba無線LANスイッチ」の導入で理想のビジネススタイルを実現！
有数のコンサルティング企業であるザカティーコンサルティング株式会社。
プロジェクト型のビジネススタイルを実践する同社では、高いセキュリ
ティ機能を有するAruba無線LANソリューションの導入により業務効率の大幅な向上を実現した。同社が求めるワークスタイル、
その実現に至
る導入プロジェクトを追った。

2005年7月、
フランスに本社を置くキャップジェミニとNTTデータがグローバル分
野で業務提携したことにより、同年10月「日本キャップジェミニ株式会社」は「ザカ
と社名変更。従来の方法論、グローバルに蓄
ティーコンサルティング株式会社」
積されたナレッジやネットワークに、NTTデータの経営資源を組み合わせることで、
コンサルティング、テクノロジー、アウトソーシングのサービスを一貫して提供する。
[URL] http://www.zacatii.com
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