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法人サービス事業部門

導入事例集

掲載「導入事例」一覧

アイロップ株式会社 さま

高速近接無線技術研究組合 さま

32-33p

16- 17p

株式会社アターブル松屋 さま

18- 19p

株式会社MSC さま 20- 21p

金属技研株式会社 さま

22- 23p上智大学 さま

24-25p株式会社セキュリティデザイン さま

26-27p

14-15p
ユニバーサル・ビジネス・
ソリューションズ株式会社 さま

12-13p株式会社リブドゥコーポレーション さま

10-11pユニゾン・キャピタル株式会社 さま

株式会社東京ダイヤモンド工具製作所 さま

28-29p

ドクターデヴィアス化粧品販売株式会社 さま

30-31p

Exchange サーバ / メール関連
サーバ / ADサーバ

8-9pネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 さま 太陽光発電モニタリングシステム

6-7p株式会社東和エンジニアリング さま ファイルサーバ / ドメインサーバ

4-5p株式会社プレジデント社 さま Webサーバ / DB（PostgreSQL）

2-3p
株式会社ジャパン・
ディストリビューションシステム さま

Webサーバ

メディカル受発注システム

グループウェア / 営業支援システム

ADサーバ / ファイルサーバ / 
Linux サーバ

バッチサーバ

レセプト管理システム

Webサーバ / CMS / DB
（MySQL）

監視カメラ障害検知サービス / DB
（MySQL・PostgreSQL）

婚礼予約システム / DB（Oracle） 
/ 業務管理システム

会計システム / DB（Oracle）

販売管理システム / Web EDI / 
ADサーバ / DB（Oracle）

テレビ会議システム / グループ
ウェア

その他卸売業

掲載ページ移行システム企 業 名従業員規模業 種

～100人

研究開発 ～50人

サービス業 201～300人

医療サービス ～50人

製造業 501～1000人

教育機関 ～1000人

セキュリティ関連 ～50人

システム開発 101～200人

医療/介護用品
製造・販売

～1000人

金融業 ～100人

建設業 ～300人

システム
インテグレーター

～400人

出版業 101～200人

物流業 ～50人

機械工具業 201～300人

化粧品販売業 201～300人



「クラウドポータル」を利用して、
AWS利用料を3ヵ月で4割削減しました。

クラウドポータル 活用事例AWS運用管理ツール

お話をお伺いした方 株式会社ジャパン・ディストリビューションシステム　ソリューション開発部 統括部長 　長山 節夫 氏

CD/DVD などエンターテイメント・パッケージ商品の共同物流システムを運営管理。レコードメーカーの共同出資
で設立され、映像系・ゲーム系など、オーディオ＆ビジュアル・コンテンツメーカーを幅広く顧客に持つ。コンテン
ツメーカー向け物流オペレーションシステム「J-symphony」のほか、販売店向け Web 発注システム「JDS-Web」
などのサービスを提供。物流の共同化により、効率化・コスト削減を実現し、物流システムサービスを展開。

2013年以降、共同物流システム（オンプレミス）のサービスを拡張するため、24時間/365日のWebシステム「JDSモバイル」を

AWS上で運用していた同社。オンプレミスを含む複雑な運用体制にしていたこともあり、AWS標準の管理コンソールを運用上、直

接利用できないなど、AWSの特長である“アジリティ”のメリットを享受できない状態であった。

「利用する現場も、簡単に・迅速に、インスタンスの増減やインスタンスタイプ変更などができて、利用状況に応じてコスト最適化を

図る方法がないのか、AWSのセミナーに参加するなどしていろいろ模索していました（長山氏）」

設立／1983年 12月 21日　　資本金／8000万円
所在地／〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3-10-13物流業 21人

導入経緯・背景 AWSのメリットを活かせる運用体制を模索

自社運用の道を模索するなか、運用管理ツール『クラウドポータル』と出会う。その分かりやすさ、使い勝手のよさが魅力的だったと

いう。コスト最適化を進めるためにも、「マネージドクラウドwith AWS」へアカウントを全面移管し、自社運用の体制を構築するこ

とを決断した。

「AWSの管理コンソールも色々調べましたが、技術者ではない人間には少し分かりづらく…。それに対して『クラウドポータル』は、

必要な情報が直感的に表示されて、私のような事業のマネージャーにとって使いやすく、まさに“ちょうどいい！”と感じました（長山

氏）」

導入の決め手 直感的な操作性やビジュアルUIが、事業部マネージャーにちょうどいい！

活用方法 インスタンスタイプ変更、起動停止自動化などでAWS利用料金が約4割ダウン

ジャパン・ディストリビューションシステムさま ● 企業プロフィール

同社は現在10以上のインスタンスを立ち上げ、5つのサービスをAWSで運用しているが、オンプレミスに残るシステムのクラウ

ド移行を目指し、AWS上での検証を進めているという。

「AWSを利用し始めた5年前と比べ、どんどん新しいサービスが登場しています。“高性能なサービスをスピーディーに低コストで”

これこそがAWSのメリットだと思うので、今後も利用を拡大していく計画です（長山氏）」

アカウントを移管後、早速コスト削減に取り組むことに。具体的には「全インスタンスタイプの見直し、変更」「開発系インスタンスは

利用時のみ手動で起動」「使用時間が限られているインスタンスは、1日の使用時間のみスケジュール起動」の3つを段階的に実行し

た。利用料金管理画面では2週間分の料金や毎月の料金がグラフで表示されるため、タイプ変更や起動停止自動化でどの程度コスト

が削減できたのか、効果を確認しながら進めることができた。最終的には3カ月間でAWS料金を約4割削減するに至ったという。

「クラウドポータルで各インスタンスのリソース使用状況を見ながら、ラージからミドルへ…という具合にすべてスケールダウンし

ました。開発用のインスタンスは、開発メンバーに起動・停止の権限を委譲して使う時だけ手動で起動するようにしています。クラウ

ドポータルではボタンをクリックするだけで、使用状況に応じてタイプ変更をしたり起動・停止したり、ユーザ自ら実行できます。

試行錯誤しながら3ヵ月間でコスト最適化（削減）を実現できました（長山氏）」

また長山氏は、クラウドポータル活用がスムーズに進んだ重要な要素（理由）として、ソニーネットワークコミュニケーションズのサ

ポートを挙げている。

「利用料金の明細をチェックしていると、AWSの多岐にわたるサービス名が出てきます。このサービスは何だろう？どうして課金さ

れているのだろう？と次々に疑問が出てくるたびに、ソニーネットワークコミュニケーションズのサービス担当に問い合わせると、

素早く丁寧に分かりやすく説明してくれてハッキリしました（長山氏）」

記載内容：2018 年 3月現在

クラウドポータル

基幹システム

ジャパン・ディストリビューション
システム

開発環境 ・・・

待機系 ・・・

本番環境 ・・・

システム全体イメージ

「JDS モバイル」サービス画面

共同物流システム契約企業

利用料金画面で、何にどれだけかかっているかを一目で確認

稼働状況を確認の上
インスタンスタイプを変更

インスタンス起動停止を自動化して、
稼働時間を最小限に

1

2 3

日々の利用料金の推移で前日の取り組みの効果をチェック 月次課金情報で全体的な成果を確認

2 3
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クリティカルシステムをAWSでどう実装するか？
“鉄板”構成で高可用性を実現

導入事例 Webサーバ/DB（PostgreSQL）

クラウド移行では新たに毎月のキャッシュアウトが発生することになりますが、「ハードウェア障害のリスク

や対応工数」「4～5年ごとのリプレイス検討」「災害対策」など、さまざまな“見えないコスト”まで考えると、

オンプレミスと比べるまでもないと思います。物理サーバのお守から解放され、可用性向上も実現できたおか

げで心理的な負担が全然違います。

お客さまの声

私たちがアプリケーション部分を、ソニーネットワークコミュニケーションズがインフラにあたる部分を担当

しました。こちらの要望や意図をお伝えすると、常に迅速な提案があり、大変スムーズに導入・移行が進みま

した。「クラウドポータルを使えば自分たちで運用できる」と早々にイメージできたのも大きかったと思います。

（光和ネットサービス）

パートナー
さまの 声

記載内容：2018 年 4月現在

株式会社プレジデント社さま 

1963年 4月、日本で初めて海外提携誌（米国TIME Inc. 発行『フォーチュン』
誌）としてスタートした『プレジデント』をはじめ、『PRESIDENT WOMAN』
『プレジデントファミリー』『dancyu』『七緒』などの雑誌を中心に、書籍、
ビジネス教育ソフト、企画出版などを提供。

