




cloud link 保守・運用管理について

導入後のサーバー運用監視を24時間／365日対応。 
先進のクラウドを安心してご利用いただくため運用スタッフがサポートいたします。

• お客様のサーバーを24時間／365日監視いたします。 

• 異常があれば、電話もしくはメールにて御連絡。 

• 再起動時などに特別な手順が必要な場合は、あらかじめ決められた手順に従って 
オペレーターが復旧を試みます。定型的な障害については復旧作業まで試みます。 

• システムをAWS上で適切に自動バックアップいたします。 
（スナップショットの機能を利用し、標準で毎日1回、7世代を管理します。） 

• AWSの各種設定変更作業の代行 

• cloud linkの専用ダッシュボードでいつでもサーバーの状態を確認したり、 
バックアップを取得したり出来ます。 

• トラブル時のリカバリーサポート

■cloud link のコンセプト 
お客様はOS内の設定やアプリケーション開発、運用に集中いただき、 
AWSインフラに関する設定や運用管理を気にしなくても良い状態を目指しています。

■cloud link の保守・運用管理で出来ること

■サポート体制
• AWS認定資格を保持したエンジニアが対応いたします。 
• AWSに関する技術サポートについて専用のサポートサイトをご用意して
います。ログイン頂くことでお問い合わせの発行や、進捗状況、回答内容
をご確認頂けます。 
• 休日・夜間の緊急時は専用の電話による緊急サポート受付コールセンター
をご用意しています。

■主な監視項目
サーバー（Amazon EC2）：CPU使用率、インスタンス死活状況 
ロードバランサ（ELB）：稼働サーバー数、稼働不能サーバー数 
データベース（Amazon RDS）：CPU使用率、ディスク使用量、スワップ使用量（MSSQL除く） 
データセンター：データセンター稼働状況
※上記以外にもCloudWatchのカスタムメトリックスを用いて取得出来る項目であれば監視可能ですので別途ご相談ください。 
カスタムメトリックス利用にはインスタンスがインターネットに通信できる必要があります。

株式会社ターン・アンド・フロンティアは 
関西企業初のAWS認定パートナーです。

http://www.taf-jp.com/ 
support@taf-jp.com 

cloud link サイト ： http://aws.taf-jp.com/ 
(06)7878-8555

AWSインフラに関する技術的なお問い合わせ ◎

AWSインフラに関する設定作業 ◎

OSやアプリに関する技術的なお問い合わせ ○

OSやアプリに関する設定作業 △

◎：対応可能     ○：ベストエフォートで対応可能      △：別途お見積りが必要

・cloud link専用ダッシュボード『cloud link Simple Dashboard』

・cloud link専用サポートサイト

■サポート範囲



 

AWSはクレジットカード決済なので 
会社で使えなくて困っている。

導入にあたってのコンサルティングから 
構築～運営まで安心してお任せ下さい。  
最適な導入プランを立案いたします。 

導入後のサーバー運用監視も24時間対応。 
先進のクラウドを安心してご利用いただくため
運用スタッフがサポートいたします。

CloudLinkでは円決済を代行可能。 
利用料は毎月の請求書発行ベースでの決済
が可能です。

AWSを社内で使いたいが 
設定や導入など分かる担当者がいない。

自社でAWSを導入したものの 
バックアップや運用監視が心配だ。

Join the cloud, make your dreams.
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■専用サーバー（Amazon EC2） 
インスタンスタイプ 初期費用 ECU CPUコア数 メモリ (GB) Amazon Linux / CentOS Redhat Windows Windows + SQL Server Std

