VeeamとNetAppによる高度なデータ保護
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FIGURE 2: VEEAM EXPLORER FOR STORAGE SNAPSHOTS.
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FIGURE 3: VEEAM BACKUP SNAPSHOT VAULTING.

とMicrosoft Active Directoryまで
拡張して、可能な限り最も低いRPO
とRTPは引き続き実現したまま、
ア
イテムレベルのリカバリをさらに簡
易化しました。

NetApp Snapshotの機能をVeeam
Backup & Replicationに統合するこ
とで、運用コストと管理コストが削

減される一方、最先端のデータセン
ターのための高度なデータ保護が
実現されるので、お客様は、バック
アップ データからより多くの価値を
得ることができます。

Veeamについて

NetAppについて

Veeamは、Availability for the Modern Data Center™（最先端
のデータセンターの可用性）を提供して、Always-Onビジネス
を実現します。世界中で121,500社を超えるお客様がVeeamを
活用して、650万台以上のVMを保護し、要求の厳しいRPTOの
達成、時間の節約、
リスクの軽減、資本コストと運用コストの大
幅な削減を実現しています。

NetAppは、卓越したコスト削減を実現し、企業競争力を高める
ストレージとデータ管理ソリューションを提供しています。詳細
については、www.netapp.comをご覧ください。
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