プレジデント社にとってビジネスの根幹をなす最重要データ資産である、さまざまな雑誌の定期購読者情報。その管理シ

ステムは、越谷市（コンタクトセンター）の本番系＋平河町（本社）の待機系でほぼリアルタイムのデータ同期を実現す

るアクティブ-スタンバイの冗長構成としていたが、システム障害発生時の復旧（待機系への切り替え）は運用担当者の

実作業をともなう運用となっていた。一定時間のサービス停止は避けらないうえ、障害発生のタイミングによっては即座

に対応できずサービス停止が長時間に及ぶ可能性もある。同社は専任の情報システム部門をもたず、外部のパートナー

（光和ネットサービス）にシステム運用を全面的に委託していたが、障害対応は大きな心理的負担となっていた。このほ

か、ビルの定期メンテナンスにともなう停電対応や、災害対策、物理的なスペースなども重荷になっていたという。

そこで2018年に控えていたサーバ保守切れを機に、光和ネットサービスとともにクラウド移行を検討することに。更

なる可用性を追求しながら、クラウド上の個人情報を守るセキュアなネットワークが絶対条件であった。

創立／1963年 4月1日　　資本金／1,000万円
本社／〒102-8641 東京都千代田区平河町2-16-1 平河町森タワー13階出版業 101～ 200人

● 企業プロフィール

課　題 “絶対に止められない”定期購読者管理システムの運用が大きな負担に

その中でまず候補に挙がったのが、拠点間VPNサービスを導入していたソニーネットワークコミュニケーションズの

「マネージドクラウド with AWS」だ。AWSの専用線サービス「AWS Direct Connect」も提供しており、AWSへ

のセキュアなネットワークを手軽かつ低コストで実現できることを高く評価。既存の拠点間VPNの延長にAWS環境を

組み込めることも決め手となった。

クリティカルなシステムで一般的な「ELB（ロードバランサ―）」と「Amazon RDS（マネージド型DBサービス）」

のマルチAZ配置を利用した構成を採用。本番系・待機系DBのレプリケーションで常にデータが同期されるとともに、

万が一の障害発生時には待機系に自動でフェイルオーバーする環境を実現。システム停止を最小限に抑えられる、理想

に近い構成になっている。

光和ネットサービスとソニーネットワークコミュニケーションズの密な協力体制もあり、予定より1ヵ月ほど早く本稼

働を開始。AWS管理ツール「クラウドポータル」で稼働状況を確認しながらインスタンスタイプ変更、起動停止スケ

ジューリングなどを経て、パフォーマンスや料金も最適化し、安定稼働に至っている。

解　決 AWSサービスの“鉄板”組み合わせで、クリティカルなシステムに耐えうる高可用性を実現

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

ELB＋RDS（マルチAZ配置）で
高可用クリティカルシステムを実現

既存の拠点間VPNは
そのままAWS Direct Connectにセキュア接続

システム運用委託業者とソニーネットワークコミュニケーションズ
の密なコミュニケーションでスムーズに移行

1

2

3

●マネージドクラウドwith AWS 標準パック
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・RDSインスタンス立ち上げ、基本設定（PostgreSQL）

　・ELB立ち上げ、基本設定
　・Route53 DNSゾーン立ち上げ、レコード設定
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps 帯域）

導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 初期費用：70万円台、月額費用：20万円以下2017年 10月 費用概算

EC2 S3ELB RDS

Availability Zone C Availability Zone A

DB
（マスタ）

DB
（スレーブ）

ELB

AWS cloud

負荷分散負荷分散負荷分散

データレプリケーションデータレプリケーションデータレプリケーション

オンプレミス
before

after

本番系・待機系の
アクティブ -スタンバイ構成（             ）

AWS 環境

障害発⽣

⼿動で待機系に切り替え

復旧作業

障害発⽣

⾃動でフェイルオーバー
（復旧含む）

Web
サーバ

Web
サーバ
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クラウドノーマル時代到来！
事業の成長と継続性を考えた“あたり前の選択”

導入事例 ファイルサーバ / ドメインサーバ

もともとネットワーク関連をソニーネットワークコミュニケーションズに一任していたこともあり、回線品質

などについて一定の信頼感がありました。ファイルサーバの AWS 移行では、専用線接続サービス「Direct 

Connect」の中で最も高帯域のプラン（1Gbps）を採用したこともあり、10TB 近い大容量データをスムー

ズに移行できました。本格稼働後のレスポンスもオンプレミスの時より若干良くなった印象で満足しています。

●マネージドクラウドwith AWS 標準パック
●AWS導入説明会（オプション）
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
・EC2インスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Windows）
・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
●Windows導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）

・Active Directory 移行設定
・WINS設定
・DHCP移行設定
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（1Gbps 帯域）
●Arcserve UDP

導入サービス

AWS利用サービス

お客さまの声

2017年 8月

記載内容：2018 年 2月現在

株式会社東和エンジニアリングさま 

ITを中核に、音響・映像に関する総合システムのコンサルティング、企画、設計、
販売、製造、施工、監理、保守および常駐運用サポートを手がける。ビジネス（企
業）はもちろん、教育・公共など幅広い領域に対しさまざまな事業・サービ
スを展開。2017 年 1月には、外国人患者と医師のコミュニケーションを助
ける遠隔医療通訳サービス「Medi-Way」をリリースした。近年はリモート
でのサポート業務にも注力するなど、常にサービスレベル向上に努めている。

会議や学校教育、はたまた議会や株主総会などで使用される映像・音響、ICTシステムのほか、災害・BCPシステム、

運用支援・サポートシステムなど多彩なソリューションを手がける東和エンジニアリングでは、都内にあるサーバルー

ム内機器のリースアップ（2018年2月の予定）に向け、システムの全面クラウド移行を決断。ビジネスの拡大にとも

なうシステムの肥大化や、サーバ老朽化によるディスク障害発生、震災を経たDR・BCPへの意識の高まりなどもあり、

クラウド移行の流れは必然であった。コスト面についても、リース代以外の設置スペースや電気代、障害対応工数、災

害時の復旧費用など“見えないコスト”も含め比較することで、スムーズにトップの理解を得ることができたという。

オンプレミス環境にVMwareの仮想化基盤を全面採用していたため、当初は「vCloud Air」への移行が有力視された

が、VMwareがサービス終了をアナウンスしたことから再検討を迫られていた。そんな中、ソニーネットワークコミュ

ニケーションズのセミナー参加をきっかけに、「マネージドクラウド」導入を本格的に検討することになった。

創業／1952年 3月　　資本金／6億3,384万 6,000円
所在地／東京都台東区秋葉原1-8システムインテグレーター ～400人

● 企業プロフィール

課　題 オンプレシステムが肥大化＆老朽化で運用が重荷に

ソニーネットワークコミュニケーションズのクラウド基盤上でVMware vSphereの専有環境が提供され、スムーズな

移行が期待できる「マネージドクラウド with Vシリーズ（以下Vシリーズ）」に主要サーバを移行することにしたが、

問題はファイルサーバであった。

同社が手掛ける映像・音響、ICTシステムは現場の設計・施工まで含む案件が多く、CAD設計図など大容量データを保

存するため、ファイルサーバの容量が10TB規模にまで膨れ上がっていた。Vシリーズへの移行はコスト的に難がある

ため、よりコストパフォーマンスに優れるAWSを併用することに。EC2＋EBSでファイルサーバを運用することで、

ファイル単位でのリストアなどユーザビリティも確保。AWS導入支援サービス「マネージドクラウド with AWS」の

利用により、Vシリーズとの統合管理も実現した。

クラウド移行によるレスポンス低下も懸念されたが、ソニーネットワークコミュニケーションズの協力を得てネット

ワークの速度を検証したところ、従来と遜色ないレスポンスを確認できたことも決め手となった。

データ移行についても、夜間のバッチ処理で2～3ヵ月ほどで滞りなく完了。リースアップを迎える2018年2月での

サーバルーム廃止がいよいよ現実のものとなった。

解　決 AWSとVシリーズの2つのクラウドを統合管理

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

「Vシリーズ」併用でVMware環境をスムーズに移行

大容量ファイルサーバのみAWS移行でコストを最適化

1Gbps専用線接続でファイルサーバの高レスポンスを実現

1

2

3

物理専有型でVMware vSphere環境を提供し、月額従量課金の「マネージドクラウド with 
AWS」に対し月額固定料金を採用。オンプレミスのVMware仮想環境と全く同じ環境が用
意され（互換性要件を満たしている）、仮想マシンのスムーズな移行が可能で、運用管理ノ
ウハウもそのまま引き継ぐことができる。

「マネージドクラウド
 with Vシリーズ」とは？Tips

EC2 S3

クラウド
ゲートウェイ

Direct
Connect

virtual private cloud

AWS cloud

Public subnet

Internet Gateway

Internet

PVPC
wayGatewwaytG

VPC
Gateway

Availability Zone A Availability Zone C

Private subnet Private subnet
S3

snapshot
EC2 バックアップ

Maintenance
subnet

Public subnet

EC2
NAT インスタンス

EC2＋EBS
ファイル
サーバ

EC2＋EBS
ドメイン 2

サーバ

EC2＋EBS
バックアップ

サーバ

マネージドクラウド with V シリーズ（物理専有型 VMware vSphere 環境のクラウドサービス）

ドメイン 1 サーバ /DHCP サーバ /WSUS サーバ / 資産管理サーバ / セキュリティ管理サーバ /
社内 Web サーバ / 開発⽤サーバ   …etc.

･･･

株式会社東和エンジニアリング

マネージド
ルータ

サービス利用開始
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太陽光発電モニタリングシステムの成長を支える
AWSのスケーラビリティとローコストIoTデータ通信

導入事例 太陽光発電モニタリングシステム

3 社コンペでは、AWS に関するノウハウや技術力が他の 2 社とはまったくレベルが違うと感じました。

検討過程はもちろん、本格稼働後も、こちらからの質問や要望に対するレスポンスが常に迅速かつ的確で

大変満足しています。今後は、DWH サービス「Amazon RedShift」などを利用して IoT で集めたデー

タの解析を強化するなど、お客さまの収益最大化をさらに推し進めたいと思います。

●マネージドクラウドwith AWS 標準パック
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定（Windows）
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・RDSインスタンス立ち上げ、基本設定（MySQL）

　・RDS MySQLからRDS Aurora への
　   マイグレーション
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps 帯域）
●モバイル閉域アクセス

導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 初期費用：100万円以下、月額費用：30万円台

お客さまの声

2017年 7月 費用概算

EC2

記載内容：2017 年 11 月現在

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社さま 

産業用太陽光発電設備の施工から、太陽光発電システムの心臓部である太陽電池
モジュール、設置架台、パワーコンディショナなどシステム部材の開発・販売、
稼働後の収益最大化に向けた O＆M（オペレーションサポート / メンテナンス）
サービスまで、太陽光発電をトータルにサポート。「自然エネルギーを普及させ、
そのエネルギーの効果的な利用を促すことで、私たちの子どもたちや孫たちが永
続できる社会の構築に貢献する」をミッションにさまざまな事業を展開する。

