CaseStudy

株式会社サンリツ
HP Aruba証明書認証方式の
セキュアな無線LAN環境構築を短期間で実現
ジャパンシステムさんの対応には大変満足しています。最終提案から導入まで約2カ月と、あっという間に
導入できたのも知識豊富な担当者のおかげだと思っています
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業務改革へITを活用

社名：株式会社サンリツ
所在地：東京都港区
導入製品：HP Aruba証明書認証方式
セキュア無線LAN
導入開始時期：2018年6月
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