
STI Infotechの規模拡大のための道のり 

結果を生み出す戦略的パートナーシップ 
手始めに、インドのSTI Infotechは、セールスチームが市場の変化とニーズに合わせる必要があ
るという意見を受け入れました。この考え方は、サーバー、ストレージおよびネットワーキング
におけるHPE技術認定資格の包括的な組合せと相まって、HPEプラチナパートナーとしての同
社のステータスをサポートしています。ビジネス戦略をHPEのフォーカス領域に合わせること
により、STI InfotechはHPEと共に成長できるようになりました。

HPEとの18年間に及ぶパートナーシップは、STI Infotechに顧客への販売機会をもたらし、よ
り多くの取引を成約し、より良い利幅を実現し、顧客のより深い信頼を得るうえで役立ってい 
ます。

「STI Infotechは、サーバー、ストレージ、およびネットワーキングの終始一貫したパートナーで
あり、長年に渡り安定した収益増加を実現しています。世界の大手顧客にサービスを提供する
同社の能力は、非常に素晴しいものです。」 HPEパートナービジネス部門のRajesh M. N. マネ
ージャーは称賛しています。

ケーススタディ

STI Infotech – 長続きする 
絆を築く
HPEプラチナパートナーが強みを長期的なコラボ 
レーションによる強みにする

概要 
•	   STI Infotechは今日の非常に分断的なビ

ジネス環境で、ITソリューションプロバイ
ダーとしてリソースを拡大し、適切であ
り続ける課題に直面していました。

•	   継続ラーニングにより、STI Infotechは
顧客が関心を持ち、必要とするソリュー
ションを提供できるようになり、顧客にと
って信頼できるアドバイザーになること
ができました。

•	   業 界 から高 い 評 価 を 得 て いる H P E 
Partner Ready Certification and Learning
により、同社は最高の人材を惹きつけ、
保有できるになりました。

•	   コニュニティへの積極的な参加も、顧客
のビジネス目的に対応するノウハウを
STI Infotechにもたらしています。
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社員の違い
STI InfotechのCEOであるGurunath Prabhu氏は、「IT業界では、社員は重要なリソースです。質
の高い人材の供給は限られており、スタッフの在職率はSTI Infotechの規模拡大を常に難しくし
てきました。しかし、プラチナパートナーになることによって、当社は人材を惹きつけ、保持で
きるようになりました。HPE Partner Ready Certification and Learningのトレーニングは、仕事
で秀でているという自信を当社の社員に植え付けます。」と話しています。

現在、STI Infotechはトレーニングを受け、認定された人材によって指揮され、顧客に効果的で
効率的なソリューションを提供しています。同社のアップグレードおよびレーニングプログラム
の一環として、STI Infotechには全体で38の認定資格を取得した10人のスタッフがいます。この
取り組みに関与する人たちにとって、その利益と違いは非常に大きなものとなります。

STI Infotechの主任テクノロジーコンサルタントであるPradeep Danthi氏は、「個人のレベルで
も、私のHPE認定資格は注目され、素早く昇進するために役立ちました。また認定資格は、顧
客のビジネス目標、制約、および成果物に対する理解を示す方法によって、私に顧客と話しを
する自信を与えてくれました。私の専門知識は、顧客に実際の価値をもたらすソリューション
を作成するうえでも役立っています。」と話してくれました。

「認定資格の取得は、私にとってやりがいのある経験でした – 特に、私のHPE Master ASE - 
FlexNetwork Solutions V2認定資格には、そう言えます」と同意しているのは、STI Infotechネッ
トワークエンジニアのApoorv Banerkar氏です。「技術的なスキル以外にも、顧客に信頼される
アドバイザーになるうえで役立った強力なビジネス感覚を身に付けることができました。」 

顧客のニーズを理解する
強力な社員をコアとするSTI Infotechは、顧客と協力してビジネスの問題を理解し、ITソリュ
ーションを顧客のビジネス目標に連携させています。ソリューションに加えた人間的な感覚
は、STI Infotechを競争相手から引き離しています。Prabhu氏はさらに、「認定資格は、この知
識ベースの経済では重要であり、顧客との会話に役立っています。それによって、適切なソリュ
ーションを提案するだけでなく、顧客が気にかけている事柄について、より有意義な深い話し
合いを行うことができます。」と言います。

そのため、STI Infotechでは、人、テクノロジーおよびアイデアを展開する斬新なアプローチに
より、多くの業界に同社の専門知識を適用しています。

例えば、インドのある大規模不動産開発会社は、データセンターと障害回復ソリューション一
式をSTI Infotechに委ねました。これは、同社のチームがアーキテクチャ全体を、製品の考え方
から、展開の条件まで、明確に示し、概念化して説明することができたためです。完成したエ
ンドツーエンドのソリューションは、複雑な課題に対処し、強靭な基盤を提供するものになり
ました。
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「HPE認定資格の取得は、当社が途方もなく大きな価値を顧
客にもたらすうえで役だっています。これにより、顧客はHPE
によって検証された当社が提案するソリューションを信頼し
ます。顧客は、リスクを軽減し、複雑なビジネス問題を解決す
るために、IT戦略を連携させる当社の技術的専門知識を頼り
にしています。」 

