Azureの利用検討から、提案・構築・サポートまでを
ワンストップでご提供します
お客様

ネットワーク構築

ワークショップ
支払い代行

よろず相談
各種構築

計画

AZPowerのAzureインテグレーションサービス

サービス紹介サイト

https://pcp.azpower.co.jp

マネージド

導入

運用

決済

会社概要

会社名

AZPower株式会社

代表取締役

橋口

東京本社

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-1

信平

ヒューリック神田須田町ビル 2F

資本金

332,500,000円

事業種別

Microsoft Azureに特化したクラウドインテグレーション事業
クラウドを活用したIoTプラットフォーム提供事業
クラウドを活用したLMSサービス提供事業

AZPower株式会社はマイクロソフトパートナープログラムの
Cloud PlatformにおけるGold Partnerです。

h t t p s : / / a z p o w e r. c o . j p
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2020年10月9日、「Microsoft AzureへのWindows Se
rverとSQL Serverの移行」分野でマイクロソフト社の
Goldコンピテンシーパートナーの中でも特に高度な専
門性を有するAdvanced Specializationの国内パート
ナーとして第一号の取得となりました
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事業領域
AZPower株式会社は、お客様のクラウド活用をサポートするクラウドインテグレーターです。
ネットワーク導入からクラウドの活用、クラウドソリューションを提供し、ビジネスに貢献します。
クラウドインテグレーション・Azure技術支援事業
⚫ テレワーク導入支援

⚫ コンサルティング・ワークショップ

Azure PaaSを活用した

LMS・Skilling 事業

⚫ トレーニング on クラウド

•

PowerSKILL（専有型）

⚫ クラウド活用支援

・ Azure インフラエンジニア育成

⚫ 法人向けラーニングマネジメントシステム

•

PowerSKILL Lite（SaaS型）

⚫ ネットワーク導入サービス

・ Azure 開発エンジニア育成

⚫ SKILLマーケット

•

PowerSKILL MEET

・ Azure 導入支援

⚫ Teams連携

・ Azure 設計支援

⚫ ライブストリーミング配信

•
•

ExpresRoute
Azure VPN

⚫ クラウドよろず相談

など

⚫ クラウドライセンス（CSP)
⚫ アセスメント

•
•
•

Cognitive Services
Azure Media Services
Funcrtion Apps

⚫ Azureエンジニアの常駐

Azure PaaSを活用した IoT 事業

⚫ Azure・Microsoft365導入支援
•
•
•
•
•

Azure Active Directory
ID同期/ID管理
EMS（ AzureAD・ Intune・AIP）
Windows Virtual Desktop導入支援
Azure Sentinel
Azure Security and Management（旧 OMS）

⚫ PaaSを活用した開発サービス
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•

Power Platform

•
•

Azure DevOps
Cognitive Services

⚫ IoTプラットフォーム

⚫ 閉域 セキュア SIM
⚫ 認証・プロトコル変換
⚫ デバイス管理・データ収集蓄積
⚫ データの視える化

•
•
•
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Azure Synapse Analytics
Azure Data Lake
Azure Stream Analytics

•

Power IoT Platform

•

Power SIM

•

Power Monitor

•

Azure IoT Central

•

Power BI

•

センサー機器

AZPower組織構成

株主総会
取締役会

代表取締役社長

経営管理本部
Business Administration H.Q.
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マーケティング本部
M a r k e t i n g

H . Q .

クラウドサービス開発本部
Cloud Service Development H.Q.
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クラウドインテグレーション本部
C l o u d

I n t e g r a t i o n

H . Q .

クラウドセールス本部
C l o u d

S a l e s

H . Q .

協力会社紹介
3社のリソースを結集し、クラウド時代の最先端ソリューションをご提供いたします。
Azure

CI事業

クラウドインテグレーション
コンサルティングサービス
ネットワーク
CSPライセンス

IoT事業
Power IoT Platform

PowerSKILL事業
法人向けLMS・Skilling事業

AZPower(株)
Azure・ID管理・ネットワークを強みとしたクラウドインテグレータ

オンライン英会話
テノリエイゴ事業

IoT関連
ソリューション開発

オンライン語学学校向け
基盤ソフトEduCross
Live

LMSソフト
＜法人向け＞
PowerSKILL開発ライ
センス
＜文教向け＞
EduCross

(株)ビナヤマト
Azure PaaSを活用したスピード開発 IoT

マイクロソフトクラウドAzure上における
ソフトウェア開発
(株)MUSASHI（ベトナム登記）

5

LMS ソフト開発

ベトナム人介護人材のためのラーニング
および就職先マッチングプラットフォーム事業

ベトナムハノイ工科大学出身者を中心としたオフショア開発
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AZPowerの強み

