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変更履歴 

版数 適用日 変更内容 

1.0 (2015/12/17) • 新規作成 

1.1 (2016/2/3) • 動作環境のサーバサイド機能確認済み動作環境を以下に変更 
Android OS 2.2以上 → Android OS4.1以上 

2.0 (2016/8/1) • 提供機能にアンケート機能/アンケート管理を追加 
• サーバタイプ別のリソースを修正 
• 専用線接続とセキュリティオプションを追加 
• 「障害発生時について」、「バックアップ運用方式について」、「リカバリ

処理について」の3項目を追加 

3.0 (2017/1/27) • Smart Biz ConnectとSmart Biz Connect for Financeの
サービス仕様を一本化 

3.1 (2017/4/11) 
 

• 動作環境のサーバサイド機能確認済み動作環境を以下に変更 
iOS 8 以上 → iOS 10 以上 

3.2 (2017/6/8) • サービス実施の前提条件について契約者が独自にドメインを取得す
る場合のSSL証明書のサポート範囲を追加 

3.3 (2018/3/5) • 障害発生時の通知手段にFAXを追加 
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用語の定義 
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 本サービス仕様における用語の定義は以下のとおりとします。富士通クラウドサービス利用規約において定めている用語については、 
特段の定めがない限り、当該規約における用語の定義と同一とします。 

 スマートフォンアプリ：ユーザがGoogle PlayまたはAppStoreからダウンロードして使用するAndroidアプリまたはiPhoneアプリ 

 会員：本サービスにて提供する会員登録機能を用いて登録されたスマートフォンアプリユーザの情報 

 サーバサイド機能：会員登録や店舗参照などスマートフォンアプリと連携し、サーバサイドで動作する機能 

 業務管理ポータル：各種API向けの設定登録・変更等の業務運用を行うための管理画面 

 業務管理ポータルアカウント：業務管理ポータルにログインするためのIDおよびパスワード 

 管理DB：会員情報や店舗情報など各データを管理するデータベース 

 基本構成：サーバサイド機能、業務管理ポータル、管理DBを備えたプラットフォーム 

 基本サーバ：基本構成で提供するサーバ。サーバ名の語尾に”(基本)”と明記されている 

 オプションサーバ：基本構成で提供されるサーバ以外で、オプションメニューによって追加されたサーバ。サーバ名の語尾 
に”(op)”と明記されている 

 増設ディスク：基本サーバ・オプションサーバに追加するディスク 

 MBサーバ：サーバサイド機能を搭載するサーバ 

 業務管理ポータルサーバ(BOサーバ)：業務管理ポータルを搭載するサーバ 

 DBサーバ：管理データベースを搭載するサーバ 

 検証サーバ：新規機能追加時などに検証を行うためのサーバ 

 専用線：ネットワークサービスの1形態。拠点間を1:1で接続し、閉域通信を行う。 

 パブリック環境：当社のデータセンタ内に構築されているクラウドコンピューティング仮想環境 

 物理ホスティング環境：当社のデータセンタ内に構築されている物理サーバ環境 

 SSL：インターネット通信におけるデータ暗号化方式 

 ファイアーウォール：特定のネットワークとその外部との通信を制御し、内部ネットワークの安全を維持するためのソフトウェア 

 DMZ：内部ネットワークとインターネットなどの外部ネットワークの間に置かれるネットワークセグメント 

 サービスポータル機能：契約者情報、利用料金明細を閲覧したり、問い合わせを行うためのサービスポータルを提供する機能 

 サービスポータルアカウント：サービスポータルにログインするためのIDおよびパスワード 
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 FUJITSU Cloud Service Smart Biz Connect/Smart Biz Connect for Finance（以下「SBC」/「
SBCF」という）はスマートフォンアプリに必要なサーバサイドアプリをプラットフォーム（仮想環境）として提供します 

 本サービスはアプリケーションからAPI経由で呼び出す「サーバサイド機能」と、各情報の管理に必要な「業務管理ポ
ータル機能」及び「管理データベース」を備えたプラットフォームを提供します 

 アプリ開発者は、SBC/SBCFのサーバサイド機能を利用することで、簡単にスマートフォンアプリを構築することが 
できます 

 契約者は、業務管理ポータルを利用し、自社開発アプリの管理（情報メンテナンス、情報発信等）及び業務運
用を実施することができます 

 契約者は、サービスポータルを利用し、サービスの契約内容や課金状況の情報、サーバ提供側からのお知らせや
FAQの情報を確認することができます 

サービス概要 
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FUJITSU Cloud Service 
Smart Biz Connect 

