
サービス・料金一覧 Ⅰ

※ご請求時に消費税の端数を処理するため、実際の請求額と表示額とが異なる場合がございます。

・利用時間に応じて料金が加算されますが、毎月一定期間を超えると料金が月額上限額に達し、定額となります。

・Windows Serverをご利用の場合は、別途、OSのライセンス費用が発生します。

・ディスク容量につきましては、ストレージサービス「ブロックストレージ」をアタッチしてご利用ください。

・利用時間に応じて料金が加算されますが、毎月一定期間を超えると料金が月額上限額に達し、定額となります。

・OSテンプレートになりますので、ご利用の際は、別途、仮想サーバーの料金が発生します。

・Windows Server ＋ SQL Serverの料金になります。

・Windows Server ＋ SQL Serverは、お申し込み月、ご解約月ともに満額を頂戴いたします。

・SQL Serverは、ライセンスモビリティの対象製品です。お持込の場合は、お客様にてマイクロソフト社へ申請手続きをお願いいたします。

・OSテンプレートになりますので、ご利用の際は、別途、仮想サーバーの料金が発生します。

8vCPU

16vCPU

32vCPU

40vCPU

¥92,400

¥184,800

¥369,600

¥462,000

SQL Server 2012 Standard Edition

SQL Server 2014 Standard Edition

SQL Server 2016 Standard Edition

SQL Server 2019 Standard Edition

▼SQL Server

OSテンプレート 単位
料金

月額

4vCPU ¥46,200

▼仮想サーバー

スペック 料金

サーバータイプ CPU メモリ 初期費用 時間

Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition

Windows Server 2016 Datacenter Edition

Windows Server 2019 Datacenter Edition

¥4.62 ¥2,772

ST0202 2vCPU 2GB ¥9.24 ¥5,544

月額上限額

Standard プラン

ST0101 1vCPU 1GB

無料

¥7,678

ST0404 4vCPU 4GB ¥18.48 ¥11,088

ST0204 2vCPU 4GB ¥12.81

¥15,323

ST0808 8vCPU 8GB ¥37.10 ¥22,253

ST0408 4vCPU 8GB

¥30,646

ST1616 16vCPU 16GB ¥74.06 ¥44,429

ST0816 8vCPU 16GB ¥51.09

16vCPU

¥61,292

ST3232 32vCPU 32GB ¥205.40 ¥123,233

ST1632 16vCPU 32GB ¥102.17

¥15,202

¥163,944

専有 プラン 無料

ST3260 32vCPU 60GB ¥273.24

¥21,098HC0802 8vCPU 2GB ¥35.18

HC0401 4vCPU 1GB ¥17.03 ¥10,208

VD40120 40vCPU 120GB ¥306.24 ¥183,744

HC1602

ST0102

4GB ¥141.77 ¥85,052

High MEM プラン 無料

HM0108 1vCPU 8GB

HM0104 1vCPU 4GB ¥6.21 ¥3,718

High CPU プラン

¥54.26 ¥32,549

¥12.68 ¥7,601

HM0208 2vCPU 8GB ¥13,222

16GB

¥59,400