Azure・Microsoft365 の専門店としてお客様に選ばれる理由
コンサルティング支援サービス

Azure構築パッケージ

マネージド・よろず相談サービス

クラウド商談のご支援やご利用される情報システム部門様による
導入支援をコンサルタントによるQAサービスや技術情報の提供
に加えて、アセスメント、ワークショップの開催、POC、運用支
援、最適化サービスなど要望に応じて実施します。

お客様のニーズが多い Azure 活用シナリオをお求めやすい価格
でパッケージ化。「ファイルサーバー (IaaS) 構築Pack」、
「WSUSサーバー (IaaS) 構築Pack」などお客様のクラウド活用
を強力にバックアップします。

Azure Monitor/Log Analytics/Application Insights などを活
用した 24/365 自動監視を行い障害時の復旧作業を行います。
クラウドとネットワークを一気通貫でマネージドすることにより、
障害対応時間の短縮を実現します。またよろず相談サービスによ
りAzure利用中の困った！を解決する、インシデント相談サービ
スにてご提供致します。

ID管理

ネットワーク

Windows Virtual Desktop導入

お客様事業拠点と Azure との接続、クラウド側からのインター
ネット接続環境の構築など、クラウド活用においてネットワーク
は非常に重要な要素となります。当社のネットワークパッケージ
サービスを経験豊富なエンジニアがご提案。クラウドとネット
ワークをワンストップでご提供いたします。

Windows Virtual Desktopは導入後の運用が重要です。運用次第
で70%のコスト減を実現するノウハウを持つAZPowerに導入支
援から運用までおまかせください。WVDをお試しで利用できる
スタータープランもご用意してます。

PaaSを活用したスピード開発

IoTプラットフォーム

LMS

Azure は PaaS（Platform as a Service）が充実しています。
PaaSは、ITインフラの構築や運用保守が不要というだけでなく、
提供されている様々なツールを組み合わせることで、競合他社と
の差異化につながるアプリケーションを短期間に安価に開発でき
ます。Azureを熟知した当社の開発者が、PaaS上でのスピード開
発を実現します。

Azure PaaS を活用した IoT プラットフォーム「Power IoT
Platform」によりセンサーデバイスを短期間にクラウド接続さ
せ、センサー情報を BIツールで可視化できます。デバイス管理
機能による M2M 環境の実現など様々なニーズにお応えします。

Azure PaaS を活用した、いま「最も使いやすい」クラウド型
LMS「PowerSKILL」。企業内研修の課題をオールインワインで
解決します。

オンプレミスの Active Directory をどのようにクラウド側と連
携し、SSO、アカウント管理の一元化を実現していけば良いのか。
お客様の環境・ご要望をお聞きして5つのパッケージから最適な
プランをご提案いたします。
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AZPowerのクラウドインテグレーションサービス

マイクロソフトのクラウドを―

Power Cloud Plus が、クラウド利用の検討から、
設計・構築・サポートまで、AZPowerがトータルにサポートします
Power Cloud PlusでAzureのライセンスを購入するだけで得られる、5つの無料サービス

知る

使ってみる
計画する

導入する

運用する

決済する
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●テレワーク導入支援：「Azure＆Microsoft365で実現するフルクラウド環境」活用集 テレワーク導入Teams無料相談会
●アセスメント ●無料ワークショップ開催※
●PoC（概念検証）無償支援プラン※
●無料 Teamsによるヒアリング・ご提案サービス
●よろず相談サービス、コンサルティングサービス
●パッケージプラン
～ID・認証基盤～
「AD クラウド移行 Pack（IaaS）」
「ADDS 新規構築Pack（PaaS）」
「Azure AD 構築 Pack」
「Azure AD ID同期サーバー (IaaS) 構築Pack」
「ADFSサーバー(IaaS) ID 連携構築Pack」

～ワークスタイル変革～
「Microsoft365導入支援Pack」
「閉域SIM Power SIM for Mobile」
「Windows Virtual Desktop導入」