買取価格が低下傾向の再生可能エネルギービジネスでは、事業収益をいかに最大化するかがカギとなっている。それを

サポートするのが同社の太陽光発電モニタリングシステム「ソラジット」および「ソラジットミニ」だ。先行して主と

して中・大規模な高圧発電設備で採用される「ソラジット」と、今後市場の急成長が見込まれる小規模な低圧発電設備

向けに新たにリリースされた「ソラジットミニ」の2製品が提供されている。どちらの製品も太陽光発電システムの心

臓部ともいうべきパワーコンディショナの出力データを読み取り、無線通信でサーバに転送。発電状況をリアルタイム

で見える化することで、トラブルの迅速な解決・発電量の最大化を支援する仕組みだ。

2017年7月の「ソラジットミニ」のリリースに際しては、販売状況に応じたシステムの拡張性を担保しつつ、システ

ム拡張にともなうメンテナンス負荷増大を回避するために、クラウド化を検討。様々クラウドサービスがある中、グ

ローバルで圧倒的実績を誇るAWSへの移行を早々に決めたものの、AWSの導入自体はじめてで人的リソースやノウハ

ウも少ないことから、2016年秋から年末にかけAWSのエキスパートによる導入支援サービスを比較検討した。

設立／2003年 12月　　資本金／2億8000万円（資本準備金含む）
所在地／〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6（本社・商品技術センター）建設業 ～300人

● 企業プロフィール

課　題 小規模太陽光発電事業者向けモニタリングシステムの拡張性をどうするか

2017年2月には、3社を対象にコンペを実施。より低コストの提案もあった中、AWS先進ユーザであるソニーグループ

の構築力と運用力を評価し「マネージドクラウド with AWS」の提案を採用することに。

実はこの決定においては、ソニーネットワークコミュニケーションズが2017年6月にリリースしたIoT向け格安SIM「モ

バイル閉域サービス」の存在も大きかった。装置内の通信モジュールにSIMカードを挿してVPN通信する仕組みの「ソラ

ジット」「ソラジットミニ」だが、「モバイル閉域アクセス」で提供されるIoT向けSIMプランの月額料金は、「ソラジッ

ト」で採用していた他社SIMカードの半額以下だったのだ。最終的に、「マネージドクラウド with AWS」と併せ「モバ

イル閉域アクセス」も導入した同社は、「ソラジット」のSIM乗り換え分を含め70超のSIMプランを契約した。

AWS移行については、事前に検証を済ませるなど綿密な準備もあり、1ヵ月ほどでスムーズに終了。RDS（DB）のエ

ンジンに、MySQLの5倍のスループットと高い可用性を誇るクラウドネイティブの「Amazon Aurora」を採用したこ

ともあり、本格稼働後のユーザエクスペリエンスには満足しているという。また、インスタンスやネットワークの稼働状

況を見える化し、SIMの個別オーダー管理まで一元的に実現する運用管理ツール「クラウドポータル」についても、効率

的にシステム全体の状況が把握でき、ほぼ毎日活用しているという。

解　決 「マネージドクラウド with AWS」と「モバイル閉域アクセス」を併せて採用

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

AWS先進ユーザであるソニーグループの構築力と運用力

モニタリングシステムのIoTデータ通信に最適なローコストSIMプラン

「クラウドポータル」画面で、システム全体のチェックからSIM管理まで可能

1

2

3

リモートアクセスやIoT用途のデータ通信のSIMカードとセキュアな閉域ネットワークをまと
めて提供。用途に応じて4種類のプランを用意し、IoT向けプラン（閉域200kbps）は月額
350円の低コストを実現している。統合管理ツール「クラウドポータル」から、個別SIMの
利用状況を見える化、容量追加（チャージ）や利用停止、オーダー履歴の管理も可能。セ
キュアなモバイル活用とクラウドネットワーク最適化を支援する。

「マネージドクラウド・
モバイル閉域アクセス」
とは

RDS

お客さま
太陽光発電設備 ネクストエナジー・アンド・

リソース株式会社
オフィス
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virtual private cloud

AWS cloud
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Tips



10 11

国内有数のプライベート・ファンドが
日本・韓国・シンガポールの

金融機関向けガイドライン準拠をAWSで実現

導入事例 Exchangeサーバ/メール関連サーバ/Active Directoryサーバ

vCloud Air のサービス終了まで限られた時間の中で的確なサポートをいただき、スムーズに移行すること

ができました。AWS はサービスの数が多く、全体像がつかみづらいのが難点でしたがソニーネットワー

クコミュニケーションズのエンジニアが分かりやすい言葉で説明してくれたおかげで、理解が進んだと思

います。豊富なノウハウや経験を活かしたサポートを今後も期待しています。

●マネージドクラウドwith AWS 標準パック
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2インスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Windows）×4
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・VPNコネクション設定×3

　・VPNゲートウェイ基本設定
　・Route53 DNSゾーン立ち上げ、レコード設定
　・AWS各種緩和申請（メール上限 / SMTP Auth / 
　　SES送信上限など）
●マネージドクラウドポータル

導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 初期費用：70万円台、月額費用：20万円以下

お客さまの声

2017年 1月 費用概算

EC2

記載内容：2017 年 8月現在

ユニゾン・キャピタル株式会社さま 

1998 年創業の独立系プライベート・エクイティ・ファンド。音楽用語で「同
じ旋律を奏でる」を意味する「ユニゾン」を信念に経営者・従業員・株主が共通
の価値観・目標を持って事業を展開し、長期的な視野で投資先企業の価値向上を
目指す。業界随一のネットワークと豊富な経験・ノウハウを活かし、戦略立案か
ら実行までをサポート。あきんどスシロー、エノテカ、ミニット・アジア・パシ
フィックなど多くの投資実績を誇る。日本・韓国・シンガポールに拠点を持つ。

プライベート・エクイティ・ファンドとしてグローバルにビジネスを展開するユニゾン・キャピタル。投資家や投資先

企業とのやり取りをおこなうメールは同社のビジネスにおける重要な証跡となる。以前は自社オフィス内でExchange

サーバ（メールサーバ）を運用していたが、年1回ビルメンテナンスにともなう計画停電で8時間ほど利用できなくな

ることがネックとなり、VMware vCloud Air（IaaS）へ移行。ところが、利用開始から1年経たずにvCloud Airの

サービス終了が発表され、再度移行を迫られることとなった。

IaaSではなくクラウド型メールサービス（SaaS）へ移行する方法もあるが、同社のファンド運用期間が10年であ

り、メールも10年分保管しなければならない。膨大なメールを保管しきれないことと、カスタマイズに制限があり、

要望にあった環境を実現できないことから選択肢から外れ、IaaSにメールサーバを構築する方向で検討を進めること

に。将来的に各種システムをクラウド化し「持たないIT」を目指すことも視野に、シームレスに連携でき、拡張性の高

い基盤を探していた。

所在地／東京都千代田区紀尾井町4番1号
金融業 ～100人

● 企業プロフィール

課　題 メールサーバを構築したクラウド環境（IaaS）がサービス終了することになり、移行が急務に

複数のクラウドサービスを検討した結果、グローバルで圧倒的なシェアを誇るAWSの導入を決定。特に決め手となったの

が海外でのセキュリティ・ガイドライン準拠への対応だった。東京のほか韓国、シンガポールに拠点を持つ同社では、日

本の金融庁やFISC（金融情報システムセンター）、シンガポールのMAS（シンガポール金融管理局）、韓国の金融監督

院などがそれぞれ提示するガイドラインに準拠しなければならない。特にシンガポールは求められる基準が高く、IaaSに

関しても細かなガイドライン対応が求められる。AWSはすでにシンガポールの法制度・ガイドラインに対応した実績があ

り、求められる各種情報がスムーズに提供された。また、グローバル企業であるAWSは世界各国の投資家に対しての説明

にあたってもアドバンテージが大きいことを評価した。

■「マネージドクラウド with AWS」活用により短期間でAWS環境構築を実現
AWS導入にあたっては、短期間で必要な環境を構築しなければならないこともあり、豊富なノウハウを持つソニーネット

ワークコミュニケーションズの「マネージドクラウド with AWS」を利用。メール環境を構築するために必要な計5つの

サーバについて必要なスペックやOSなどの要件を提示し、AWSの利用サービスやインスタンスタイプ、ネットワーク設

定などへの落とし込みを一任。初期設定、サーバ構築（インスタンス作成）を任せることでスピーディに環境構築でき

た。データ移行は以前より取引のあったSIerに委託したが、ソニーネットワークコミュニケーションズのエンジニア、

AWSのスペシャリストによる適切なフォローアップがあり、スムーズに完了した。

AWS上のExchangeサーバは1年分のメールを保存するサーバと、10年分のメールを保存するサーバという２段階で構

築。1段階目のExchangeサーバ（1年分のメール）はAWS上でバックアップを実施し、2段階目の大量データはオンプ

レミスにバックアップする構成としている。AWSが提供する機能でバックアップ（スナップショット取得）できる点も運

用効率化に貢献。また以前はバックアップの負荷が高く、メールの送受信に遅延が発生することがあったが、AWS移行後

はそういったことは一切なく安定して稼働している。今後はZabbixなどによる運用監視も導入を検討している。

解　決 グローバルでのセキュリティ対応実績・認知度を高く評価し、AWSに決定

S3

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

AWSはグローバルでの認知度が高く、
海外のガイドライン対応実績があること

バックアップなどの機能がそろっており、
BCP対策としても有効

ソニーネットワークコミュニケーションズのエンジニアによる
的確なサポート

1

2

3
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シンガポール拠点

ユニゾン・キャピタル株式会社

Unison Capital Korea, Inc.
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受発注システムを刷新し
 　    AWS        

クラウドに移行
営業/生産・製造のスムーズな連携とBCPを実現

導入事例 メディカル受発注システム（社内システム）

当サービスでは、AWS Direct Connect を利用できるため、安定した回線速度が確保できる部分に安心

感を持っています。使ってみてよかった…という点では、独自の AWS 管理ツール「クラウドポータル」

も非常に使いやすいです。スクリプト作成が必要な AWS 標準コンソールに対し、GUI の画面で数値を選

択するだけで、インスタンスの起動停止や自動バックアップを設定でき、スキルの多寡を問わずチーム全

体で運用できると思いました。

●マネージドクラウドwith AWS 標準パック
●AWS導入説明会（オプション）
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps 帯域）

●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・ELB立ち上げ、基本設定
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定（Windows）
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・RDSインスタンス立ち上げ、基本設定（MySQL）
　・カスタマイズAPI 基本設定

