








アマゾン ウェブ サービス（AWS) の大幅費用割引と無償サポートが付加された日本円建て請求書払いの請求代行サー
ビス。ご利用に際して初期費用や請求代行手数料はかかりません。他にも、管理・利便性向上の実現のために様々な便
利機能がついた管理ポータルをご利用いただけます。



Amazon EC2オンデマンド利用
(Linux ／東京リージョン )

Amazon EC2 Standard リザーブドインスタンスのご購入 (東京リージョン )

※ Amazon EC2インスタンス オンデマンド利用の割引は、東京リージョンかつ適用OSが「Linux」の場合に限ります。
※ 旧世代のインスタンスも一部割引対象となります。（対象インスタンス：m1.small ／ m1.medium／m1.large）
※ Amazon EC2 Standard リザーブドインスタンスの割引は、お支払方法が「前払いなし」および「一部前払い」の時間単位料金、OS に「with SQL Server」が含まれるものは割引適用の対象外です。
※ Amazon S3 データ保存料、Amazon EC2からのデータ転送料に関してAWSが定めるボリュームディスカウントは適用されません。
※ Amazon CloudFront はトラフィック量に応じて、50%以上の割引が可能です。詳しくはお問い合わせください。



※アマゾン ウェブ サービス（AWS)

※ SEによるプロフェッショナルサポートはオプション契約となります。

※



料金 （税別）サービスメニュー 内容

監視環境構築

プロフェッショナル
サポート

障害対応サービス

監視サービス
監視項目

（24時間365日）

監視サーバー構築、監視設定、障害対応手順作成
※特殊な監視項目は料金が変動する場合があります。

監視設定に基づく24時間365日の有人監視
※インスタンス課金以外のご提案も可能です。
※20台規模からお値引き可能です。
※特殊な監視項目は料金が変動する場合があります。

一式：10,000円～

5h：50,000円～ /月

手順書に沿った障害一次切り分け、および復旧作業の実施

電話とメール等により、ご連絡先へ障害発生、復旧の通知

作業代行
毎月 5時間単位でご契約可能です。
作業対応時間は平日 10:00 ～18:00となります。
作業内容：システム移行や設計構築、最適化、セキュリティ等各種作業代行 
など

監視・自動復旧
サービス

インスタンス：
5,000円/月監視・復旧 予め監視対象に設定したAmazon EC2のシステム障害を検知し、

自動で復旧するツールをご提供

障害発生（復旧）通知

アラート受信後の対応

1インスタンス：

15,000円～ /月

監視サービス　監視項目の例

プロフェッショナルサポート　提供内容の例
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AWS監視・自動復旧サービス
Amazon EC2の監視・復旧が1インスタンス5,000円から

Amazon EC2の監視・復旧はおまかせください！

監視・自動復旧サービスは、Amazon EC2 上のシステム障害を通知、自
動で復旧するサービスです。24 時間 365 日、人手を介さず監視、異常時
の復旧、障害情報レポートの発行を実施。夜間や休日の監視要員待機が不
要となるため、大幅な運用コスト削減を可能にします。
※ 監視・自動復旧サービスはサイオステクノロジー株式会社が提供する SIOS Coati を活用してご
提供します。

SaaS なのでインストールは不要。監視対象の
インスタンスにエージェントを設置する必要は
ありません。

従来手動で対応しなければならなかった障害検
知時の復旧作業を自動化。エンジニアの緊急対
応が不要に。

※ 一部の OS は AWS Systems Manager エージェントのイ
ンストールが必要となります。

※ 一部のOSは AWS Systems Manager エージェントのインストールが必要となります。

導入が簡単 監視・復旧を自動化

監視対象の設定や管理は NHN テコラスが代
行。お客様で細かい設定対応をする必要はあり
ません。

細かい設定作業は丸投げ

項目 内容

監視
お申し込み時にご指定いただいたAmazon EC2インスタンスを監視します。OSは Linux、Windows ともに対応可能です。
エージェントなどのインストール作業は不要です。監視状況はダッシュボードで確認できます。

価格 1インスタンス：5,000 円 / 月 ( 税別 )

復旧

通知 障害検知・障害復旧・障害復旧失敗時に、ご指定いただいた宛先に通知メールを送信します。
障害検知・障害復旧作業の前後で、OSシステム情報・AWS状態情報をレポートとして発行します。※後日提供予定

ご指定いただいたAmazon EC2インスタンスの障害発生時に自動で復旧します。
復旧動作は「サービス再起動・インスタンス再起動」「サービス再起動のみ」「インスタンス再起動のみ」「無効（監視のみ）」から設
定可能です。
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※アマゾン ウェブ サービス（AWS)

※



当社は APN アドバンストコンサルティン
グパートナーです。インフラ専任のエンジ
ニアが、移行をサポートします。

※アマゾン ウェブ サービス（AWS)

※
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料金 （税別）サービスメニュー 内容

導入支援

移行支援

インフラ構築：インスタンス起動、ミドルウェアインストール、FW設定、ロードバランサー作
成、バックアップ設定、DNS設定 など

お客様の環境の調査、検証、AWS環境の構築、移行作業の実施 など

一式：100,000円～

お問い合わせください

移行支援サービスの利用例

支援内容

複数クラウドを用いて、様々なWebサービスを提供していたお客様。サービスを立ち上げる際に、それぞれでクラウド選定・構築を行っていたため、構成
やセキュリティレベルなどがバラバラに。更に、構築担当者の退職などもあり、ブラックボックス化しているサービスもありました。
そこでNHN テコラスの移行支援サービスを利用し、クラウド環境をAWSに統一。ブラックボックス化していた元の環境の調査から、事前検証、環境構築・
移行作業までをワンストップで実施。さらに、移行と同時に運用のルールも策定したため、新たにサービスを立ち上げる際も、効率よく環境を準備できるよ
うになりました。

サービス提供内容

Amazon CloudFront

複数クラウド環境で展開していたサービスをAWS上へ集約

Bucket Amazon Route 53

Amazon EC2

Amazon RDS

Instances Instances Instances Instances Instances

Elastic Load
Balancing
(ELB) 

NAT
ゲートウェイ

ELB ELB ELB ELB EC2 EC2 EC2
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