～クラウドシステム構築～
「Azure移行サービス」
「ファイルサーバー (IaaS) 構築Pack」
「WSUSサーバー (IaaS) 構築Pack」
「動画配信プラットフォーム」
「IoTプラットフォーム」

～ネットワーク基盤～
「ExpressRoute 導入Pack」
「Azure VPN 導入Pack」
～ PaaSを活用したスピード開発～
「ベトナムオフショア開発」

●マネージドサービス
「Basic プラン」 全ノードマネージドサービス「無料」 ※Azure Monitor, Log Analytics などの利用料金は別途必要
「Standard プラン」 月額１台１万円
月次リソースレポート、スケールアウト・スケールアップなどの操作代行、障害発生時の一時対応など
「Professional プラン」 月額１台３万円
Azureを熟知したエンジニアが障害原因究明と復旧対応を実施
●支払い代行手数料「無料」
●まとめて請求 ネットワーク、パッケージ

※無料・無償となる場合には条件があります。詳細は当社営業までお問い合わせください。
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Azure＆Microsoft365で実現するフルクラウド環境
Azure
IaaS

※閉域ネットワーク
ExpressRoute

※インターネットVPN

VPN Gateway

※インターネットVPN
VPN Gateway 基幹サーバ 情報系サーバ

WVD仮想マシン

AAD
Connect

社員
（自宅・外出先）
PaaS

Active Directory
クライアントPCを利用

AADとのID同期
データベース

Web

M365で実現

①BitLockerの設定
→ハードディスク暗号化

②Intuneの設定

→PC紛失時のロック・ワイプ

ファイルサーバーなど

Microsoft 365 Business Premium
AAD認証

オフィス・オンプレミス環境
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Officeアプリを最大限に活用 (モバイル・タブレットを含め15台まで)
1TBのオンラインストレージを使用
ID管理
メールと予定表
インスタントメッセージング (IM)とオンライン会議でコラボレーション
高度なサイバー攻撃に対する防御を強化
モバイルデバイス、タブレット、コンピューターを管理
ビジネスデータの保護を追加
これまでで最も安全なWindowsを利用できる
Windows 10のマルチセッション利用をWindows Virtual Desktopで実現

ID管理

④Defender

→ウイルス対策ソフト、FW、PC探索

⑤AIP設定

→Officeファイルの暗号化、誤送信対策

デバイス統合管理

⑥Azure VPN Client

→AAD認証、条件付きアクセス
⑦パスワードレス
→FIDO2セキュリティーキー

Azure
Information
Protection (AIP)

Azure Active
Directory (AAD)

Intune

VDIを利用
Teams

SharePoint OneDrive Defender

Outlook Exchange

Copyright© AZPower All Rights Reserved.

→ID管理、多要素認証

SaaS
AAD・多要素認証

月額¥2,180
データ保護

③AAD参加

Word

Excel

マイクロソフトの仮想デスクトップ
WVD ＝Windows Virtual Desktop

WVD

Power
Point OneNote

M365 ＋Azureで実現

Access

※Microsoft

365 Business Premiumは300人未満の企業様向けのサービスです。
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当社の強み
（フロントエンドからバックエンドまで一気通貫でご提供）

アプリ

フロントエンド

バックエンド

Office365 Apps

EMS / VDI

IaaS / PaaS

Officeアプリ
Teams, Outlook
OneDrive, SharePoint

Intune
Azure AD
Windows Virtual Desktop
AIP

Lift & Shift
App Modernization
LMS (PowerSKILL)
IoT (Power IoT Platform)

DXビジネスの拡大に
向けた戦略投資

テレワークインフラ投資

9
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Azure よろず相談サービス

計画

Azure 利用中の「困った！」を解決する、インシデントベースの相談サービス
プラン

ライトプラン
Azure よろず相談サービス

月2件のメールでのインシデント対応。
Azureへの不安を解消する安心・お手軽プラン

ベーシックプラン
ライトプランに加えて、Teamsなどを使ったオンライ
ンミーティングを含んだ充実プラン

オンライン
ミーティング

月当たりの
標準対応件数

×

2件

¥50,000 / 月

1回

2件

¥100,000 / 月

価格（税抜）

※ 上記プランご契約のお客様で、標準対応件数3件以上をご希望の場合、６万円／３件（３件単位での購入となります）
でスポット購入できます。
なお、毎月のインシデントが多いお客様向けに標準対応件数のカスタマイズもご用意しております。