導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 初期費用：200万円以下、月額費用：20万円台

お客さまの声

2016年 11月 費用概算

EC2

記載内容：2017 年 8月現在

株式会社リブドゥコーポレーションさま 

大人用紙おむつ、介護用品・用具（ライフケア事業）と、医療
用不織布製品、手術室用キット製品など（メディカル事業）の
製造・販売を手掛ける。社名のリブドゥ（Live + Do）は、“よ
り積極的に生きる”という意味がこめられている。

四国本社や大阪本社など自社拠点内で、基幹系を含めた主要なシステムを運用してきたリブドゥコーポレーション。

2011年の大震災以降、BCP対策を意識し、一部システムをIaaSやデータセンターに移行するなど、リプレースを迎

えたシステムから順にオンプレミスからの脱却を徐々に進めてきた。そんな中、手術室で使用する各種資材をパッケー

ジ化し、配置や運用まで含めソリューション提供するメディカル事業の社内受発注システムを刷新することに。

自社で開発を重ねながら長年使い続けてきたオンプレミスシステムは、属人化が進み全体を把握している要員はごく限

られる状況であった。クリティカルなシステムにもかかわらず冗長構成がとられておらず、バックアップも近接エリア

内で完結しているなど、BCPの確立が急務となっていた。また、システムの都合上、ローカルにデータをコピーする必

要があり、データ同期に時間がかかるだけでなく、万一のPC紛失による情報漏洩の懸念もあり、運用面でもさまざま

な限界に直面していた。

設立／1965年 4月　　資本金／773,247,850円（2017年 6月末現在）
四国本社／〒799-0122 愛媛県四国中央市金田町半田乙45-2
大阪本社／〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 JP ビル5Ｆ

～ 1000人医療 /介護用品製造・販売

● 企業プロフィール

課　題 クリティカルなシステムにもかかわらず冗長構成がなく、BCPに課題

オンプレミスからの脱却を目指し、新たにクラウド環境への移行を検討した結果、ソニーネットワークコミュニケーショ

ンズの「マネージドクラウド with AWS」を導入しAWS上にシステムを開発・構築することが決まった。

最大の理由は、海外リージョンへのバックアップ（スナップショットコピー）が可能で高度なBCPを実現できること。こ

のほか、環境構築からAWSに接続するネットワークまでワンストップで任せられる点も評価ポイントとなった。

単純かつ短期での比較では、どうしてもオンプレミスに比べて割高になるクラウドのコストを経営陣に納得させるという

最大の難関については、メディカル事業のビジネス成長を支える重要システムとして、冗長構成や遠隔バックアップを含

むBCP対策が欠かせないこと、オンプレミスでこれを実現しようとすると同等のコストがかかること、クラウド移行に

よってメンテナンス負荷が低減され、攻めのシステム提案などに新たにチャレンジできることなど、将来性と長期的かつ

総体的なコスト解析を丁寧に説明しクリアしたという。

システムは完全冗長化したうえで、海外リージョンに自動バックアップする構成を取った。さらに開発用の環境も用意し

ているが、利用しない期間の課金をなくすため、マネージドクラウド with AWSの「カスタマイズAPI」で、環境（EC2 

+ RDS）を停止（削除）できるようにした。「カスタマイズAPI」ではこのほか、S3のリージョン間コピーも実現してい

る。2016年11月に無事AWS環境がカットオーバー。2017年下旬の新システム稼働に向け現在システム開発を進めて

いる。

解　決 利用コスト圧縮の工夫をしつつ、BCP対策/ネットワーク強化を実現

S3

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

システム二重化＋海外リージョンへのバックアップでBCPを実現

安定＆広帯域の“専用線接続”をリーズナブルな価格で実現

DBサーバ停止を可能にするAPI開発により、AWS利用料金を圧縮

1

2

3

ELB RDS

クラウド
ゲートウェイ

Direct
Connect

マネージド
ルータ

株式会社リブドゥ
コーポレーション

各拠点

virtual private cloud

開発環境

AWS cloud

Private subnet 2

Public subnet 2

Internet Gateway

Internet

VPC
GatewaytewayG

VPC
Gateway

Availability Zone A Availability Zone C

Database subnet 1 Database subnet 2

S3
snapshot
（東京）

S3
snapshot

（シンガポール）

Public subnet 1

Private subnet 1

EC2
NAPT サーバ

RDS
MySQL

Database subnet 1

Private subnet 1

RDS
MySQL

EC2
WEB＆AP サーバ

EC2
WEB＆AP サーバ

EC2
NAPT サーバ

RDS
MySQL

EC2
WEB＆AP サーバ

レプリケーション

Elastic Load
Balancing

リ
ー
ジ
ョ
ン
間
コ
ピ
ー



14 15

Tips

クラウド型UTMサービス
「Watch Guard」
※マネージドクラウド　オプション　
　ソリューションパッケージ

オンプレミスでも、SaaSでもなく…

社会保険システムのリーディングカンパニーは
なぜAWSを選んだのか？

導入事例 グループウェア/営業支援システム

「eセールスマネージャー」と「desknet’s NEO」の連携についてソニーネットワークコミュニケーション

ズに相談したところ、素早く動き、実現方法を提案していただきました。全体の進捗も取りまとめていただい

たおかげでスムーズに進み、すぐ使える状態でシステムが提供され、大変助かりました。

●マネージドクラウドwith AWS 標準パック
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2インスタンス立ち上げ、サーバ基本設定
　　（Windows）×2
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定
　　（Amazon Linux）

●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps 帯域）
●SPLA（Microsoft SQL Server Standard）導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 初期費用：50万円以下、月額費用：20万円台

お客さまの声

2017年 5月 費用概算

アンチウイルス/スパムからIPS（不正侵入検知・防御）、標的型攻撃対策、情報漏えい防止な
どさまざまなセキュリティ対策を統合的に実現する。ソニーネットワークコミュニケーションズ
基盤上で提供しており、社内からインターネットへの通信を監視することが可能に。複数拠点の
通信も統合的に管理することができ、セキュリティ対策を強力にサポートする。

EC2 S3

記載内容：2017 年 7月現在

ユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ株式会社さま 

健康保険組合・厚生年金基金を対象としたパッケージソフトウェア
の開発・導入・保守を手がける。健康保険組合に特化していること
を強みに、業務に必要なシステムをすべて自社開発で揃えるほか、
データ分析支援や連携基盤まで提供。柔軟なカスタマイズで多様な
ニーズに対応し、業界トップのシェアを誇る。日本ユニシスより業
務移管を受け、平成14年5月設立。

健康保険組合向けのソフトウェア開発・販売を手がけるユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ。社内体制を強化す

る中で、営業活動状況を的確に把握したいという課題が浮き彫りになった。営業を含む全社員にiPhoneを支給している

が、iPhoneから日報を提出する社員は少なく、帰社後に対応するケースがほとんど。日報提出も遅れがちになっていた。

この状況を改善すべく、ソフトブレーン社の営業支援システム「eセールスマネージャー」導入を決断。しかし、社内では

全社員を対象にグループウェア「desknet’s NEO」のクラウド版を導入し、スケジュール管理をおこなっていた。当然

「eセールスマネージャー」でもスケジュールの情報が必要になるが、二重入力は避けたい。「desknet’s NEO」のスケ

ジュールを「eセールスマネージャー」に同期させる方法を模索していた。

また運用負荷などの観点から、オンプレミスではなくクラウドでの導入も条件にあげており、すべてをクリアする方法が

ないかを検討することに。検討にあたって、以前よりメールサーバや拠点間VPNなどを任せていたソニーネットワークコ

ミュニケーションズに相談した。

資本金／5,000万円　　所在地／東京都中央区京橋3丁目1番1号101～ 200人システム開発

● 企業プロフィール

課　題 営業支援システム導入にともないグループウェアとスケジュール情報を同期させる方法を模索

「eセールスマネージャー」もクラウド版が提供されているが、スケジュールの同期はクラウド版では難しいことが明ら

かに。そこでソニーネットワークコミュニケーションズからの提案で、AWS環境に「desknet’s NEO」「eセールスマ

ネージャー」のパッケージ版を導入し、両者を連携させる形で進めることに。ソニーネットワークコミュニケーションズ

がAWS環境を構築したうえで、ベンダ間の調整まで担当。各システムが統合的に動作するよう仕様上のすり合わせから、

構築の実作業における包括的なプロジェクト管理までおこない、予定通りに稼働を開始できた。

解　決 AWS環境で両者を連携することで解決。セキュリティ対策強化も実現

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

既存IT環境とあわせて任せられるワンストップサポート

ベンダ間の細かな調整を行い、プロジェクトを進めるマネジメント力

AWS Direct ConnectやUTMなどで実現する強固なセキュリティ

1

2

3
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VPCVPC
GatewayGateway

VPC
Gateway

Availability Zone A Availability Zone C

Private subnet-1 Private subnet-2

Public subnet-1

EC2
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マネージャー

EC2
desknetʼs

NEO

UTM 統合型脅威管理
Watch Guard

マネージド
ルータ

ユニバーサル・ビジネス・
ソリューションズ株式会社

各拠点

外出先

Internet

リモート
アクセス

ネットワークに関してもセキュリティを重視し、AWS環境と各拠点VPN網をAWS Direct Connectで閉域接続している

ほか、AWS環境はインターネットに一切つながない構成とした。さらに、同時に導入したUTMによりインターネットへ

の入り口・出口をすべて監視。外出先からiPhoneで「eセールスマネージャー」「desknet’s NEO」を利用する際も、

UTMを経由する構成とすることで強固なセキュリティを実現した。営業は外出先から商談の状況を簡単に入力できるよう

になり、今後の効果が期待される。今回のAWS導入を機に、自社サービスの検証サーバのAWS移行や、サービスをAWS

上で提供する将来的な可能性も含めて検討していく。
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システム運用に手間はかけたくない…
半導体エンジニアの選択は“クラウド＆ワンストップ”