2022.04

※2021年4月1日現在の仕様・料金です。

※将来のサービス見直しにより、これらは変更になる場合があります。

※金額表記はすべて税込みです。

2GB ¥67.85 ¥40,700
無料

HC1604 16vCPU 4GB ¥70.36

HC3208 32vCPU 8GB ¥145.40 ¥87,230

1vCPU 2GB ¥5.94 ¥3,564

¥42,207

HM0416 4vCPU 16GB ¥48.65 ¥29,183

時間 月額上限額
OSテンプレート

仮想

¥22.05

HC3204

HM0216

32vCPU

2vCPU ¥25.35

HM0432 4vCPU 32GB

単位

▼Windows Server

HM0832 8vCPU 32GB ¥99.00

¥220.00 ¥110,00040vCPU

料金

¥5.50 ¥2,750

¥11.00 ¥5,500

¥22.00 ¥11,000

¥44.00 ¥22,000

1vCPU

32vCPU ¥176.00 ¥88,000

16vCPU ¥88.00 ¥44,000

8vCPU

4vCPU

2vCPU

ST0406 4vCPU 6GB ¥22.00 ¥13,200

ST0812 8vCPU 12GB ¥44.08 ¥26,444

¥25.55



サービス・料金一覧 Ⅱ

※ご請求時に消費税の端数を処理するため、実際の請求額と表示額とが異なる場合がございます。

・利用時間に応じて料金が加算されますが、毎月一定期間を超えると料金が月額上限額に達し、定額となります。

・ブロックストレージにつきましては、「仮想サーバー」にアタッチしてご利用ください。

・ブートストレージ ならびに 追加ストレージとして、1つの仮想サーバーにそれぞれ1個ずつアタッチいただけます。

・50GBのブロックストレージは、1つの仮想サーバーに1個までアタッチいただけます。

・ベアメタルサーバーは、納品月、ご解約月ともに満額を頂戴いたします。

・専有ホストは、納品月、ご解約月ともに満額を頂戴いたします。

・フェイルオーバーをご希望の場合は、移行先用としてのホスト分も合わせてお申し込みください。

・ホストタイプにWindowsをご選択いただいた場合、仮想サーバーを作成いただいた段階でホストのCPUコア数に応じたライセンス費用が別途、発

　生します。

・SQL Serverをご利用いただく場合、仮想サーバーのvCPUに応じたライセンス費用が別途、発生します。

・オブジェクトストレージは、データ転送量に対する従量課金はございません。

スペック 料金

容量 IOPS 初期費用 時間 月額上限額

2022.04

※2021年4月1日現在の仕様・料金です。

※将来のサービス見直しにより、これらは変更になる場合があります。

※金額表記はすべて税込みです。

▼ブロックストレージ

5,000 IOPS ¥58.61 ¥35,156

10,000 IOPS ¥113.55 ¥68,123

ブートストレージ

追加ストレージ

50GB 500 IOPS

無料

無料 無料

100GB

1,000 IOPS ¥14.66 ¥8,789

300GB

1,000 IOPS ¥21.76 ¥13,046

5,000 IOPS ¥65.28 ¥39,160

10,000 IOPS ¥119.66 ¥71,786

500GB

1,000 IOPS ¥28.43 ¥17,050

5,000 IOPS ¥71.06 ¥42,636

10,000 IOPS ¥124.36 ¥74,613

1TB

1,000 IOPS ¥45.25 ¥27,137

5,000 IOPS ¥86.99 ¥52,184

10,000 IOPS ¥139.19 ¥83,501

