2014 年 11 月 20 日

「Biz ホスティング Enterprise Cloud」と
コロケーションエリア間を 1Gbps ネットワークで接続した
ハイブリッドクラウド検証環境の無料提供開始
～オンプレからクラウドへの移行をお得に始める「Move to Cloud キャンペーン」も実施～

NTT コミュニケーションズ(以下：NTT Com)は、2014 年 11 月 20 日より、企業の ICT シ
ステム向けクラウドサービス「Biz ホスティング Enterprise Cloud」と NTT Com のデータセ
ンター間を広帯域ネットワークで接続し、同一ネットワークセグメントで利用することができる
ハイブリッドクラウド環境を検証するための「ハイブリッドクラウドラボ」を無料で提供します。
また、オンプレミスからクラウドやデータセンターへの移行をお得に進めることができる
「Move to Cloud キャンペーン」を開催します。
１．背景
企業 ICT システムのクラウド移行がますます進む一方で、クラウド基盤における既存アプリ
ケーションの動作保障、既存ハードウェアの活用、自社専有の設備利用によるセキュリティポリ
シー遵守など、
すべての ICT システムをクラウド移行することへの課題が顕在化してきました。
このような状況により、クラウドと既存 ICT システムとを組み合わせたハイブリッドクラウド
の需要が高まっています。
しかし、ハイブリッドクラウドを構築する場合、納期や費用面の制約により、実運用に近いハ
イブリッドクラウド環境の事前検証が十分に実施できず、移行後に、クラウドとオンプレミスの
システム間のネットワーク接続やアプリケーション連携にトラブルが発生するなど、結果的に運
用費用が増加してしまうケースも出てきています。
2．
「ハイブリッドクラウドラボ」の概要
NTT Com は、企業 ICT システムのクラウド移行を推進するため、「Biz ホスティング
Enterprise Cloud」とコロケーションエリアを 1Gbps の広帯域ネットワークで接続する「コロ
ケーション接続サービス*1」の利便性を体験するとともに、ハイブリッドクラウド移行前に実際
の環境でシステムの動作検証が可能な「ハイブリッドクラウドラボ」を、東京・横浜・大阪の 3
拠点にて提供します。お客さまは、ハイブリッドクラウド環境の構築・運用を、本検証環境で原
則 2 週間、無料でご利用いただけます。*2
本検証環境により、
「Biz ホスティング Enterprise Cloud」の高いパフォーマンスやカスタマ
ーポータルの操作性だけではなく、お客さまシステムとクラウド間のネットワーク接続やコロケ
ーション設備の堅牢性などをクラウド移行前に確認することが可能となり、クラウド移行後に発
生するトラブルを未然に防ぐことができます。
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【ネットワーク構成イメージ】

【提供拠点】

Biz ホスティング Enterprise Cloud

接続先コロケーションエリア

基盤設置拠点

(検証設備接続先)

横浜第１データセンター

横浜第 1 データセンター

横浜第１データセンター

東京第 5 データセンター

関西第１データセンター

大阪第１データセンター

※上記「接続先コロケーションエリア」へ、お客さま機器をお持込いただくことにより、お客さま機器と
クラウドの接続検証が可能です。
※ハイブリッドクラウドラボの設備仕様などの詳細は別紙 1 参照。

【利用申込方法】
「ハイブリッドクラウドラボ」のご利用を希望されるお客様は、弊社担当営業または「本件に
関するお問い合わせ先」よりお問い合わせください。

3．
「Move to Cloud キャンペーン」の概要
今回の検証環境提供と併せて、
「コロケーション接続サービス」をご利用のお客さま向けに「ハ
イブリッドクラウドキャンペーン」を開催します。また、その他さまざまなクラウド利用シーン
を想定したキャンペーンをご用意しました。本キャンペーン開催期間中に、
「Biz ホスティング
Enterprise Cloud」を新規にお申し込みされ、対象条件に合致するお客さまに、「Biz ホスティ
ング Enterprise Cloud」の初期工事費用および最大 3 カ月分の月額利用料を無料にするなどの
特典を適用します。（詳細は別紙 2 参照。
）

【キャンペーン期間】
2014 年 11 月 20 日～2015 年 3 月 31 日
※キャンペーン申し込み受付終了は 2015 年 3 月 31 日まで。
※キャンペーン特典適用は 2015 年 6 月 30 日利用開始分まで。