導入事例 Active Directoryサーバ/ファイルサーバ/Linuxサーバ

私たちの漠然とした要望をしっかりと具体的なサービスに落とし込んで、ご提案いただきました。提案内容が

思い描いていた理想像に近く、AWS からローカルシステムまですべてお任せできた点は大変ありがたかった

です。契約から組合立ち上げまでの短い期間で、組合内システム全体をきっちり整備できたのはソニーネット

ワークコミュニケーションズのおかげです。

●マネージドクラウドwith AWS 標準パック
●AWS導入説明会（オプション）
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2インスタンス立ち上げ、サーバ基本設定
　　（Windows / CentOS）
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定
　　（Amazon Linux）

●Windows導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・Active Directory 新規設定
　・ファイルサーバ新規設定
　・グループポリシー設計構築
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps 帯域）
●Arcserve UDP

導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 初期費用：200万円以下、月額費用：30万円台

お客さまの声

2016年 9月 費用概算

開発中の高速近接無線技術で利用する「ミリ波」とは波長が1～10mm、周波数が30～
300GHzの電波を指す。一般的な携帯電話やWi-Fiの通信速度が数十Mbps程度（実測ベー
ス）であるのに対し、この技術は最大10Gbpsと高速に通信できることが特長。通信可能
な距離は数メートル程度と近接通信に特化しており、実用化されれば映画のDVD1枚分の
データを数秒でダウンロードできるなど大容量データの短時間転送が可能になる。

高速近接無線技術とは？

EC2 S3

記載内容：2017 年 3月現在

高速近接無線技術研究組合さま 

経済産業大臣が認可する技術研究組合のひとつ。ミリ波を活用して
短時間で大容量のデータを転送する技術の研究開発をおこなう。
データの大容量化、モバイル通信量の増加を背景に、これまであま
り利用されていなかったミリ波を活かした技術の事業化を目指す。
2016 年 8 月設立。組合員：ソニーセミコンダクタソリューショ
ンズ株式会社、日本無線株式会社。

組織規模の問題から、情報システム担当の専任者を置くことがかなわない中、組合設立において必要なシステムを揃え

るにあたり、運用負荷をできる限り抑えたいと考えていた。そこでファイルサーバ/Active Directoryサーバ（FS/AD

サーバ）や、開発用のLinuxサーバについてクラウド（IaaS）の活用を検討していた。

組合内システム全体について相談していたソニーネットワークコミュニケーションズから提案されたのが「マネージド

クラウド with AWS」である。AWSは価格面でのメリットが大きいものの、自分たちで最初から環境構築するのは難

しいと感じていたこともあり、充実した導入支援は魅力だった。また研究開発データは秘匿性が高く、情報漏えい・セ

キュリティ対策はもちろん、データ損失を避けるためにバックアップ環境も不可欠。各種セキュリティ関連製品とあわ

せて、バックアップの運用、さらにはAWSへセキュアに接続するネットワークまでワンストップで実現できる点も決

め手となった。

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社と日本無線株式会社による共同研究開発のために設立された同組
合。組合設立が決定してから短期間で各種セキュリティ対策、複数のサーバ、ネットワークに至るまでひと通りの
ITインフラを用意しなければならなかったが、ソニーネットワークコミュニケーションズの提案・サポートで、こ
れらすべてを実現。情報システム担当は全員半導体エンジニアで専任担当がいないため、各種SaaSやIaaS
（AWS）などクラウドサービスを導入し、運用負荷を最小化した。ここではAWSにフォーカスし、詳しく紹介する。

所在地／東京都台東区台東 1丁目２４－２
～50人研究開発

● 企業プロフィール

課　題 運用負荷軽減、セキュリティ強化のためFS/ADサーバ、開発用サーバへのクラウド活用を検討

AWS環境やWindowsサーバの要件定義、環境構築はソニーネットワークコミュニケーションズに一任し、契約から1ヵ

月弱で必要な環境を構築。ネットワーク越しのクラウドを利用することによる遅延を懸念していたが、ベースとなるイン

ターネット回線に「NUROアクセス」を採用したこともあり、想像以上に快適に利用できている。

また、セキュリティの観点からPCのローカルディスクには出来るだけデータを保存せず、AWS上のファイルサーバに保

存するようセキュリティポリシーを制定。AWS環境のデータをバックアップすることで、PC紛失・故障などによる情報

漏えい、データ損失のリスクを最小限に抑えている。外出の多い技術者のためにセキュアリモートアクセスで社外から

ファイルサーバや各種業務システムへ安全にアクセスできる環境も整えた。

さらに、オンラインストレージ「DirectCloud-BOX」を追加導入。社外の関係者とファイルをセキュアにやり取りできる

環境を実現している。

解　決 自社の要望を的確にくみ取り、短期間で安定＆セキュアな環境構築を実現
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・ウイルスチェックゲートウェイ
・スパムチェックゲートウェイ
・メールアーカイブ（デジタルアーツ）
・グループウェア（desknet's NEO）
・IT 資産管理（ISM CloudOne）
・セキュリティ対策（F-Secure）
・標的型攻撃対策（yarai）
・ファイル共有（DirectCloud-BOX）
・バックアップ（Arcserve UDP）

その他導⼊システム
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サーバ
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EC2
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Directory
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クラウドポータル活用で、
システム部全員でAWSを運用できる体制を実現

導入事例 バッチサーバ 

クラウド移行にあたって、既存のVPNに追加する形でAWSを利用できる点は、セキュリティを懸念する社内

への説得材料としても効果的でした。また、クラウドポータルも使いやすく大変満足しています。AWSの使

い方を誰か1人が理解していればいいわけではありません。クラウドポータルによって、社内でのノウハウ共

有のハードルが低くなったと思います。 

お客さまの声

「マネージドクラウド with AWS」を導入されたお客さまが、自分たちでAWSを運用することができ
るよう、クラウドポータルやAWSコンソールの使い方やサポート利用方法などのキホンについて紹
介・説明するプログラム。ソニーネットワークコミュニケーションズの技術者による“ツボを押さえ
た解説＆アドバイス”がリーズナブルコストで受けられる！とあって、ほぼすべての導入企業が利用
する人気のオプションとなっている。 

Tips
「AWS導入説明会」
オプションとは？
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記載内容：2016 年 11 月現在

ドクターデヴィアス化粧品販売株式会社さま 

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

化粧品、サプリメントなどを展開するドクターデヴィアス化粧品の
販売を担う会社として 2004 年に設立。「トータルビューティのド
クターデヴィアス」として天然由来成分を中心に開発した製品を提
供する。コールセンターを中心とした販売活動をおこない、お客様
とのコミュニケーションを大切にしながら、一人ひとりにあわせた
商品の提案・販売を目指している。

コールセンターを中心とした販売活動をおこなうドクターデヴィアス化粧品販売では、社内システムの老朽化が課題と

なっていた。BCP対策も手薄だったほか、ビルの法定点検のたびにサーバを手動で停止・再起動しなければならず、休

日出社での対応が情報システム部の負担となっていた。 

これらの課題の解決策としてクラウド移行の検討をスタートしたが、セキュリティの観点からクラウドであってもク

ローズドな環境であることが必須要件。さらに顧客情報などの個人情報や機密情報をクラウドに移行するのはハードル

が高く、まずはデータを持たないバッチサーバをクラウドに移行することに決まった。

資本金／1,000万円　　所在地／大阪市中央区釣鐘町2丁目2番8号

既存VPN環境にAWS Direct Connectを接続して
ワンストップで利用できる

AWS運用支援ツール“クラウドポータル”で
AWS運用ノウハウの共有が容易に

豊富なノウハウを持つエンジニアから
AWS運用方法を解説してもらえる導入説明会

201～ 300人化粧品販売業

● 企業プロフィール

課　題 社内に設置したサーバの信頼性向上のため、クラウド移行を検討

複数のクラウドサービスを比較し、コストメリットが大きいことなどからAWSの導入を決定。その際に強い味方となった

のが、既に社内のVPN環境を任せていたソニーネットワークコミュニケーションズの存在だった。「マネージドクラウド 

with AWS」を既存のVPN環境に追加する形で、AWSのプライベートクラウド環境を実現できること。さらに、一定以

上のスキルが必要なAWSコントロールパネルを利用せずに、基本的な運用を完結できる独自の管理ツール「クラウドポー

タル」の使いやすさも高く評価した。導入時にはAWS環境の運用方法など必要な基本スキルをソニーネットワークコミュ

ニケーションズのエンジニアがレクチャーしてくれる「導入説明会」（オプション）を利用。情報システム部のメンバー

全員が参加し、部署全体でスキルを向上できた。 

今後もファイルサーバやsyslog、Zabbixといった監視サーバなどから順次クラウド移行を進めたいと考えている。

解　決 クラウドポータルや導入説明会により、属人化を防ぎ、システム部全体でAWSを運用できる体制に
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3

●マネージドクラウド with AWS 標準パック 
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2 立ち上げ、サーバ基本設定（Windows）
　・NAT インスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・カスタマイズAPI 設計

●導入説明会
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps）導入サービス

AWS利用サービス

初期費用：50万円以下、月額費用：15万円以下2016年 7月サービス利用開始

EC2 S3

費用概算
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訪問看護事業者向けサービスの運用性を高めるため、
システム基盤にAWSを採用

導入事例 レセプト管理システム

クラウド（IaaS）の利用ははじめてで、しかも短期間で構築しなければならず、不安に思っていました。ソ

ニーネットワークコミュニケーションズさんに特別に検証環境を用意していただいて、システムの動作検証も

実施できたこともあり、なんとか期限までにサービスをリリースすることができました。おかげさまで当初想

定していた事業者様にスムーズにサービスを提供でき、今後も拡大していきたいと思います。

お客さまの声

記載内容：2016 年 11 月現在

株式会社MSCさま 

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

2015 年 4 月に設立し、訪問看護ステーションに特化したコンサ
ルティング、各種業務サポート事業を手がける。高齢化などを背景
にニーズの高まる訪問看護事業を支援することで、地域に密着した
医療への貢献を目指す。