¥118,800

ZB-02 8コア×2 128GB

SSD 960GB

＋

ioMemory

1.25TB

無料 －

2TB

1,000 IOPS ¥77.51 ¥46,497

5,000 IOPS ¥117.95 ¥70,763

10,000 IOPS ¥168.49 ¥101,090

▼ベアメタルサーバー

スペック 料金

サーバータイプ CPU メモリ ディスク 初期費用 時間 月額

¥148,500

無料

専有ホスト

72コア

無料

▼専有ホスト

スペック 料金

仮想コア数 ホストタイプ CPU メモリ 初期費用 時間 月額

－ ¥217,800

ベアメタルサーバー

ZB-01 8コア×2 128GB SSD 960GB 無料 －

48コア

▼オブジェクトストレージ

単位
料金

時間 月額上限額

－ ¥195,800

ストレージ容量 1GB － ¥11

Linux

Windows

Linux

Windows

18コア×2

18コア×2

256GB

128GB

▼イメージ保存

単位
料金

時間 月額

ストレージ容量 1GB ¥0.02 ¥11

リクエスト数 1,000 リクエスト ¥0.55 －



サービス・料金一覧 Ⅲ

※ご請求時に消費税の端数を処理するため、実際の請求額と表示額とが異なる場合がございます。

・利用時間に応じて料金が加算されますが、毎月一定期間を超えると料金が月額上限額に達し、定額となります。

・専有グローバルネットワークは、納品月、ご解約月ともに満額を頂戴いたします。

・利用時間に応じて料金が加算されますが、毎月一定期間を超えると料金が月額上限額に達し、定額となります。

・NATロードバランサーは、NATロードバランサー用の/23のVLANが払い出されます。

・利用時間に応じて料金が加算されますが、毎月一定期間を超えると料金が月額上限額に達し、定額となります。

・シングル構成の料金となります。

・納品月、ご解約月ともに満額を頂戴いたします。

・L7ロードバランサーは、ソフトウェアになりますので、ご利用の際は、別途、仮想サーバーの料金が発生します。

・利用時間に応じて料金が加算されますが、毎月一定期間を超えると料金が月額上限額に達し、定額となります。

▼F5 BIG-IP Access Policy Manager (BIG-IP APM)

※最大で2,500ユーザーまで追加可能です。

※スループットのアップグレードは不可となります。

※別途仮想サーバー＋ブロックストレージが必要です。

255,200円

オプション

ユーザー追加 / 50ユーザー

ユーザー追加 / 250ユーザー

1年

2年

3年

1年

2年

3年

56,100円

44,000円

33,000円

127,600円

101,200円

75,900円

プラン

200Mbps / 〜500ユーザー

1Gbps / 〜500ユーザー

最低利用期間 提供価格

1年

2年

3年

1年

2年

3年

206,800円

165,000円

123,200円

426,800円

341,000円

基本

¥80,520

－ ¥158,400

－ ¥327,360

300Mbps － － ¥105,600

¥1.10 ¥660無料

▼NATロードバランサー

単位
料金

初期費用 時間 月額上限額

NATロードバランサー ネットワーク 無料 ¥53.90 ¥32,340

帯域
料金

初期費用 時間 月額

100Mbps － － ¥84,700

¥21,120

－ ¥5,280

/26

/25

VLAN ネットワーク 無料 ¥9.13 ¥5,500

▼VLAN(プライベートネットワーク)