※ １件当たりのインシデントは、弊社技術者が2時間以内で対応可能な内容としております。
※ ご相談範囲は、Azureサービス全般に加えて、弊社にて提供しているライセンス、及び構築した範囲としております。
利用できるお客様
・ 弊社経由で Azure 料金をお支払いいただいているすべてのお客様
・マネージドサービスのご契約を頂いているお客様
10
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AZPowerの Azure 環境構築サービス

導入

各種Azure環境構築をパッケージ化価格で提供
項目

初期費用

Active Directory クラウド移行 パッケージ（IaaS）
認証基盤のクラウド化、アップグレード もしくは 移行を行いたい （例：基盤の老朽化に伴う、システム更改）

Windows Virtual Desktop新規構築パッケージ（WVD）
認証基盤のクラウド化、新規構築を行いたい（例：子会社など新会社設立やWorkgroupからなど）

Azure AD 構築 パッケージ
Azure環境構築
パッケージ

SaaSアプリの認証の一元管理を行いたい（例：Box、Salesforce、G Suiteなど）

Azure AD ID同期サーバー (IaaS) 構築パッケージ
既存のActive Directoryとシングルサインオン(SSO)を行いたい（例：既存ADのID/Passを利用した認証を行う）

Intune構築パッケージ
サーバーレス、クラウド化による管理、新規構築（例：社内の物理的なサーバー管理を削減したい）

WSUSサーバー (IaaS) ＋O365ProPlus構築パッケージ
サーバーレス、クラウド化による管理、新規構築（例：社内の物理的なサーバー管理を削減したい）

ExpressRoute 導入パック ベーシックプラン/冗長化プラン（ギガ）
ネットワーク環境構築
パッケージ

Azureとのネットワーク接続を行いたい（例：事業拠点とAzure の環境を安全に接続したい)

Azure VPN 導入パック ベーシックプラン/冗長化プラン（ギガ）
Azureとのネットワーク接続を行いたい（例：事業拠点とAzure の環境を安全に接続したい)

12
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¥2,000,000~
¥1,000,000~
¥400,000~
¥1,500,000~
¥1,500,000~
¥2,500,000~
¥300,000~

¥300,000~

クラウドを活用したファイル共有シナリオ

Microsoft365 + Azureでシナリオに合わせた多彩なファイル共有を実現

SharePoint

OneDrive

仮想マシンで
ファイルサーバーを構築
ドキュメント以外のあらゆる汎
用的なファイルの保管
既に社内で利用しているファイ
ルサーバーの移行先としても利
用可能

利用用途

ポータル画面利用した体系立て
た組織で共有するドキュメント
の保管

社員個人用のドキュメントの保
管

ドキュメント以外のあらゆる汎
用的なファイルの保管

接続形態

• インターネット

• インターネット

•
•

主な共有先

特徴

•
•

社内
ビジネスパートナー

•

ドキュメントのバージョン
管理
ポータル画面の提供
Teamsとの連携

•
•

•
•

社内
ビジネスパートナー

閉域接続
VPN

• 社内

•
•

•

© AZPower Inc.All Rights Reserved.

閉域接続
VPN

• 社内
•

※Microsoft 365 Business Premium 月額2,180円に含まれます。
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Azure Files