MSCでは訪問看護ステーションに特化したコンサルティングや運営支援を手がけ、同社自身でも訪問看護ステーショ

ンを運営している。訪問看護において欠かせないのがレセプト請求業務だが、専門知識が必要であり、手間もコストも

かかるため、小規模事業者にとっては負担が大きい。この負担を取り除くことで多くの事業者をサポートしたいと、レ

セプト請求代行サービスを立ち上げた。顧客となる訪問看護事業者に請求情報を入力してもらうためのシステムの運用

性を高めるため、拡張性・柔軟性に優れたクラウドの導入を決定。しかし、利用するシステムはオンプレミスでの実績

しかなく、少しでも早くサービスを軌道に乗せるためにも、短期間でのシステム構築が不可欠…と2つの難関を乗り越

える必要に迫られていた。

資本金／100万円　　所在地／大阪府大阪市北区西天満 3-6-21

短期間でクラウド上にシステムを構築するための、
ノウハウと提案力

導入オプションにより低コストで
拡張性の高いAWS環境を構築できる

AWSと、自社⇔クライアント間のVPN環境をワンストップで実現

～50人医療サービス

● 企業プロフィール

課　題 運用性・柔軟性の高いクラウド導入を決断するも、経験がなく不安を感じていた

クラウドサービスを検討する中で出会ったのがソニーネットワークコミュニケーションズだった。Webサイトから問い合

わせたところ、ちょうど「マネージドクラウド with AWS」がリリースされたタイミングであり、ほかのクラウドと比較

しても低コストで利用できるとわかった。ソニーネットワークコミュニケーションズが用意した検証環境での動作確認

も、1週間程度で無事終え、極めてスムーズに短期間でシステム構築を実現した。

また、MSCとクライアント事業者の間のネットワークについても、ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する

「セキュアリモートアクセス」を利用することでセキュリティを確保。AWSからセキュアなネットワークまでワンストッ

プで実現できた点も高く評価している。

解　決 検証環境での動作確認から、環境構築、ネットワークまで短期間で実現
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レセプト管理システム

SSL-VPN接続により、外部から社内へのセキュアなアクセスを実現するソリューション。PCやスマート
フォン、タブレットなどマルチデバイスに対応し、ID/パスワードによる認証にくわえて端末認証も採用す
ることで、セキュリティを強化。たとえば「AWS上に構築した社内システムに外出先からアクセスした
い」などのケースにおいて、AWS環境からネットワークまでワンストップで構築・運用できると好評だ。 

Tips
「セキュアリモート
アクセス」とは？

●マネージドクラウド with AWS 標準パック
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2 立ち上げ、サーバ基本設定（Linux）
　・NAT インスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）

●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps）導入サービス

AWS利用サービス

初期費用：40万円以下、月額費用：20万円以下2015年 12月サービス利用開始

EC2 S3

費用概算
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大学Webサイトの全面クラウド移行を、
短期間＆低コストで実現

導入事例 Webサーバ/CMS/DB（MySQL）

マネージドクラウド with AWSのシステム運用監視サービス（オプション）。監視から障害対応、運用
までトータルにサポートし、復旧作業も24時間365日対応する。インスタンス単位での課金のため、
本番環境やクリティカルなシステムなど必要なシステムのみ監視をつけることが可能。

「Site Care Cloud 
for AWS」とは？Tips
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RDS RDS 待機系

EC2
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ハードウェアリプレイスのタイミングで AWS 移行を検討したものの、残された時間で移行できるかどうか

悩ましい状況でした。ソニーネットワークコミュニケーションズからは的確な移行プランを提示いただき、想

定以上のAWS環境を実現できました。私たちは、最終的にサーバルームを学内からなくしたいと考えており、

クラウド化について今後一層の提案を期待しています。

お客さまの声

記載内容：2016 年 9月現在

上智大学さま

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

2013年に創立100周年を迎えた総合大学。キリスト教ヒューマニ
ズムの精神を基盤に、国際通用性を意識した教育・研究を展開す
る。留学生・外国人教員の割合が高く、海外の約270もの高等教育
機関と提携した留学制度のほか、英語による授業の拡充などグロー
バル教育を進めている。

上智大学の公式Webサイトでは、在校生だけでなく、卒業生や受験生、一般の方々に向けて日々さまざまな情報を発信

している。WebサイトのコンテンツはCMSで管理し、管理サーバやWebサーバ、DBサーバなど計6台のサーバをオン

プレミスで運用していたが、リースアップが迫っていた。

2015年10月、情報システム部門では、情報発信強化と運用改善に向けて、かねてから検討を進めていたクラウドへ

の移行について、2016年3月までにおこなうことを決断。しかし、大方のベンダは「今からAWSにイチから環境を構

築し移行するのは難しいのでは」という懸念を隠さなかった。

その懸念を払拭したのが、AWSのノウハウに加え、該当CMSの構築実績を持つソニーネットワークコミュニケーショ

ンズからの提案だった。サーバをそのままAWSに移行するだけでなく、AWSにあわせた構成を提案。実績とノウハウ

に基づく提案を高く評価し、AWS導入支援サービス「マネージドクラウド with AWS」での移行が決まった。

所在地／東京都千代田区紀尾井町7-1

CMSに関する構築ノウハウと豊富なAWS移行実績

パッケージ化されたメニューで短期＆低コストでの移行が可能

AWS移行後のサイトリニューアルも含めたトータル提案力

教職員数832人教育機関

● 企業プロフィール

課　題 大学公式Webサイトを管理/運営するサーバのリース切れを機に、クラウド化を検討

まず、ソニーネットワークコミュニケーションズのAWS環境上での検証をわずか1週間程度でスムーズに完了。本番

環境の導入/移行作業についても、EC2やDBインスタンスの作成やLinux設定などの各作業があらかじめオプションと

してメニュー化され（しかもリーズナブル！）、イチから設計するのではなくメニューにある環境を構築する方式のた

め、作業工数を最小限に抑え、短期＆低コストでの移行を実現。

AWS移行とあわせて、アクセス頻度の高いTOPページ静的化も実施。全ページを動的に生成していた従来に比べサー

バ負荷を軽減している。さらに、CMSメンテナンスサイトの追加開発で、トラブル時のサーバ切り替えやWebサーバ

間の個別ファイル同期処理が可能になったほか、クラウドポータルのカスタマイズAPIを利用して、AWS/RDSとも通

常時ステージング環境の停止を自動化、運用面での大幅効率化を実現している。

24時間稼働が前提の公式Webサイトという性格上、運用監視と一次保守対応のためのサービス「Site Care Cloud  

for AWS」を導入することで、24時間×365日トラブルに即応できる体制も整えた。

解　決 必要な作業がパッケージメニュー化され、最小工数でスムーズに移行完了
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●マネージドクラウド with AWS 標準パック 
●AWS導入説明会
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定（RHEL / Amazon Linux）
　・RDSインスタンス立ち上げ・基本設定（MySQL）
　・ロードバランサ ELB立ち上げ・ELB基本設定

●Linux 導入サポート
　・Linux 基本設定
　・Linux ミドルウェア設定
　・Linux スクリプト作成 および ジョブ設定
　・Linux データ移行
　・Linux カスタマイズ対応
●運用監視サービス（Site Care Cloud for AWS）
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps）

導入サービス

AWS利用サービス サービス利用開始 2016年 3月RDSEC2 S3
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はじめてのAWSで新規事業立ち上げ。
環境設定の不安をどう解決したか

導入事例 監視カメラ障害検知サービス/DB（MySQL/PostgreSQL）

AWSは簡単と謳っている通り、“サーバを立ち上げるだけ”ならば自分たちでもできました。ですが、セキュ

リティはというとすぐに自信を持って大丈夫とは言えません。技術情報や書籍は多くあるので勉強することも

できますが、どうしても時間がかかってしまいます。ソニーネットワークコミュニケーションズの技術者の方

には短期間で、AWS 環境のネットワーク設計やセキュリティ設計だけではなく、EC2 や RDS まで最適な

環境を構築していただき、「慣れているところに頼んだ方が圧倒的に早い」ということを改めて感じました。

●マネージドクラウド with AWS 標準パック 
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定   
        （Windows / RHEL / AmazonLinux / CentOS）
　・RDSインスタンス立ち上げ・基本設定（MySQL / PostgreSQL）

　・CloudWatch 設定（監視 /アクション）
　・Linux ミドルウェア設定（yum）
●マネージドクラウドポータル導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 初期費用：40万円台、月額費用：5万円台

CloudWatch

お客さまの声

2016年 10月 費用概算

監視カメラの障害を検知・通知するクラウドサービス。オフィスなどでは監視カメラ
の映像を常時監視しているケースは少なく、ほかのサーバの“ついで”に死活監視
（ping）をおこなう程度が一般的だが、それでは映像が撮れているかどうかは分から
ない。本サービスは監視カメラのステータスから撮影状況まで確認できることが特
長。効率的かつ確実な監視カメラの運用をサポートする。

監視カメラ障害検知サービス
「CAMガーディアン」とは？
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記載内容：2016 年 9月現在

株式会社セキュリティデザインさま 

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

1999 年の設立以来、コーポレートセキュリティのトータルソ
リューションプロバイダーとして監視カメラや解析システムなどを
提供している。また、より手軽にセキュリティを強化できるよう、
入退室管理サービスや在室管理サービスなどをクラウドサービスで
展開。オフィスや店舗の物理的なセキュリティを向上し、安心して
働けるオフィス空間の実現に貢献する。