– Pradeep Danthi、主任テクノロジーコンサルタント

同社について 
バンガロールに拠点を置くSTI Infotech
は、ネットワーキング、データセンター最
適化、ソフトウェア、およびセキュリティに
おけるエンドツーエンドのITソリューショ
ンを提供しています。1988年の開始以来、
同社は製造業、政府セクター、電気通信、
不動産業、ソフトウェア開発、および中小
企業に渡る専門知識を築き上げてきまし
ます。

136人の社員を有するこの強力な会社は、
実際にビジネス成果を生み出す斬新なア
プローチの実現を目指しています。同社
の主なソリューションには、以下が含まれ
ます:

•	   ネットワーキング: 社員の接続による生
産性の結果の向上と、組織の強みの 
構築。

•	   データセンターの最適化: クリティカル
なサービスを提供するためのインフラ
ストラクチャの最適化と強靭な基盤の
作成。

•	   ソフトウェア: 各種ソフトウェアスイート
のライセンシングと導入。

•	   セキュリティ: コンプライアンスと会社資
産の保護を確保するエンドツーエンド 
のソリューション。
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同様に、共有サービスを提供する大手電話会社のサービスプロバイダーとの50万米ドルの契
約では、STI Infotechはソリューションの設計と導入一式（レガシーサーバーを単一プラットへ統
合することから、バックアップ戦略の導入およびデータセンターソリューションの展開まで）を
管理しました。

ビジネス結果にフォーカスしたSTI Infotechは、顧客と同社自体を前進させるために継続ラー
ニングと認定資格の採用が必要であると理解します。

他のパートナーとともに成長する
HPEパートナーになることは、より広いHPEパートナーコニュニティにつながることを意味しま
す。インドのHPEプリセールスパートナーコミュニティ―に属する積極的なメンバーとして、STI 
Infotechは多年に渡ってアイデアとソリューションを交換する役割を果たしてきました。

「当社では、顧客の目標達成を支援する我々をさらに支援してくれるものとして、このコニュニ
ティの価値を考えています。」とPrabhu氏は言います。「当社のHPEプリセールスパートナーコ
ニュニティへの参加は、当初から有意義なつながりをもたらしています。また、最新情報を維
持し、学習と成長を継続することができます。

STI Infotechによる学習と共有のアプローチは、顧客のビジネスニーズに文化的・財務的に適合 
したHPE提供のツールのフルセットを活用することにより、同社に優位性をもたらしてい 
ます。

先を見据える
今日の企業は前例のない変化に直面しています。顧客は、STI Infotechに戦略的ソリューショ 
ンと技術的なスキルの両方を要求しています。そのため、STI InfotechはHPE Partner Ready 
Certification and Learningによって常に同社自体のアップグレードに取り組んでいます。

「ソリューションを中心に据えた会社として、当社は絶えずアップデートし、ビジネスの新しい
方法に合わせる必要があります」とPrabhu氏は話しています。「当社では、ハイパーコンバージ
ェンス、ビッグデータ、およびIOTの領域で認定を受け、ソリューションを提供することを計画し
ています。今は、当社が前進するため素晴らしいチャンスです。」

取得した認定資格 

ゴールドクラウドビルダースペシャリスト 
•	HP	ASE	–	Data	Center	and	Cloud	

Architect V2

•	HPE	Sales	Certified	–	Enterprise	
Solutions [2016]

ゴールドネットワーキングスペシャリスト 
•	HP	ASE	–	FlexNetwork	Architect	V2

•	HP	ASE	–	FlexNetwork	Integrator	V1

•	HPE	Master	ASE	–	FlexNetwork	
Solutions V2

•	HPE	Sales	Certified	–	Enterprise	
Solutions [2016]

ゴールドサーバースペシャリスト 
•	HP	ASE	–	Server	Solutions	Architect	V2

•	HP	Product	Certified	–	HP	OneView	1.20

•	HPE	Sales	Certified	–	Enterprise	
Solutions [2016]

ゴールドサービススペシャリスト 
•	HPE	Sales	Certified	–	Enterprise	

Solutions [2016]

ゴールドストレージスペシャリスト 
•	HP	ASE	–	Storage	Solutions	Architect	V1

•	HPE	Sales	Certified	–	Enterprise	
Solutions [2016]
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HPE Partner Ready Certification & Learning 
HPE Partner Ready Certification and Learningは、最も需要があるIT分野とトップITトランスメ
ーションエリアのプロフェッショナル認定資格および継続ラーニング活動と計画を提供する
ことにより、機会を開くことができます。これには、コンバージェンス、クラウドコンピューテ
ィング、ネットワーキング、およびストレージが含まれます。すぐに実務を始めるのに必要な 
実際的な経験を得ることができます。また、ビジネス価値をもたらすソリューションの設計方
法を学習することもできます。

HPE Partner Ready Certification and Learningの提供内容:
•	  最大のビジネスチャンスをもたらす主なトランスフォーメーションエリア、製品、およびソリュ

ーションの知識とスキル構築にフォーカス

•	  基礎からマスターまでの全スキルレベルを網羅した認定資格

•	  専門知識のレベルや関心のある技術分野に応じてカスタマイズされる個人に合わせたラー
ニング計画

•	  先進のHPE認定資格と技術知識およびそれらに付随するノウハウの取得によって得られる
敬意

•	  ITプロフェッショナルの支援が得られるグローバルコミュニティ

•	  HPEの長年に渡って世界をリードするITソリューションの専門知識を活用した、幅広く深い
学習カリキュラム


