CaseStudy

豊中市教育委員会
教職員向けセキュリティに ARCACLAVIS Rex を採用し、
「学びの循環都市」を支える情報基盤を整備
セキュリティは強力になればなるほど、利用者にとって不便なものになってしまいがちです。利便性とセ
キュリティのバランスが良く、だれもが使える環境があれば、利用者のセキュリティ意識を高めることで、
うまく運用することができます。ARCACLAVIS Rex は、われわれのニーズにこたえるソリューションでした

Customer Profile
組織名：豊中市教育委員会
所在地：大阪府豊中市
導入校数：15 校（ユーザ数：約 500 人）
導入製品：ARCACLAVIS Rex
使用開始時期：2012 年 4 月
http://www.toyonaka-osa.ed.jp/educ/
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