CPU性能バーストタイプ／小規模システム
t2.micro ￥0 可変 1 1 ￥15,000 ￥28,000 ￥25,000 -

t2.small ￥0 可変 1 2 ￥24,000 ￥38,000 ￥30,000 -

t2.medium ￥0 可変 2 4 ￥35,000 ￥50,000 ￥40,000 -

t2.large ￥0 可変 2 8 ￥49,000 ￥60,000 ￥60,000 -

バランス重視 タイプ
m3.medium ￥0 3 1 3.75 ￥45,000 ￥55,000 ￥55,000 ￥85,000

m5.large ￥0 10 2 8 ￥70,000 ￥80,000 ￥85,000 ￥140,000

m5.xlarge ￥0 15 4 16 ￥100,000 ￥110,000 ￥125,000 ￥185,000

m5.2xlarge ￥0 31 8 32 ￥153,000 ￥165,000 ￥200,000 ￥365,000

m5.4xlarge ￥0 61 16 64 ￥185,000 ￥250,000 ￥310,000 ￥575,000

m5.12xlarge ￥0 173 48 192 ￥480,000 ￥500,000 ￥630,000 ￥1,350,000

CPU重視 タイプ
c5.large ￥0 8 2 4 ￥52,000 ￥59,000 ￥66,000 ￥90,000

c5.xlarge ￥0 16 4 8 ￥78,000 ￥85,000 ￥105,000 ￥168,000

c5.2xlarge ￥0 31 8 16 ￥115,000 ￥125,000 ￥170,000 ￥300,000

c5.4xlarge ￥0 62 16 32 ￥180,000 ￥200,000 ￥295,000 ￥550,000

c5.9xlarge ￥0 139 36 72 ￥320,000 ￥330,000 ￥500,000 ￥1,000,000

メモリ重視 タイプ
r4.large ￥0 7 2 15.25 ￥74,000 ￥85,000 ￥90,000 ￥140,000

r4.xlarge ￥0 13.5 4 30.5 ￥110,000 ￥115,000 ￥125,000 ￥200,000

r4.2xlarge ￥0 27 8 61 ￥158,000 ￥170,000 ￥210,000 ￥385,000

r4.4xlarge ￥0 53 16 122 ￥260,000 ￥280,000 ￥340,000 ￥650,000

r4.8xlarge ￥0 99 32 244 ￥490,000 ￥505,000 ￥600,000 ￥1,200,000

r4.16xlarge ￥0 195 64 488 ￥650,000 ￥700,000 ￥900,000 ￥1,700,000

■ECUとは各サーバーの性能を相対的に表現したものです。 
■CPU性能バーストタイプはCPU を頻繁または常にフルパワーで使用することはなくても、
時折バーストが必要なことがあるシステムに最適です。 
■プラン料金は全て月額料金(税抜)です。AWS利用料を含んでいます。 
■リージョンは東京になります。ご要望により変更も可能です。 
　

■料金に含まれるもの 
   ・AWS側の設定および環境構築 
   （OSに管理者ログイン出来る状態でお渡しします。OS内の設定やデータ移行等は含みません。） 
   ・１ヶ月のデータ転送量（Out） 100GB 
　・EBS および スナップショット 100GB ／1ヶ月 までの容量 
   ・サーバー監視：24時間／365日の死活監視・リソース監視 
     （ご要望に応じて監視項目は柔軟に対応いたします） 
   ・cloud link Simple Dashboard 価格や構成は変更予告なく変更となることがございます。最新の情報はホームページをご確認ください。

 
　 
　・バックアップ：１日１回、7世代分のスナップショットバックアップを自動で行います。 
　・アクセス制御等のAWSインフラに関する設定操作の代行 
     （お客様がAWS管理画面を操作される必要はございません） 
　・トラブル時のリカバリーサポート



■専用DBサーバー（Amazon RDS） 

AWS 導入支援／マネージメントサービス

インスタンス 
タイプ

初期
費用 ECU CPU

コア数 メモリ (GB)
MySQL／Oracle (BYOL) Aurora PostgreSQL Oracle  

（ライセンス込）
Microsoft SQL Server 

Standard

シングル Multi-AZ MySQL PostgreSQL シングル Multi-AZ シングル Multi-AZ シングル Multi-AZ

CPU性能バーストタイプ／小規模システム
t2.micro ￥0 可変 1 1 ￥15,000 ￥30,000 - - ￥15,000 ￥30,000 ￥20,000 ￥40,000 - -

t2.small ￥0 可変 1 2 ￥30,000 ￥60,000 ￥32,000 - ￥32,000 ￥64,000 ￥35,000 ￥65,000 - -

t2.medium ￥0 可変 2 4 ￥35,000 ￥65,000 ￥38,000 - ￥36,000 ￥68,000 ￥65,000 ￥100,000 - -
t2.large ￥0 可変 2 8 ￥52,000 ￥85,000 - - ￥58,000 ￥87,000 ￥75,000 ￥150,000 - -