【キャンペーン紹介サイト】
http://www.ntt.com/bhec /data/movetocloud

*1：クラウドとコロケーションエリア間の接続回線 1Gbps・1 回線分は無料でご利用いただけます。2 回
線目以降は別途ご利用料金が必要です。1Gbps ネットワークを冗長化し、低遅延で信頼性の高い環境を実
現しており、カスタマーポータル画面から、VLAN の追加や削除など、システム構成の設定をオンデマン
ドで変更可能です。
*2：
「ハイブリッドクラウドラボ」のご利用にあたり、弊社からのクラウドサービス利用意向についてのヒ
アリングへの回答や検証環境利用予約などが必要です。

【別紙 1】「ハイブリッドクラウドラボ」設備仕様
＜Biz ホスティング Enterprise Cloud＞
Biz ホスティング Enterprise Cloud

提供リソース

対象メニュー
コンピュート

コンピュートリソース

-

CPU：1～12GHz

Guaranteed コンピュート

-

メモリ：1～12GB

Premium ストレージ

-

ディスク：50～300GB

Standard ストレージ

ネットワーク

プライベートカタログ

200GB まで

インターネット接続

10Mbps/100Mbps ベストエフォート

グローバル IP

INA 利用時

11 個

vFW 利用時

4個

VPN 接続

対象外

v ファイアウォール

1 リソース（40Mbps の処理能力）

v ロードバランサー

1 リソース（20Mbps の処理能力）

サーバーセグメント

2 まで

統合ネットワークアプライアンス

Large（単体）

(INA)
ライセンス

OS

4 ライセンスまで

＜コロケーションラック仕様＞
・横浜第１DC および大阪第 1DC：1 ラック（100V/20A）
・東京第 5DC：1 ラック（100V/20A、200V/20A）
＜コロケーション接続サービス仕様＞
・1Gbps×1 リンク(1 契約あたり物理ケーブル 2 本で冗長化)
-提供 IF：Biz ホスティング Enterprise Cloud から、1000Base-T/L2 レイヤで、LAN 配線
をコロケーションエリアの指定ラックに延長
※ラックの場所はご指定いただけません。
-VLAN 多重および VLAN ID の持込に対応
-Biz ホスティング Enterprise Cloud のカスタマーポータルにおいて、オンデマンドでの設定
変更が可能（Off/On、VLAN 追加/削除など）

【別紙 2】「Move to Cloud キャンペーン」の対象条件および特典について
対象条件
ハイブリッドクラ



ウドキャンペーン

新規に Biz ホスティング Enterprise Cloud（コ

特典


ロケーション接続）と弊社データーセンターコ

Cloud の初期工事費用および月額利

ロケーションサービスをお申込みされた場合


用料を最大 3 か月間無料とさせてい

弊社データーセンターコロケーションサービス

ただきます。

をすでにご契約中のお客様が新規に Biz ホステ
ィング Enterprise Cloud（コロケーション接

Biz ホスティング Enterprise



データーセンターコロケーション
サービスについてもお得な料金で

続）を申し込みされた場合

ご利用いただけます。詳細は別途
お問い合わせください。
Web 運用最適化



キャンペーン



新規に Biz ホスティング Enterprise Cloud



Biz ホスティング Enterprise

（VPN 接続）と Arcstar Universal One を申し

Cloud の初期工事費用および月額

込みされた場合

利用料を最大 3 か月間無料とさせ

Arcstar Universal One をすでにご契約のお客

ていただきます。

様が新規に Biz ホスティング Enterprise Cloud



（VPN 接続）を申し込みされた場合

Arcstar Universal One について
もお得な料金でご利用いただけま
す。詳細は別途お問い合わせくだ
さい。

ファイルサーバ運



用最適化キャンペ
ーン


新規に Biz ホスティング Enterprise Cloud



Biz ホスティング Enterprise

（VPN 接続）と Arcstar Universal One を申し

Cloud の初期工事費用および月額

込みされた場合

利用料を最大 3 か月間無料とさせ

Arcstar Universal One をすでにご契約のお客

ていただきます。

様が新規に Biz ホスティング Enterprise Cloud



（VPN 接続）を申し込みされた場合

ファイルサーバ移行ツールを提供
します。



Arcstar Universal One について
もお得な料金でご利用いただけま
す。詳細は別途お問い合わせくだ
さい。

セキュリティ強化
キャンペーン



新規に Biz ホスティング Enterprise Cloud と、 

Biz ホスティング Enterprise

以下の指定セキュリティオプションを同時に

Cloud の初期工事費用および月額利

お申込みされた場合

用料を最大 3 か月間無料とさせてい
ただきます。

【指定セキュリティオプション】
・不正アクセス対策セキュリティ



指定セキュリティオプションの初

・Web ブラウジングセキュリティ

期工事費用および月額利用料を最

・インターネット GW セキュリティ

大 3 か月間無料とさせていただきま

・VM セキュリティアドバンスドパッケージ

す。

