
PORTADACONTRAPORTADA

ホームページを是非ご覧ください。

連絡先

Blvd. Jose Maria Morelos #1405
Col. Quinta los Naranjos CP 37210
Leon, Guanajuato. Mexico
Tel ++ 52 (477) 774 7073
informes@soltimex.com.mx

www.soltimex.com.mx/jap

価値の高い良質なIT技術を
インフラ  |  コンサルタント  |  教育      

Folleto | Medida ext: 56 x 21_5 cms | Medida final:  28 x 21_5 cms | Tintas: 4 / 4

インフラ  |  コンサルタント  |  教育      



2A DE FORROS

We
Do
IT.

グローバル化された世界で生まれた新経済は知識に基づいて
おり、その中で一番価値のある資源は「情報」です。企業や
組織が成長し、国内外レベルで競争する為には、莫大な情報
量をできるだけ短い期間で管理・送信が出来るテクノロジー
ツールが必要不可欠となります。

価値の高い良質なIT技術を

製品カスタマーサービス、企業価値、お客様SOLTIMEXはインフォメーションテクノロジー
とのお約束、企業倫理を重んじることなどに（IT）を専門にする会社であり、お客様の企業
力を入れることで、国内外で認められたIT企や組織をさらなる強化そしてさらなる成長に導
業となりました。くことができるよう、最先端のシステム、テク

ノロジー、コンサルティングという高品質、高
お客様の戦略的な味方として、SOLTIMEX に価値のサービス、製品をご提供致します。
在籍するスペシャリストたちがインフォメー
ションテクノロジーに関する実際のニーズを私どもSOLTIMEXは、インフォメーションテク
分析し、事業効率向上やサービス・製品の品ノロジーに関し、お客様に幅広いソリュー
質向上、さらにグローバル市場で競争できるションを提供するという目的で、2009年に設
ように適切なご提案をさせて頂きます。立されました。イノベーション事業に焦点を

当てており、IT製品や質の高いサービス提供、
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PÁG 01

私どもSOLTIMEXのインフォメーションテクノロジーのエ

キスパートチームは様々な認定を取得しております。さら

に市場の主なブランド企業と提携することで、様々なサー

ビスと製品、最先端のテクノロジーをご提供させていただ

いております。

インフォメーションテクノロジーに関するお客様のニーズ

の診断、分析からプロジェクトの計画・実施、コンサル

ティング、お客様の従業員の教育までお手伝い致します。

下記の3つの部門において、総合的に完全サポートさせて

いただきます。

ITインフラ部門

 コンサルティング部門

IT教育部門

IT

現在、SOLTIMEXは下記の認定を取得し
ております。

研修では、お客様に次のオプションをご
提供いたします。

私たちは60以上のカタログを提供してい
ます。私たちが提供するコースの詳細に
ついては、

• プロジェクトマネジメント学院に
登録された教育プロバイダー
(R.E.P.) 

• Microsoft Learning Partner.

• 企業様向けプライベ－トコ－ス

• 一般コ－ス

PÁG 08



IT
インフラ部門
SOLTIMEXはお客様の企業、組織にインフォメーション
テクノロジー（IT）の基盤における専門的なソリュー
ションをご提供致します。

IT戦略をお客様と共に考察し、解決プロセスの最初か
ら最後まで完全にサポートさせていただきます。弊社
の経験豊かなエンジニアチームが、お客様に適切でク
オリティの高いIT基盤の設計、制作をご提供させてい
ただきます。 

PÁG 02 PÁG 07

高度な教育に投資するというのは企業とその従
業員のレベル向上に繋がり、様々なメリットが
望めます。最良の方法でインフォメーションテ
クノロジーを操作できるチームを形成できると
同時に、個々の能力向上にもつながり、ひいて
は企業や組織の成功にもつながります。