社内のファイルサーバーと
全く同じ操作感
きめ細やかなアクセス権の
設定

Azure移行サービス

導入

1台～1,000台規模まで、Azureへの移行をサポートします
適切なアセスメントで現状の調査からサポートいたします

Step 1

Step 2

Step 3

環境の調査
•
•
•

移行先の選定
•
•

IaaSへのLift
PaaSへのRefactoring

移行方法の選定
•
•

Step 4

利用中のハードウェア、ソフトウェアの棚卸
システムの利用率
ネットワーク利用量

移行ツールの選定
新規作成
→ データ移行またはデータ同期

移行作業＆テスト
•
•

実際の移行作業
移行後のテストの実施

1台～でも規模を問わず、どんな移行もご相談ください
オンプレミス環境のサーバー 15台 をAzureへ移行

日本マイクロソフト社認定の
アセスメントパートナーです

Azure

お客様環境
既存仮想環境
物理サーバー × 3 （ゲスト OS × 10）

IaaSはもちろん、PaaS活用も安心して
おまかせください

移行ツールを利用した
サーバーの移行

…

…

海外でも実績豊富な移行製品の
提供パートナーです

既存物理サーバー × 5台

閉域接続

Azure専門のインテグレーターだからできる、安心のサポート！

日本マイクロソフト社認定の
マイグレーションパートナーです

お客様

ネットワーク構築

Azureトレーニング
支払い代行

よろず相談
各種構築

Step 5

運用
•
•
•
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利用方法のレクチャー
マネージドサービス
より効果的にクラウドを利用するための継続的な見直し

運用に最適な当社Azureトレーニング
をご優待価格で受講できます

計画

マネージド

導入

運用

AZPowerがワンストップでサポート

© AZPower Inc.All Rights Reserved.

決済

Windows Virtual Desktop（WVD）導入サービス

導入

Windows Virtual DesktopでDaaSが変わる！
ココが革命的！

“マルチセッション”で
Windows10アプリをシームレスに使えるのは、
Windows Virtual Desktopだけ！

1台から
利用できる

いつでも
利用停止できる

DaaSサービスの導入を検討するもののライセンス購入のボ
リュームが大きかったりと、なかなか手を出せませんでした。
WVDは、1台単位での利用ができます。
中小企業様や、デスクトップ仮想化をまずは試したい方など、
お気軽にご利用いただけます。

Azureの仮想マシンなので、利用しないときは仮想マシンを停
止することができます。
日々の利用の際にこまめにシャットダウンすることで、大幅な
コスト削減ができるだけでなく、しばらく利用しない場合など
も、課金を最小限度に抑えて保持することができます。

Windows７が
2023年1月まで使える

1台を
複数人で使える

2020 年 1 月 の Windows7 の サ ポ ー ト 終 了 後 、 継 続 し て
Windows7を利用したい、というニーズにもWVDはご利用い
ただけます。
WVDのWindows7は、2023年1月まで拡張セキュリティ更新
プログラム（ESU）の無料提供を受けれます。
Windows7 EOS対策として活用ください。

マルチセッション対応のWVDは、1台の仮想マシンを複数の
ユーザーで同時ログインして利用できます。
テンポラリースタッフへの貸与PCの代替え機などに最適です。
また、UWP（ユニバーサルWindowsプラットフォーム）アプ
リに対応しているので、安心してご利用いただけます。

UWP
Win32
アプリ

Office365
ProPlus

マルチセッションで、
複数人の同時利用が可能

Windows Virtual Desktop導入は、
Azure専門インテグレーターのAZPowerにおまかせください
【構成例－1】
ユーザー様
環境

Azureテナント

管理コントロール
プレーン

Azure Active Directory

デスクトップ仮想化の「方式」による違い

Web access

WVD仮想マシン

ストレージ

Azure Only Service

Windows Server - RDS

Windows Virtual Desktop

Windows 10

特徴

サーバー OS を利用することで、集約
率に優れて安価な疑似 VDI

両方式のいいところどりを
実現する唯一のサービス

アプリケーションの高い互換性や、
最新の Windows 機能を利用可能

OS

Windows Server

Windows 10

Windows 10

セッション

マルチセッション

マルチセッション

シングルセッション

対応アプリ

Win32 アプリ

Win32, UWP アプリ

Win32, UWP アプリ

方式

(サーバーベース方式)

（VDI方式）

Windows Virtual Desktop導入は、
Azure専門インテグレーターのAZPowerに
おまかせください
Diagnostics

Azure仮想ネットワーク

Gateway

ExpressRoute／VPN

Officeライセンス

Office 永続ライセンス版

Office 365 ProPlus

Office 365 ProPlus

アップデート

Long-Term Servicing Channel

Semi-Annual Channel

Semi-Annual Channel
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Broker

Active Directory

オンプレミス環境

Windows Virtual Desktop（WVD）導入サービス（参考価格）

導入

Azure専門のインテグレーターのAZPowerなら、
お客様のご利用シーンに合わせたご提案が可能です！
前ページ【構成例－1】を構築した場合の“参考価格”となります。
項目

初期費用

作業項目
Azureサブスクリプション払出し／Azure ADアカウントの作成／Microsoft 365/E3ライセンス払出し／AD/AADC同居構成1台
／管理者向けスキルトランスファー／Windows Virtual Desktop 構築／サポート