サーバ 
サイド機能 

業務管理 
ポータル機能 

管理データベース 

スマート 
フォン 
アプリ 

API通信 

サービスポータル 

運用 
ご担当者 

システム 
管理 

責任者 

【業務管理ポータル】 

【サービスポータル】 

アプリ開発者サイド 富士通 本サービス契約者サイド 

 サーバサイド機能を利用して
スマートフォンアプリを構築 

 業務運用を実施 

 サーバリソースを確認 
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SBC/SBCF提供機能（1/2） 

 SBC/SBCFの提供機能は以下の表のとおりです。 

 当社は、業務管理ポータルアカウントおよびサービスポータルアカウントをそれぞれ1アカウント発行し契約者に 
通知いたします。 

分類 機能 概要 

サーバ 
サイド 
機能 
(API) 

 環境情報取得機能 ・ Push通知用トークンなどの端末情報やAPIのバージョン情報などをAPI経由で連携します。 

 会員登録・認証機能 ・ API経由で会員登録、登録後のログイン、会員情報変更、パスワード変更ができます。 

 店舗機能 
・ 管理DBに登録された詳細情報をAPI経由で出力できます。 
・ 都道府県または位置情報を利用して現在地から近くの店舗等の情報を検索することができます。 

 コンテンツ機能 
・ 業務管理ポータルで設定したコンテンツ情報をAPI経由で出力できます。 
・ 位置情報を利用して現在地から近くのコンテンツ情報を検索することができます。 

 スキーマレスDB機能 ・ API経由で任意のデータやファイルを検索・登録・参照・更新・削除することができます。 

 アンケート機能 ・ 認証済みの会員にアンケート情報をAPI経由で出力することができます 

業務 
管理 

ポータル 
機能 

 管理者管理 

・ 全体管理者(全権限)、オーナー(複数営業店の管理業務権限)、店舗責任者(特定営業店業務の権限)、 
   アプリケーションPush通知担当者(特定アプリのPush通知のみ実施可能な権限)、アプリケーションコンテン 
   ツ担当者(特定アプリに紐付いたコンテンツのみ管理可能な権限)等、役割に応じた権限設定や、新たな管 
   理者の追加が可能です。 
・  作成した管理者情報の検索、詳細情報参照、変更、削除、パスワード変更が可能です。 

 会員管理 ・ 会員情報の登録、検索、詳細情報参照、変更、パスワードリセット、退会が可能です。 

 店舗管理 ・ 店舗の基本情報、位置情報、休業日の登録、検索、詳細情報参照、変更が可能です。 

 コンテンツ情報管理 
・ コンテンツの登録、検索、詳細情報参照、変更などが可能です。 
・ コンテンツはカテゴリ毎に管理できます。 
・ 特定の条件に合致する会員やゲストのみにコンテンツを配信することも可能です。 

 Push配信 ・ 特定の条件に合致する会員・ゲストに対し、テキストメッセージをPush通知配信することが可能です。 

 スキーマレスDB管理 
・ データ・ファイルを任意の単位(クラス)でグルーピングすることが可能です。 
・ 任意のデータ・ファイルを登録・参照・更新することが可能です。 

 マルチアプリ管理 ・ 複数のアプリを管理することができます。 

 アンケート管理 
・ アンケートテンプレートの登録、検索、詳細情報参照、変更などが可能です 
・ 特定の条件に合致する会員にアンケートを割り当てることができます 
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分類 機能 詳細 

サービス 
ポータル 
機能 

お知らせ ・SBC/SBCFに関するお知らせの参照が可能です。 

契約者情報 
・登録した契約者情報（契約ID、契約者名など）の参照が可能です。 
・登録した通常連絡先、障害連絡先およびサービスポータルのログインパスワードの変更が可能です。 

契約内容確認 
・現在の契約内容の確認が可能です。 
・変更申請書のダウンロードが可能です。 
・過去の変更履歴が参照可能です。 

利用明細 ・サービス利用料金の明細を月ごとに参照することが可能です。 

サーバ利用状況 ・サーバごとの利用状況（CPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率）の参照が可能です。 

関連資料 ・サービス関連資料やAPI仕様書のダウンロードが可能です。 

問い合わせ 
・システムについての問い合わせが可能です。 
・問い合わせについてコメントが投稿された旨を、登録済みの通常連絡先にメールでお知らせします。 
・過去の問い合わせに対する内容参照・コメントの追加投稿が可能です。 