SOLTIMEXでは60種類の講座を実施しており、教
育の質をスタンダード化するエディケーションセ
ンターとして、数多くの国際的な組織と提携して
まいりました。弊社の教育とは、貴社の従業員が
通常業務において必要な知識と能力を与える戦略
的なツールです。教育を行う際は、貴社のニーズ
や条件に合わせたプランをご提案致します。

受講日、受講時間（いつでも、お客様の
ご希望の日時で対応させていただきます）
貴社様付属施設、または当社付属施設で
の受（お客様がご希望される施設にて対
応させていただきます）
講座を受けた後の電話やメールでのサ
ポート
認定をうけたトレーナーが講座を担当致
します。
実際の事例を用いるなど、お客様のニー
ズに合った講座をご提供致します。
マン・ツー・マン教育も可能。特に基礎
システム環境に関する演習を必要とする
役員や専門家の方々に対する講義。



SOLTIMEXは企業・組織内で使用されるテクノロ
ジー管理についてのインフォメーションテクノロ
ジーの教育・講座をご提供致します。

提供する講座の内容はインフォメーションテクノ
ロジーや利用方法、IT市場において、現在もっと
も重要とされるグッドプラクティス例、プロジェ
クトマネジメント、品質向上、ITオペレーション
の有効性などについてです

IT
教育部門

私どもSOLTIMEXは企業の一番の資源は人材である
と認識しております。国内外で競争に勝ち抜いて
いくためには、最先端の設備やソフトウェアをを
購入するだけでなく、従業員がそのテクノロジー
を操作できるために必要な知識を身に着けることは
不可欠であり、従業員教育は重要項目です。

PÁG 06

熟練したエンジニアも多数在籍しておりますので、
広い範囲の専門的なサービスをご提供することが
可能です。例えば、ネットワークの設計・安全策、
情報安全策、既存のネットワークのオプティマイ
ズ化及び更新、データセンターなどが挙げられま
す。お客様のテクノロジー投資が、満足できるも
のとなる事を保証致します。

ITインフラ部門によって、 SOLTIMEXは下記の
サービスをご提供致します。

PÁG 03

データセンター、コンピューティングに
対するソリューション
安全に対するソリューション
コミュニケーションに対するソリューション
バーチャル化に対するソリューション
配線 に対するソリューションと光ファイ
バに対するソリューション
ネットワーキングに対するソリューション
保管・バックアップに対するソリューション
事業継続性、災害後復旧に対するソ
リューション



お客様の企業のインフォメーションテクノロジーに関
する戦略的なプロジェクトを実現するため、私ども
SOLTIMEXではコンサルティングサービスを提供させ
ていただいております。同じ様に、シックスシグマや 

DFSSなどの経営手法を使い、新規サービス・製品の
開発、実行に関するプロジェクトマネジメントについ
てコンサルティング・サポートを致します。 

SOLTIMEXのコンサルティング部門はまず企業や組織
の戦略的なニーズを理解、分析し、コンサルティン
グサービスをご提供致しております。またお客様の
事業目標達成や問題解決についてサポート致します。
プロジェクトマネジメントやシックスシグマ ・
DFSといった手法を利用し、またITIL（Information 

Technology Infrastructure Library）を元に、作業を進
めていきます。

IT
コンサルティング部門

PÁG 04

インフォメーションテクノロジーを専門にしている
弊社のコンサルタントは20年以上にわたって培われ
てきた経験、様々な取得認定証、優良実践を元に、
テクノロジーのニーズ、IT基礎システム、プロセス
改善、戦略的な事業計画、プロセスマネジメント、
IT事業の品質・効率向上についてお手伝い致します。

SOLTIMEXでは下記のコンサルティングサービスをご
提供致します。

PÁG 05

プロジェクトマネジメント
プロジェクト管理室(PMO)

ITIL（Information Technology 

Infrastructure library）
シックスシグマ Lean/DFSS
災害復旧計画（DRP）
バーチャル化テクノロジー
Microsoftテクノロジー
データセンター
Ciscoテクノロジー
配線やコミュニケーションツール
ストレージやバックアップ
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