※クライアントとネットワークはインターネット経由接続です。
※仮想マシンはWindows 10 のマルチセッション（日本語化済み）のみです。
※接続元のクライアントは、Windows10(64bit)のみです。

価格

Azure 利用料

価格

¥101,000

VM,IP address,データ転送※

M365/E3ライセンス（10ライセンス）

¥34,800

￥3,480/1ユーザー月額 x10

合計
※Azure利用料は、想定スペック構成をもとに算出した従量課金制となります。
※データ転送には50GB分の送信データ領域を含んでおりますが、50GBを超える場合、別途送信データ転送の費用がかかります。(¥13.44/GB）

WVDは運用次第で最大72%のVM利用料の削減が可能です！
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¥500,000～

＋

項目

月額（ライセンス）費用

価格
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¥135,800

クラウドとオンプレ環境を安全・快適に接続するソリューション

高品質で低価格な1Gbps 回線を使用してお得にクラウド接続を実現

導入

ベーシックプラン/冗長化プラン（ギガ）

事業拠点とAzure の環境を安全に接続する、インターネットVPN の導入パック

事業拠点とAzure の環境を安全に接続する、ExpressRoute の導入パック

自社ネットワークから安心・安全なクラウド接続

自社ネットワークから安心・安全なクラウド接続
ExpressRoute 導入パック構成図

Azure VPN 導入パック構成図
レンタルルーター
監視・保守サービス

Azure・Office 365 環境

お客様本社・支社・支店

Azure・Office 365 環境

UCOM光1G
[ Main ]
IP-VPN接続
冗長化 ※障害時に自動切替

Microsoft Peering

フレッツ光ネクスト
[ Sub ]
Private Peering

※アルテリア・ネットワークスの閉域網

トータルコーディネート

※上記構成図は、プラン：ExpressRoute 冗長化パック＋ Power SIM for Mobileの構成例となります。
※「ExpressRoute」とは、Azure における専用線接続ゲートウェイサービスです。
※ Microsoft Peering、Public Peering の利用はオプション(有償) となります。

※上記構成図は、プラン：Azure VPN冗長化プラン（ギガ）の構成例となります。

AZPowerだからできること

AZPowerだからできること

安心のネットワーク運用

選べるプラン

万全なAzure導入

24時間365日のネットワーク・
マネージドサービス

3つのプランから選択可能、
さらにモバイル接続も

Azure に詳しい技術者が
環境を設定

弊社のレンタルルーターは、死活監視サービス
と 24時間365日のオンサイト回線・機器保守を
標準付帯しています。
監視Webポータル（VOSS）により機器の状況
やトラフィックデータの閲覧が可能です。

1Gbps 専有型の 光アクセス（U）回線 と、安価
に利用可能な フレッツ回線 の2種類のプランか
ら選択できます。また、1Gbps のプランに ルー
ターおよび回線を冗長化 したプランを選択する
ことができます。

お客様拠点に設置するルーターの設定、Azure
仮想ネットワークの設定、VPNGateway の設定
を、Azure の専門家が対応します。
また、Azure の各種相談に専門家がお答えしま
す。（※よろず相談サービス）

※Azure ・Office 365 よろず相談サービス（有償サービス）
AzureやOffice 365の技術と活用方法に精通した専門家チームが定期的にお客様を訪問し、ここがわからない、こんなことを知りたい、
こんなことはできないかといった、お客様の様々な疑問にお答えし、ベストプラクティスや関連情報などをプロアクティブに提供いたします。

17

© AZPower Inc.All Rights Reserved.

安心のネットワーク運用

選べるプラン

万全なクラウド導入

24時間365日のネットワーク・
マネージドサービス

3つのプランから選択可能、
さらにモバイル接続も

Azure とOffice 365 に
詳しい技術者が環境を設定

弊社のレンタルルーターは、死活監視サービス
と24時間365日のオンサイト回線・機器保守を
標準付帯しています。
監視Webポータル（VOSS）により機器の状況
やトラフィックデータの閲覧が可能です。

1Gbps 専有型のUCOM光回線と、安価に利用可
能なフレッツ回線の2種類のプランから選択でき
ます。また、1Gbps のプランにルーターおよび
回線を冗長化したプランを選択することができ
ます。
また、外から利用可能な閉域SIM によるモバイ
ル接続オプションも選択可能です。