単位
料金

初期費用 時間 月額上限額

1Gbps － － ¥163,900

L7ロードバランサー

▼L7ロードバランサー

¥2,640

¥8.80 ¥5,280

64個

32個

VIP グローバルIPアドレス 無料 ¥1.10 ¥660

▼専有グローバルネットワーク

時間 月額

/22 － ¥665,280

単位
料金

初期費用

－ ¥10,560

/27 －

グローバルIPアドレス グローバルIPアドレス

単位

1個

2個

4個

8個

16個

▼DSRロードバランサー

単位
料金

初期費用 時間 月額上限額

/29

/28

ネットワークセグメント 無料

/24

/23

－ ¥42,240

－

2022.04

※2021年4月1日現在の仕様・料金です。

※将来のサービス見直しにより、これらは変更になる場合があります。

※金額表記はすべて税込みです。

▼標準グローバルネットワーク

グローバルIPアドレス 無料

¥1.10 ¥660

¥2.20 ¥1,320

料金

初期費用 時間 月額上限額

¥70.40 ¥42,240

¥17.60 ¥10,560

¥35.20 ¥21,120

¥4.40



サービス・料金一覧 Ⅳ

※ご請求時に消費税の端数を処理するため、実際の請求額と表示額とが異なる場合がございます。

・インターネット側へ出て行く通信のみ課金対象となります。

・インターネット側から流入する通信は非課金対象です。

・内部ネットワークにおけるサーバー間などでの通信は非課金対象です

・専用線接続 ならびに 閉域VPNサービス は、ご利用環境などによって初期費用や月額費用が異なる場合がございます。

・インターネットVPN(VyOS)は、OSテンプレートになりますので、ご利用の際は、別途、仮想サーバーの料金が発生します。

・あらかじめ契約期間や配信量を確約することにより、GBあたりの単価を下げてご提供することが可能です。詳細はお問い合わせください。

・初期費用は無料です。リクエスト数による課金もありません。データ転送量のみが課金対象となります。

・契約期間、転送量コミットなどの制限はありません。

・配信量の小数点以下は切上げとなります。

・ピーク時のトラフィックが目安となります。

WAF（100Mbps～） 応相談 個別御見積 － 個別御見積

WAF50M（～50Mbps） 10 ¥220,000 － ¥165,000

WAF100M（～100Mbps） 10 ¥220,000 － ¥220,000

1 ¥110,000 － ¥55,000

WAF10M（～10Mbps） 1 ¥110,000 － ¥110,000

WAF5M（～5Mbps）

WAF200k（～200Kbps） 1 ¥33,000 － ¥11,000

WAF500k（～500Kbps） 1 ¥110,000 － ¥33,000

登録可能なFQDN数
料金

初期費用 時間 月額上限額

▼WAF

初回セットアップ代行

(オプション)
1回 ¥154,000 － －

各種設定代行

(オプション)
1回 ¥30,800 － －

¥12.1

150～500TB/月 － ¥9.9

500TB以上 － 個別御見積

1～10 TB/月

GB 無料

－ ¥14.3

10～50 TB/月 － ¥13.2

50～150 TB/月 －

従量プラン 単位
料金

初期費用 時間 月額

インターネットVPN(VyOS) － 無料 無料 無料

▼CDN

2年 － ¥83,600

3年 － ¥74,800

専用線接続 1年 ¥330,000 － ¥262,900

閉域VPNサービス

1年

¥198,000

－ ¥97,900

利用期間
料金

初期費用 時間 月額

2022.04

※2021年4月1日現在の仕様・料金です。

※将来のサービス見直しにより、これらは変更になる場合があります。

※金額表記はすべて税込みです。

▼専用線・閉域網・インターネットVPN

▼データ転送量

単位
料金

初期費用 時間 月額

データ転送量 1GB 無料 － ¥11



サービス・料金一覧 Ⅴ

※ご請求時に消費税の端数を処理するため、実際の請求額と表示額とが異なる場合がございます。

・シングル構成の料金となります。

・ライセンスは一括払いとなります。納品月の翌月に満額を頂戴いたします。

・次世代ファイアウォールは、ソフトウェアになりますので、ご利用の際は、別途、仮想サーバーの料金が発生します。

－

1年:  \5,500

－

グローバルIP

¥301,400 ¥409,200

¥111,100 ¥154,000

¥89,100 ¥124,300

¥69,300 ¥95,700

¥49,500 ¥67,100

¥39,600 ¥53,900

¥244,200 ¥331,100

¥188,100 ¥255,200

FG-VM08v

FG-VM08v-12

FG-VM08v-24

FG-VM08v-36

1年

2年

3年

¥30,800 ¥41,800

1年

2年

3年

FG-VM04v

FG-VM04v-12 1年

FG-VM04v-24 2年

FG-VM04v-36 3年

FG-VM02v

FG-VM02v-12

FG-VM02v-36

¥65,780

料金

クイック認証SSL

企業認証SSL

FG-VM01v-24

FG-VM02v-24

▼次世代ファイアウォール

プラン

FG-VM01v

FG-VM01v-12

FG-VM01v-36

FW FW・UTM

2年

3年

¥51,700

利用期間
料金

¥29,700 ¥40,700

¥23,100 ¥31,900

1年 ¥37,400

2022.04

※2021年4月1日現在の仕様・料金です。

※将来のサービス見直しにより、これらは変更になる場合があります。

※金額表記はすべて税込みです。

¥140,800

1年 ワイルドカード

1年:  \103,400

1年:  \103,400

－EV SSL

▼SSL証明書

¥38,280

33,000〜

▼サポート

単位
料金

初期費用 時間 月額

標準サポート（平日10:00 - 19:00） 契約 無料 無料 －

プレミアムサポート（24時間365日） 契約 個別御見積 －