セキュリティデザインでは、監視カメラやレコーダーなどオフィスのセキュリティ関連製品を提供している。しかし、

オフィスに監視カメラを設置した場合、映像確認が必要な機会はほとんどなく長期間放置された結果、いざ映像が必要

なときに「壊れていた・撮影できていなかった」ことが分かるケースも少なくない。そこで、監視カメラの障害を検知

するクラウドサービス「CAMガーディアン」を立ち上げることに。まったく新しい事業であり、どの程度のインフラ

を用意すればよいのか想定できないため、拡張性が高く、事業の成長にあわせて自由にサーバを増減できるAWSを基

盤として導入することに決定した。

AWS導入にあたり、課題となったのがセキュリティだ。当初、自分たちですべて構築しようと考えたが、オンプレミ

ス環境とまったく異なるため、セキュリティの基本設定だけでもかなりの時間がかかることが予想された。また、自社

サービスとして展開するにあたり、セキュリティに“穴”があっては許されない。確実にセキュアな環境を短期間で構

築する方法を模索していた。

所在地／東京都港区赤坂 2-18-14

セキュリティ設定などAWS環境に精通したエンジニアの技術力

拡張性まで考慮したAWS初期設定メニューが用意されている

マネージメントツールでインスタンス起動停止自動化などの運用が容易

～50人セキュリティ関連

● 企業プロフィール

課　題 新規クラウドサービス立ち上げにあたり、拡張性の高いAWS導入を活用

そんな中、AWSから紹介されたのがソニーネットワークコミュニケーションズだった。AWSに慣れたエンジニアが多

く、AWS構築に必要なネットワーク設計（VPC/サブネット）やセキュリティ設計（セキュリティグループ/ネットワー

クACL）もAWS導入支援メニューとして標準的な設定が用意されている。これならば短期間かつ低コストで環境を構築

できると、マネージドクラウド with AWSの導入が即決された。導入が決まってからはわずか2週間ほどで環境構築が完

了。将来的な拡張性まで考慮した環境を実現でき、2016年10月のサービス開始に向け開発を進めている。

導入にあたってもう1つ決め手となったのが、マネージメントツールの存在だ。今後検証環境を運用するにあたっては、夜間

はインスタンスを停止するなど従量課金を意識した運用が肝心になるため、各種自動化を簡単に出来ることを高く評価した。

同社では「CAMガーディアン」のリリースに続いて、現在自社データセンターで運用する既存のクラウドサービスも

順次AWSに移行する予定だという。

解　決 マネージドクラウド with AWSによりセキュアなAWS環境を短期間で構築
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各店舗から直接AWSにアクセスできる構成により
可用性と安定性を実現

導入事例 婚礼予約システム/Oracle DB/業務管理システム

クラウド移行による運用負荷低減は大きなメリットですが、安定的に、セキュアに利用できることが前提とな

ります。今回の婚礼予約システムのクラウド移行は、ソニーネットワークコミュニケーションズのネットワー

ク提案力なくして実現できなかったと思います。クラウド初心者の我々にもとっつきやすい「マネージメント

ツール」も魅力で、起動・停止設定を利用し、コストの最適化にもチャレンジしてみたいと思います。

お客さまの声

●マネージドクラウド with AWS 標準パック 
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定（Windows / Red Hat Enterprise Linux / Amazon Linux / CentOS）
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100M帯域）

導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 2015年 7月

費用概算 初期費用：30万円台、月額費用：10万円台
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記載内容：2016 年 9月現在

株式会社アターブル松屋さま 

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

百貨店を核とする松屋グループの飲食業を中心に1956年創業。ブ
ライダルからレストランまで幅広い事業を展開するアターブル松屋
グループの一員として、あらゆる場面で最高のクオリティにこだわ
りブライダル事業をはじめ首都圏を中心に34店舗にて展開。

首都圏にてブライダル・レストラン事業を手がける株式会社アターブル松屋。売上管理システムやブライダル担当が利

用する婚礼予約システムなどをオンプレミスで運用していたが、オフィスの一角を占める自社データセンターが肥大化

＆煩雑化、スペース、運用性ともに限界に達しつつあった。また、システムごとに個別最適でベンダを選定・導入して

きた結果、複雑化した運用も専任2名の情シス部門にとって負担となっていた。

こうした課題の解決に向け、同社は社内システムのクラウド移行を決断。2014年12月、サーバ老朽化でリプレイス

が迫っていた「婚礼予約システム」のクラウド移行提案を複数のベンダに依頼することに。各社から上がってきた提案

のほとんどは本社にクラウド接続用のルーターを設置し、各拠点からは本社を経由してアクセスするネットワーク構成

であった。だがこの構成では、本社で障害が発生した場合、全店舗でアクセスできなくなってしまう。これに対し、

So-net事業で培われたネットワークを強みとする、ソニーネットワークコミュニケーションズからの提案は違った。

東京大神宮マツヤサロン▲
資本金／9,000万円　　所在地／東京都中央区明石町2番1号

各店舗から直接AWSにアクセスする構成が可能

専用線サービスAWS Direct Connectが低コストで導入できる

マネージメントツールでスケジュールバックアップも簡単

201～ 300人サービス業

● 企業プロフィール

課　題 自社データセンターの肥大化＆煩雑化で運用が限界に

ソニーネットワークコミュニケーションズが提案したAWS導入支援サービス「マネージドクラウド with AWS」で

は、既に導入済みであったマネージド型VPNサービスとAWSが、マネージドクラウドゲートウェイサービスを介して

接続され、本社を経由せず各店舗から直接AWSにアクセスする分散アクセス構成が可能だ。シングルポイント障害の

リスクを排除できるほか、本社にトラフィックが集中してボトルネックとなる事態も回避できる。更にクラウドゲート

ウェイ⇔AWS間の専用線サービスAWS Direct Connectが他社に比べ低コストで提供されるなどの優位性を評価し、

「マネージドクラウド with AWS」の導入を決定。約2ヵ月間の構築・移行期間を経て2015年7月から運用開始に至

る。今後も同社では、社内に残る各種システムのクラウド移行を推し進める計画だ。

解　決 分散アクセス構成の提案でシングルポイント障害を回避
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会計システムのAWS移行で､
“持たざるIT”への一歩を踏み出す

導入事例 会計システム/Oracle DB

元々ソニーネットワークコミュニケーションズのマネージド VPN 網を利用していたのでクラウドサービス

「マネージドクラウド with AWS」を採用することはごく自然の流れでした。マネージド VPN 網内にクラウ

ドサービスを取り込んだことにより、セキュアな環境で安全・安心して使用でき、また価格も廉価であること

から今後も使用目的を明確にし、ハイブリッドクラウドを構築していきたいと考えています。

お客さまの声

「マネージドクラウド with AWS」を導入されたお客さまが、自分たちでAWSを運用することができる
よう、クラウドポータルやAWSコンソールの使い方やサポート利用方法などのキホンについて紹介・
説明するプログラム。ソニーネットワークコミュニケーションズの技術者による“ツボを押さえた解説
＆アドバイス”がリーズナブルコストで受けられる！とあって、ほぼすべての導入企業が利用する人気
のオプションとなっている。

Tips
「AWS導入説明会」
オプションとは？

●マネージドクラウド with AWS 標準パック 
●AWS導入説明会（オプション、上記コラムにて詳細ご案内） 
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定（Windows / Red Hat Enterprise Linux / Amazon Linux / CentOS）
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・RDSインスタンス立ち上げ、基本設定（MySQL / PostgreSQL）
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100M帯域）

導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 2016年 4月

費用概算 初期費用：50万円台、月額費用：10万円台
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記載内容：2016 年 5月現在

金属技研株式会社さま 

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

1960 年創業。一貫した受注生産および先端技術で、液晶・半導体
分野から航空･宇宙分野まで、産業全般に対して最先端の金属加工
サービスを提供。特に航空・宇宙関連機器分野では、熱処理工程に
おいて国際統一認証プログラム「NADCAP」にいち早く対応する
など、業界トップレベルの品質保証体制を誇る。

最先端の技術で様々な金属の特殊加工を手掛ける金属技研株式会社。会計システムとしてスクラッチ開発したソフトと

市販ソフトをオンプレミスで構築し、利用してきた。しかし、スクラッチ開発したソフトは機能不足、潜在するバグ、

使い勝手の悪さ、ブラウザのサポート切れ、税制改正時のプログラム改修など様々な問題があり、その解決を迫られる。

そこで採用したのがスクラッチ開発したソフトと市販ソフトの両方の機能を併せ持つ会計システム「SuperStream」

であった。この会計システムを導入するにあたり、サーバをオンプレミスかクラウドにするかの比較検討を行い、クラ

ウドに移行した場合、オンプレミスのシステム管理コストや運用負担が軽減されること、サーバ増強やシステム変更も

廉価かつ容易にできる、ハードウェア更新にともなう高額な Oracle ライセンス発生が回避できるなどの多くのメリッ

トがあったことからクラウドへの移行を決めた。そこで以前から VPN サービスで拠点間ネットワークを構築している

ソニーネットワークコミュニケーションズが AWS の「AWS Partner Network」に加入していることを知り、ソニー

ネットワークコミュニケーションズに相談したのが2015年 10月のことであった。

世界最大HIP装置【Giga-HIP】（姫路工場）▲資本金／2億8800万円　　所在地／東京都中野区本町1-32-2

既設の拠点間VPNにAWS Direct Connectを追加できる

クラウドポータルで、サーバのスケジューリングも簡単

5年のTCO比較では、オンプレミスより低コスト

501～1000人製造業　

● 企業プロフィール

課　題 システム刷新と併せクラウド移行へ

同社にとって、「マネージドクラウド with AWS」の最大の魅力は、既存の拠点間 VPN に AWS Direct Connect を

追加できるということ。追加工事などもなく、ネットワークを一元管理できるメリットは大きかった。また「クラウドポー

タル」でサーバ起動・停止のスケジュール設定や、バックアップ自動化を簡単に実現できる点も高く評価され、導入を

決定。

AWS の EC2 インスタンスに SuperStream（会計 / 経営管理システム）を構築、データベースは Amazon RDS で

Oracle を利用し、レプリケーションをおこなうことで高い可用性を確保するという提案に基づき、ソニーネットワー

クコミュニケーションズが AWS 環境の構築までサポート、2016 年 4 月より本格稼働を開始した。会計システムに

続き、社内に残っているファイルサーバやActive Directory サーバなどのAWS移行も計画中だ。

解　決 「AWS Direct Connect」でAWSへのセキュア接続をワンストップで実現
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AWS環境構築もサーバ移行もおまかせで
オンプレからスピード移行