検証サーバー 
起動/停止 

・検証サーバ(基本)の起動/停止が可能です。 

SBC/SBCF提供機能（2/2） 



サービス実施の前提条件（1/2） 
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 Push配信について 
 Push配信機能はApple社およびGoogle社が提供するPush配信の仕組みを用いて実現しています 

 Push配信機能を利用する場合は、Apple Developer Programに参加したAppleID及びGoogleデベロッパー 
アカウントを取得し、サービス実施に必要なデータを業務管理ポータル画面から登録する必要があります。 

 Apple社、ないしはGoogle社の仕様変更や機能廃止に伴い、Push配信機能が利用できなくなる可能性があります 

 Push配信機能の性能はベストエフォート型となります 
 

 ドメインについて 
 契約者はAPIを経由した会員登録時のメールアドレス確認メールや業務管理ポータルなどに使用する各ドメインについて、 

本サービスが提供する標準ドメインではなく、独自ドメインを利用することが可能です。 
独自ドメインを利用する場合は、ドメイン及びSSL証明書を契約者にて取得し、当社に提示いただく必要があります。 
※独自ドメイン及びSSL証明書は契約者による管理が必要となります。 
なお、本サービスでは以下のパブリック認証局（信頼された第三者として証明書発行サービスを行う認証局）から発行された 
SSL証明書をサポートしています 

 

• 合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ(旧社名：日本ベリサイン株式会社) 

  ・セキュア・サーバID 

  ・セキュア・サーバID EV(EV SSL証明書) 

• サイバートラスト株式会社 

    ・SureServer for SSL証明書 

• GMOグローバルサイン株式会社 

    ・クイック認証SSL 

    ・企業認証SSL 
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サービス実施の前提条件（2/2） 

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED 

 スキーマレスDB管理機能について 
 スキーマレスDB管理機能はスキーマレス型のDBを用いて実現しております 

• インデックスの機能は提供しておりません 

• データ更新、登録APIは、シングルドキュメント単位のみとなり、マルチドキュメントの一括更新、登録APIは提供しておりません 

• トランザクション分離レベルは「READ UNCOMMITTED」です。 

• 利用可能な比較演算子には制限があります。詳細については別紙をご確認下さい 

 

 サービスから送信されるメールについて 
 API経由での会員登録やパスワードリセット要求時等に、本サービスからメールが送信されます 

 メールプロバイダによっては、スパムメールと扱われる可能性がありますので、メール受信者となるスマホアプリ利用者へ 
フィルタ設定などのご案内をお願いいたします 
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動作環境 

 サーバサイド機能の確認済み動作環境は以下のとおりです。 

 業務管理ポータルの確認済み動作環境は以下のとおりです。 

ブラウザ 

・Internet Explorer 11 
 
 

OS 

・Android OS 4.1 以上 
 
・iOS 10 以上 
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 サービスポータルの確認済み動作環境は以下のとおりです。 

ブラウザ 

・Internet Explorer 11 
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SBC/SBCF基本構成（1/2） 

基本リソース 環境 

基本構成 
Lite 【サーバタイプ※】 

スモール 
 CPU:1vCPU相当 
 メモリ:8GB相当 
 HDD:100GB 

パブリック 
本番サーバ2台構成 

（最小構成） 

基本構成 
Standard 

パブリック 
本番サーバ3台構成 

（スケールアウト可能） 
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 SBCでは2種類の基本構成(Lite・Standard)を用意しており、 
契約者はアクセス数について最適な基本構成を選択することができます。 

 システム規模や要件の変動に応じて基本構成を変更することができます。 

 

※サーバタイプ …    
   スモール [CPU 1vCPU相当：メモリ 8GB相当] ／ ミディアム[CPU 2vCPU相当：メモリ 16GB相当]／ ラージ   [CPU 4vCPU相当：メモリ 32GB相当]  
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SBC/SBCF基本構成（2/2） 

基本リソース 環境 専用運用室対応 

基本構成 
Lite 

【サーバタイプ※】 
スモール 
 CPU:1vCPU相当 
 メモリ:8GB相当 
 HDD:100GB 

パブリック 
本番サーバ2台構成 

（最小構成） 
× 

基本構成 
Standard 

パブリック 
本番サーバ3台構成 

（スケールアウト可能） 
× 

基本構成 
Secure 
Standard 

パブリック 
本番サーバ3台構成 

（スケールアウト可能） 

○ 
対応 

基本構成 
Secure 
Hybrid 
 

ハイブリッド 
DMZ:パブリック環境 

DBサーバ：物理ホスティング環境 
(スケールアウト可能) 