お客様拠点に設置するルーターの設定、
ExpressRoute の設定を、Azure やOffice 365
のプロフェッショナルが対応します。また、
Azure やOffice 365 の各種相談にプロフェッ
ショナルがお答えします。（※よろず相談サー
ビス）

※Azure ・Office 365 よろず相談サービス（有償サービス）
AzureやOffice 365の技術と活用方法に精通した専門家チームが定期的にお客様を訪問し、ここがわからない、こんなことを知りたい、
こんなことはできないかといった、お客様の様々な疑問にお答えし、ベストプラクティスや関連情報などをプロアクティブに提供いたします。

マネージドサービス 提供プラン

運用

用途に適した３つのプランからお選びいただけます
項目/サービス内容

Basic

Standard

Professional

プランの特徴

無人による自動監視を提供す
る最低限のサービスプラン

オペレーターによる障害監視と操作代
行が含まれている標準的なプラン

Azure を熟知したエンジニアによるエスカ
レーションまで含まれているプレミアムプラン

月額費用

¥０

～ ¥10,000/1台

～ ¥30,000/1台

（1ノード or 1インスタンス）

（1ノード or 1インスタンス）

お客様に代わりサービス利用料をお支払いし、請求書を発行

〇

〇

〇

サブスクリプションで定義されているクォータ制限の申請

〇

〇

〇

◆ 24/365 自動監視

Azure 上で提供される管理機能をフル活用した 24/365 自動監視を行い、メールで自動通知

〇

〇

〇

◆ 月次リソースレポート※1

利用中の Azure の各リソースの利用状況のレポートを提供

–

〇

〇

◆ スケールアップ / ダウン

事前に合意を得た計画に基づいて、サーバーのスケールアップ / ダウン作業をおこないます。

–

〇

〇

◆ スケールアウト / イン

事前に合意を得た計画に基づいて、インスタンスのスケールアウト / スケールイン作業をお
こないます。

–

〇

〇

Azure Backupにて取得したデータからお客様に代わって復元作業をおこないます。

–

〇

〇

検知された障害からリカバーするために決められた手順に従ってオペレーターが復旧作業を
おこないます。

–

〇

〇

クラウドを熟知したエンジニアが障害原因究明と復旧対応を実施します。

–

–

〇

あらかじめ決められた手順に基づき、操作代行をおこないます。

–

–

〇

◆ 更新プログラム自動適用

Windows updateに対して、計画に基づき自動適用する設定を適用します。

–

〇

〇

◆ 自動停止・自動起動サービス

運用コストの削減のため、利用時間帯以外で仮想マシンを自動停止・起動致します。

–

〇

〇

◆ 支払い代行
◆ クォータ申請
※1

(PaaS)

◆ データリストア※2
◆ 24/365 障害一次対応
セミマネージド・サービス
障害復旧手順書による復旧
障害一次対応を行うサービス※3

◆ 障害二次対応
フルマネージド・サービス
原因切分・障害復旧・サイジング及び構
成変更提案等※4

◆ 操作代行※5
※6

自動監視および月次リソースレポートの作成のために、Azure で提供されている管理機能（Azure Monitor, Log Analytics）を利用す
るため、利用料金が発生します。Basic プランは、当社にて Azure 利用のご契約を頂き、料金をお支払いいただいている環境のみが対
象です。
※2 Azure Backup によるリソースのバックアップのご契約が必要です。
※3 自動監視によるアラート通知により、オペレータが状態の確認を行い、結果を通知いたします。
※4 オペレーターによる一次対応で解決しなかった場合、またはお客様からのお問い合わせによりエンジニアが障害対応を行います。（平
日：9:00～18:00）
※1
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操作代行の手順は20分程度を想定しております。手順書の作成はお客様が行う必要があります。
操作代行手順の登録および取り消しを含む更新には別途費用が発生いたします。
高度な技術ノウハウが必要な切り分け作業、オペレーターで対応では困難な複雑な操作については対応できません。
※6 設定の適用有無に関しては、お申し込みが必要です。
※5
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弊社サービスに関するお問い合わせ・ご相談は下記メールまで

ap-sales@azpower.co.jp

AZPower株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田町ビル 2F