導入事例 販売管理システム/Web EDI/ADサーバ/Oracle DB

弊社にとって絶妙のタイミングで、マネージドクラウド with AWS に出会えたことを運命だと感じました。事

業拡大として、単にクラウドサービスを利用するだけでなく、スケジューリングによるコスト抑制や、サービス

などの増減が簡単にできるAWSは、市場環境の変化に対応しやすいところが大きな魅力。さらに、AWSのサー

ビスが色々と増えるなか、今後のさらなる活用に向けて、ソニーネットワークコミュニケーションズ殿からの提

案力にも期待しています。

お客さまの声

「Amazon RDS（Amazon Relational Database Service）」の名の通り、AWSにおいてリレーショ
ナルDBを利用できるサービスのこと。Amazon Aurora、Oracle、Microsoft SQL Server、
PostgreSQL、MySQL、MariaDBの6種類のDBに対応しており、これらを簡単に利用できる。パッチ
適用やバックアップといった、DB運用に欠かせないながら面倒な作業までAWSにまかせられるのは大
きな魅力。また、自社で購入したライセンスの持ち込み（BYOL）のほか、ライセンスを月額で利用でき
るプランも用意されており、オンプレミスと比較してライセンスコストを大幅に削減できるケースも多
い。AWS上でDBを利用する際には必ず検討しておきたいサービスだ。

「Amazon RDS」とは？Tips

アイロップ株式会社さま 

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

1951年創業、包装・物流コンサルタント。顧客の製品・物流環境
にあわせたユニークな提案型企業として高く評価されている。環境
保護にも積極的に取り組み、環境にやさしい包装資材から環境負荷
を低減する物流システムまでトータルに提供。海外にも拠点を持ち、
企業のグローバル展開のパートナーとして活躍する。

包装業界のパイオニアとして、様々な業界のニーズにあわせたソリューションを展開するアイロップでは、Active 

Directoryや販売管理システムをオンプレミスで運用してきたが、限られたスタッフでオンプレミスでの運用を続ける

のは難しいと、新販売管理システムの導入を契機にクラウドへの移行を決意。同時に販売管理システム用のDB

（Oracle）とWeb EDIも構築し、運用負荷を軽減しつつ拡張性の高いシステムを目指すことに。

しかし、SIerから提案されたホスティングサービスではコストが高く、また、自社でAWSとDirect Connectするにも

費用対効果が合わず、オンプレミスのままでいくしかないと諦めかけていた。

システム移行までの残されたわずかな期間で、改めてネットワークの構築からシステムの移行まで実現できるサービス

を探す中、ソニーネットワークコミュニケーションズのAWS導入支援サービス「マネージドクラウド with AWS」に

出会った。

折りたたみ合板コンテナ「RePak」▲資本金／6,400万円　　所在地／大阪府大阪市淀川区塚本 3-6-9

既設の拠点間VPNにAWS Direct Connectを追加できる

RDSの利用でOracleのライセンスコストを大幅に削減できる

短期間で確実にシステム移行を完了させるマネジメント力

～100人その他卸売業

● 企業プロフィール

課　題 脱オンプレミスで運用負荷軽減と高拡張性を目指す

セキュアなネットワークや AWS 導入・移行支援サービスまでオールインワンで提供、スケジューリングによってサー

バを夜間停止しコスト抑制も可能な「マネージドクラウド with AWS」の導入を決定。5年間のTCOを試算した結果、

オンプレミスに比べかなりコストを削減できることも分かり、迷わず導入に踏み切ったという。特に、DB を月額で利

用できる Amazon RDS によって、オンプレミスの更新で必要となる高額な Oracle ライセンス購入コストの問題が解

決されることもポイントとなった。

AWS 導入に際し、ソニーネットワークコミュニケーションズは AWS 環境の構築だけではなく、Active Directory

と販売管理システムの構築を請け負う SIer 2 社との調整や移行内容の指示なども行った。その結果、限られた期間で

効率的にシステム移行を完了することができた。

解　決 5年間のTCO試算ではオンプレミスに比べ大幅なコスト削減が可能に
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●マネージドクラウド with AWS 標準パック 
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定（Windows 2012 R2）
　・NATインスタンス立ち上げ、
　　サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・RDSインスタンス立ち上げ、基本設定

●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100Mbps）

導入サービス

AWS利用サービス サービス利用開始 2015年 8月

費用概算 初期費用：50万円以下、月額費用：20万円台

RDSEC2 S3

記載内容：2016 年 5月現在

クラウド
ゲートウェイ

Direct
Connect

S3
Snapshot

マネージド
ルータ

アイロップ株式会社
各拠点

EC2
Web EDI

EC2
NATGW

PV C
yy

VPC
Gateway

Internet
Gateway

Internet

EC2
販売管理

EC2
AD

RDS
Oracle



32 33

AWSと「クラウドポータル」の強力タッグで
“運用の内製化”を実現

導入事例 テレビ会議システム/グループウェア

AWSの各サービスを導入することにより、クラウドを最大限活用して行きたいと思います。お客さまの声

「マネージドクラウド with AWS」を導入されたお客さまに提供している、AWSでサーバを増設する方
法などを詳しく解説したマニュアル。マニュアルの指示に従ってクラウドポータルを操作するだけで、
EC2インスタンスなどの新規立ち上げが可能になる。オプションの「導入説明会」では本手順書とあわ
せてAWSの利用方法を解説しており、これがあれば自分で運用できる！と好評だ。

「クラウドポータル
利用手順書」とは？Tips

クラウド
ゲートウェイ

Direct
Connect

S3
Snapshot

マネージド
ルータ

株式会社
東京ダイヤモンド
⼯具製作所 各拠点

S3
テレビ会議
ログ保管

EC2
NATGW

Internet Gateway

Internet

PCPVPCPV C
ywaayGateewt ayGateG

VPC
Gateway

EC2
テレビ会議

EC2
グループウェア

●マネージドクラウド with AWS 標準パック 
●AWS導入説明会（オプション） 
●導入サポート（オプション、内容詳細は下記の通り）
　・EC2立ち上げ、サーバ基本設定（Windows / Red Hat Enterprise Linux / Amazon Linux / CentOS）
　・NATインスタンス立ち上げ、サーバ基本設定（Amazon Linux）
　・S3バケット立ち上げ、各種設定
●マネージドクラウドポータル
●マネージドクラウドゲートウェイ（100M帯域）

導入サービス

AWS利用サービス

サービス利用開始 2015年 9月

費用概算 初期費用：50万円以下、月額費用：10万円台

EC2 S3

記載内容：2016 年 5月現在

株式会社東京ダイヤモンド工具製作所さま 

マネージドクラウド with AWS
選定の理由

1932 年の創業以来、家電・半導体・電子デバイス・医療・土木な
ど幅広い分野であらゆる素材を加工するためのダイヤモンド工具を開
発生産。大学や研究機関と連携したプロジェクトにも数多く参加し、
最先端の加工技術開発に取り組んでおり、特許技術も数多く保有する。
海外に生産拠点を拡大し、グローバル展開にも注力している。

日本各地およびタイに生産工場を持つ東京ダイヤモンド工具製作所では、社内の情報共有のためにベンダーが提供する

IaaS 上に構築したグループウェアを活用していた。しかし、OS の立ち上げやバックアップはユーザサイドで行えず、

そのベンダーに都度対応依頼をしていた。そのため、対応スピードや都度発生するコストが負担となっていた。

このほか同社では、SaaS のテレビ会議サービスを利用し、数人の小さな打ち合わせから 10 人以上の会議まで月 80

回以上もの頻度でテレビ会議を開催していた。その利用料は毎月かなりの額に上っていたため、テレビ会議もあわせて

AWSに移行することで、コストを削減できないかと考えていた。

ところが、具体的に AWS 活用の研究・検討を進めていくと、予想外に運用・管理のハードルが高く、導入には二の足

を踏んでいた。

研削用「ダイヤモンドホイール」と
切削用「ダイヤモンドバイト」

▲資本金／1,000万円　　所在地／東京都目黒区中根 2-3-5

クラウドポータルを活用し、自社で簡単に運用できる

テレビ会議だけで年間200万円ものコスト削減が可能

導入・構築における専門エンジニアの技術サポートが充実

201～ 300人機械工具業

● 企業プロフィール

課　題 グループウェア運用がブラックボックス化、対応の迅速性/コストが課題に

ソニーネットワークコミュニケーションズの提案（マネージドクラウド with AWS）は、同社にとってまさに“渡りに舟”

であった。クラウドポータルを利用することで、これまでは SIer に依頼するしかなかった作業がすべて自社で対応で

きるように。SI コストがかからない分、コスト削減も実現。自社での運用を実現できたのは、AWS の利用法を個別に

オリエン・指導する「導入説明会」や「クラウドポータル利用手順書」など、導入サポートやツール類の存在が大きかっ

た…と評価している。

また、テレビ会議についても、“年間200万円ものコスト削減が可能”という試算結果がAWS移行を後押しすることに。

ソニーネットワークコミュニケーションズ側からの提案によって、テレビ会議サーバ（EC2）で出力されるログを、コ

ストメリットを考えて EBS ではなく S3 へ転送するスクリプトを追加搭載。さらにソニーネットワークコミュニケー

ションズ独自の帯域確保型「AWS Direct Connect」回線に移行した結果、これまで不安定だったテレビ会議の音声・

映像などの品質が大きく改善し、社員からも好評だという。

解　決 テレビ会議のAWS移行で、年間200万円ものコスト削減が可能に

1

2

3



34 35

「Managed Cloud with AWS」公式サイト

https://www.bit-drive.ne.jp/managed-cloud/

AWS の導入を検討したいけど、なかなか踏み切れな

い…という皆さまのために、1 社単独のプライベート

セミナー（勉強会）「AWSなんでも相談室」を随時開催。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社と共催の

セミナーや単独セミナーも定期的に開催しています。

「Managed Cloud with AWS」のカタログや料金一覧

のほか、標準提供されるAWS運用支援ツール「クラウ

ドポータル」の活用マニュアルなど、各種資料をご用意

しております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求

セミナー / AWS なんでも相談室

https://www.bit-drive.ne.jp/managed-cloud/news/consultation/
← 「AWSなんでも相談室」好評受付中！

https://www.bit-drive.ne.jp/managed-cloud/news/event.html
← セミナー開催最新情報はこちらから

https://www.bit-drive.ne.jp/contact/inquiry_mc/input.cfm
← お問い合わせ・資料請求はこちらから