バランス重視 タイプ
m3.medium ￥0 3 1 3.75 ￥45,000 ￥75,000 - - ￥45,000 ￥75,000 ￥45,000 ￥100,000 ￥130,000 ￥170,000

m4.large ￥0 6.5 2 8 ￥60,000 ￥100,000 - - ￥60,000 ￥100,000 ￥100,000 ￥175,000 ￥170,000 ￥250,000
m4.xlarge ￥0 13 4 16 ￥93,000 ￥165,000 - - ￥93,000 ￥165,000 ￥166,000 ￥300,000 ￥230,000 ￥320,000

m4.2xlarge ￥0 25.5 8 32 ￥150,000 ￥300,000 - - ￥150,000 ￥300,000 ￥310,000 ￥550,000 ￥390,000 ￥630,000

m4.4xlarge ￥0 53.5 16 64 ￥250,000 ￥480,000 - - ￥265,000 ￥500,000 ￥450,000 ￥850,000 ￥650,000 ￥1,300,000

m4.10xlarge ￥0 124.5 40 160 ￥560,000 ￥1,100,000 - - ￥585,000 ￥1,110,000 - - - -

メモリ重視 タイプ
r4.large ￥0 7 2 15.25 ￥65,000 ￥120,000 ￥75,000 ￥75,000 ￥65,000 ￥130,000 ￥85,000 ￥160,000 ￥190,000 ￥250,000

r4.xlarge ￥0 13.5 4 30.5 ￥98,000 ￥180,000 ￥110,000 ￥110,000 ￥98,000 ￥190,000 ￥150,000 ￥270,000 ￥250,000 ￥450,000

r4.2xlarge ￥0 27 8 61 ￥165,000 ￥310,000 ￥190,000 ￥190,000 ￥170,000 ￥300,000 ￥270,000 ￥460,000 ￥410,000 ￥860,000

r4.4xlarge ￥0 53 16 122 ￥275,000 ￥520,000 ￥320,000 ￥320,000 ￥285,000 ￥540,000 ￥460,000 ￥880,000 ￥700,000 ￥1,700,000
r4.8xlarge ￥0 99 32 244 ￥520,000 ￥980,000 ￥600,000 ￥600,000 ￥550,000 ￥1,000,000 - - ￥1,330,000 ￥3,400,000

価格や構成は変更予告なく変更となることがございます。最新の情報はホームページをご確認ください。

■ECUとは各サーバーの性能を相対的に表現したものです。 
■CPU性能バーストタイプはCPU を頻繁または常にフルパワーで使用することはなくても、
時折バーストが必要なことがあるシステムに最適です。 
■プラン料金は全て月額料金(税抜)です。AWS利用料を含んでいます。 
■リージョンは東京になります。ご要望により変更も可能です。 
　

■料金に含まれるもの 
   ・AWS側の設定および環境構築 
   （RDSに管理者ログイン出来る状態でお渡しします。DB内のデータ移行等は含みません。） 
   ・１ヶ月のデータ転送量（Out） 100GB 
　・EBS および スナップショット 100GB ／1ヶ月 までの容量 
   ・サーバー監視：24時間／365日の死活監視・リソース監視 
     （ご要望に応じて監視項目は柔軟に対応いたします） 
   ・cloud link Simple Dashboard 
　　

 
　・バックアップ：１日１回、RDSの機能を用いて最大35世代のバックアップをいたします。 
    ・アクセス制御等のAWSインフラに関する設定操作の代行 
     （お客様がAWS管理画面を操作される必要はございません） 
　・トラブル時のリカバリーサポート

■共用Webサーバープラン 

プラン名 初期費用 月額費用 ディスク容量 ドメイン数 DB数（MySQL） メール 独自SSL

ライト ￥0 ￥2,500 10GB 1 1 5ユーザー −

スタンダード ￥0 ￥4,500 50GB 2 2 20ユーザー 可能
プロフェッショナル ￥0 ￥8,250 100GB 5 5 50ユーザー 可能

小～中規模なホームページ運営に最適です。管理画面にてサーバーの操作が可能ですので、コマンド操作は不要です。

■管理画面（Plesk）をお渡ししてお客様自身にサーバー設定を実施頂くプランのため、ご利用方法に関する操作サポートは対象外となります。 
■サーバーはAmazon EC2を利用。1日1回、7世代までのバックアップを取得。 



AWS 導入支援／マネージメントサービス

株式会社ターン・アンド・フロンティア
http://www.taf-jp.com/ 
support@taf-jp.com 

cloud link サイト ： http://aws.taf-jp.com/ 
(06)7878-8555

株式会社ターン・アンド・フロンティアは 
関西企業初のAWS認定パートナーです。

代行費用 AWS利用料が￥50,000まで：￥5,000／月額 
AWS利用料が￥50,000以上：AWS利用料の10％

■AWS請求代行サービスはクレジットカードでの支払を弊社にて代行し、日本円にてご請求させていただくものです。 
■USドル相場は外国為替公示相場ヒストリカルデータより月中平均レートを換算いたします。 

■cloud link について

2008年からの関西市場での 
圧倒的な導入実績とノウハウ

最短１営業日からのスピード提供 
サーバーは必要な時に必要なだけ 

ご請求書ベースで 
日本円、月額固定でお支払い 

月額 ￥50,000 ～

■AWSをはじめとしたクラウド利用のアドバイスや設計へのご助言、ご相談にメール、電話、ご訪問により対応いたします。 
■ミーティングなどの頻度、システム規模により料金は異なります。 

■その他オプション価格表 

データ転送量（Out） ￥2,500／100GB S3（容量） ￥1,250／100GB EBS（容量）& 
スナップショット（容量） ￥2,750／100GB

- 追加データ転送量／容量（月額費用）

- ELB ロードバランサー 
ELB 1台につき ￥3,000／月額 VPN 1接続につき ￥５,000／月額 １ルーターにつき ￥50,000 ～

- Amazon VPC - Amazon VPC 接続用ルーター設定代行費用 

■AWS利用料 請求代行 ■AWS導入コンサルティング

- SPLAライセンス
Remote Desktop SQL Server Standard 

（ユーザーライセンス） Office Standard Office Professional Excel Access

■AWSでご利用が可能なホスティング用正規ライセンスを各種取り扱っております。価格についてはお問い合わせください。 



http://www.taf-jp.com

■ 会社概要

● 設立：2006/11/15 
● 資本金：10,000,000円 
● 本社：〒550-0015  
　　　　 大阪府大阪市西区新町１丁目５-７ 
　　　　 四ツ橋ビルディング ４F 
● Web：http://www.taf-jp.com 
● Vivaベンチャー吹田2005 最優秀賞受賞 
● ベンチャーナウライブ2009 ノミネート / 300認定 
● 2011年 関西企業として初のAWS Solution Provider （現APNパートナー）認定 
● 2014年 関西企業として初のAPNアドバンスドコンサルティングパートナー 認定

株式会社ターン・アンド・フロンティア

ハードウェア　  不要
サーバーやストレージなどの増設

ソフトウェア　  不要
Ｏｆｆｉｃｅツールのインストール

アップデート　  無償
新機能やセキュリティパッチ

革新的技術　  無償
モバイルや動画などのテクノロジー

99.9%

稼働率保証　  持続

ITコストは必ず削減できる
Google Apps Premier Edition

メールシステムを自社でホストする場
合に比べて50%もコストを削減でき、
Microsoft Exchangeソリューションの
開発を外部に委託した場合と比べると
さらに節約できました。

Travelstart Nordic AB 
Erik Bosrup 氏

Google Apps の導入により、メールのコス
トは従来の3分の1以下で済みます。しか
も、柔軟で迅速に対応できる有形無形の
メリットは比べものになりません。

日本財団システム統括グループ
情報コミュニケーション
チームリーダー吉倉 和宏氏

9 10

まずは無料でお試しください
● オンラインからのお申し込みで、30日間の無料使用ができます。
移行ツールでスムーズにチェンジ
● Microsoft Outlookをご利用のお客様へ  Google Apps Sync for Microsoft Outlook
● Lotus Notesをご利用のお客様へ  Google Apps Migration for Lotus Notes

信頼の販売・開発パートナー
販売パートナー各社から購入可能です。また開発パートナーからは、
シングルサインオンや業務ツール連携などのソリューションが
リリースされています。
詳細  www.google.co.jp/enterprise/partner.html

※99.9%の Google Apps 稼働率の保証は 
Google Apps Premier Editionにご契約の
組織に提供されるサービスです。 

価値あるプライス
Google Apps Premier Edition
● 100アカウント以上 - 1アカウントあたり年間6,000円
● 99 アカウント以下 - 1アカウントあたり年間50米ドル
（オンライン申し込みのみ）

問い合わせフォーム 
http://www.google.co.jp/a/

ビジネス以外は無償版をご利用いただけます。
 ● 学校・教育機関へ　Google Apps Education Edition
 ● ご家族・グループへ　Google Apps Standard Edition

いますぐトライ Google Apps Premier Edition

Googleをあなたのビジネスに

ハードウェア　  不要
サーバーやストレージなどの増設

ソフトウェア　  不要
Ｏｆｆｉｃｅツールのインストール

アップデート　  無償
新機能やセキュリティパッチ

革新的技術　  無償
モバイルや動画などのテクノロジー

99.9%

稼働率保証　  持続

ITコストは必ず削減できる
Google Apps Premier Edition

メールシステムを自社でホストする場
合に比べて50%もコストを削減でき、
Microsoft Exchangeソリューションの
開発を外部に委託した場合と比べると
さらに節約できました。

Travelstart Nordic AB 
Erik Bosrup 氏

Google Apps の導入により、メールのコス
トは従来の3分の1以下で済みます。しか
も、柔軟で迅速に対応できる有形無形の
メリットは比べものになりません。

日本財団システム統括グループ
情報コミュニケーション
チームリーダー吉倉 和宏氏

9 10

まずは無料でお試しください
● オンラインからのお申し込みで、30日間の無料使用ができます。
移行ツールでスムーズにチェンジ
● Microsoft Outlookをご利用のお客様へ  Google Apps Sync for Microsoft Outlook
● Lotus Notesをご利用のお客様へ  Google Apps Migration for Lotus Notes

信頼の販売・開発パートナー
販売パートナー各社から購入可能です。また開発パートナーからは、
シングルサインオンや業務ツール連携などのソリューションが
リリースされています。
詳細  www.google.co.jp/enterprise/partner.html

※99.9%の Google Apps 稼働率の保証は 
Google Apps Premier Editionにご契約の
組織に提供されるサービスです。 

価値あるプライス
Google Apps Premier Edition
● 100アカウント以上 - 1アカウントあたり年間6,000円
● 99 アカウント以下 - 1アカウントあたり年間50米ドル
（オンライン申し込みのみ）

問い合わせフォーム 
http://www.google.co.jp/a/

ビジネス以外は無償版をご利用いただけます。
 ● 学校・教育機関へ　Google Apps Education Edition
 ● ご家族・グループへ　Google Apps Standard Edition

いますぐトライ Google Apps Premier Edition

Googleをあなたのビジネスに

AWS事業内容

ハードウェア　  不要
サーバーやストレージなどの増設

ソフトウェア　  不要
Ｏｆｆｉｃｅツールのインストール

アップデート　  無償
新機能やセキュリティパッチ
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開発を外部に委託した場合と比べると
さらに節約できました。

Travelstart Nordic AB 
Erik Bosrup 氏

Google Apps の導入により、メールのコス
トは従来の3分の1以下で済みます。しか
も、柔軟で迅速に対応できる有形無形の
メリットは比べものになりません。

日本財団システム統括グループ
情報コミュニケーション
チームリーダー吉倉 和宏氏
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まずは無料でお試しください
● オンラインからのお申し込みで、30日間の無料使用ができます。
移行ツールでスムーズにチェンジ
● Microsoft Outlookをご利用のお客様へ  Google Apps Sync for Microsoft Outlook
● Lotus Notesをご利用のお客様へ  Google Apps Migration for Lotus Notes

信頼の販売・開発パートナー
販売パートナー各社から購入可能です。また開発パートナーからは、
シングルサインオンや業務ツール連携などのソリューションが
リリースされています。
詳細  www.google.co.jp/enterprise/partner.html

※99.9%の Google Apps 稼働率の保証は 
Google Apps Premier Editionにご契約の
組織に提供されるサービスです。 

価値あるプライス
Google Apps Premier Edition
● 100アカウント以上 - 1アカウントあたり年間6,000円
● 99 アカウント以下 - 1アカウントあたり年間50米ドル
（オンライン申し込みのみ）

問い合わせフォーム 
http://www.google.co.jp/a/

ビジネス以外は無償版をご利用いただけます。
 ● 学校・教育機関へ　Google Apps Education Edition
 ● ご家族・グループへ　Google Apps Standard Edition

いますぐトライ Google Apps Premier Edition

Googleをあなたのビジネスに

主なクラウド導入実績

弊社では2008年頃より、社内サーバーを全てアマゾン ウェ
ブ サービス (AWS) に移行し、その後、お客様へもクラウド
型サーバーの提供を実施してまいりました。 
その 数多くの実績と技術が認められ、関西初の
「AWS アドバンスドコンサルティングパート
ナー」として認定されています。 

特に好評なサービスは『 cloud link 』というAWSを弊社で
構築し、お客様へ直接提供するサービスがです。 
Webサーバーからデータベースサーバーまでご自由にご利用
頂けます。しかも専用サーバープランでは初期費用無しで、
最短１営業日からお渡しできます。 
AWS実績は2年で10倍以上の規模に拡大しています。

ご請求書ベースで 
日本円、月額固定 
でお支払い

最短１営業日からの 
スピード提供 

サーバーは必要な時に 
必要なだけ

2008年からの 
関西市場での 

圧倒的な導入実績と 
ノウハウ