○ 
対応 
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 SBCFではSBCの基本構成に加え、2種類の基本構成(Secure Standard・Secure Hybrid)を追加で
用意しており、契約者はアクセス数や個人情報保管について最適な基本構成を選択することができます。 

 システム規模や要件の変動に応じて基本構成を変更することができます。 

 Secure Hybrid選択後はその他の基本構成への変更はできません。 

 

※サーバタイプ …    
   スモール [CPU 1vCPU相当：メモリ 8GB相当] ／ ミディアム[CPU 2vCPU相当：メモリ 16GB相当]／ ラージ   [CPU 4vCPU相当：メモリ 32GB相当]  
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基本構成 Lite 

なし 

DMZ 

ファイアーウォール 

本番 
MB/BO 

サーバ(スモール) 

検証 
MB/BO/DB 

統合サーバ(ミディアム) 

本番DB 
サーバ(スモール) 

インターネット 

利用者 御社 
管理者 

業務管理 
ポータル 

SSL 

特
徴 

• サーバサイド機能と業務管理ポータルを搭載したMB/BOサーバと、管理DBを搭載したDBサーバの2台構成をパブリック環境で提供 
• ファイアーウォールによる外部アクセスからのデータ保護 
• アクセス数増加に対してはスケールアップで対応可能（スケールアウトは不可） 
• サーバサイド機能・業務管理ポータル・管理DBを統合した検証サーバ(基本)を提供 

ファイアーウォール 
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通常停止 

パ
ブ
リ
ッ
ク
仮
想
環
境 

物
理
専
有 

仮
想
環
境 

標準提供（本番環境） 標準提供（検証環境） 
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基本構成 Standard 

なし 

DMZ 

ファイアーウォール 

本番MB 
サーバ(スモール) 

検証 
MB/BO/DB 

統合サーバ(ミディアム) 

本番DB 
サーバ(スモール) 

特
徴 

• サーバサイド機能を搭載したMBサーバと、業務管理ポータルを搭載したBOサーバと、管理DBを搭載したDBサーバの３台構成 
• ファイアーウォールによる外部アクセスからのデータ保護 
• サーバ拡張性を担保（スケールアップ/スケールアウトにて対応） 
• サーバサイド機能・業務管理ポータル・管理DBを統合した検証サーバ(基本)を提供 

ファイアーウォール 
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本番BO 
サーバ(スモール) 

負荷分散 
装置 

通常停止 

物
理
専
有 

仮
想
環
境 

パ
ブ
リ
ッ
ク
仮
想
環
境 

インターネット 

利用者 御社 
管理者 

業務管理 
ポータル 

SSL 

標準提供（本番環境） 標準提供（検証環境） 
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基本構成 Secure Standard 

特
徴 

• サーバサイド機能を搭載したMBサーバと、業務管理ポータルを搭載したBOサーバと、管理DBを搭載したDBサーバの３台構成 
• ファイアーウォールによる外部アクセスからのデータ保護 
• サーバ拡張性を担保（スケールアップ/スケールアウトにて対応） 
• サーバサイド機能・業務管理ポータル・管理DBを統合した検証サーバ(基本)を提供 
• 運用作業は鍵付きの専用運用室で実施 
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なし 

DMZ 

ファイアーウォール 

本番MB 
サーバ(スモール) 

検証 
MB/BO/DB 

統合サーバ(ミディアム) 

本番DB 
サーバ(スモール) ファイアーウォール 

本番BO 
サーバ(スモール) 

負荷分散 
装置 

通常停止 

物
理
専
有 

仮
想
環
境 

パ
ブ
リ
ッ
ク
仮
想
環
境 

インターネット 

利用者 御社 
管理者 

業務管理 
ポータル 

SSL 

標準提供（本番環境） 標準提供（検証環境） 
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基本構成 Secure Hybrid 

パ
ブ
リ
ッ
ク
仮
想
環
境 

物
理
専
有 

仮
想
環
境 

DMZ 

ファイアーウォール 

検証MB 
サーバ(スモール) 

本番DBサーバ 
(ミディアム・レプリケーション構成) 

特
徴 

• サーバサイド機能を搭載したMBサーバと、業務管理ポータルを搭載したBOサーバ、レプリケーション構成を組んだのDBサーバの4台構成 
• DMZはパブリック環境を利用し、 DBサーバを物理専有仮想環境に切り出したハイブリッド構成により、セキュアな環境を提供 
• ファイアーウォールによる外部アクセスからのデータ保護 
• 個別契約で金融機関からのアクセス用に専用線対応可能 
• 検証用のMBサーバ、BOサーバ、DBサーバを提供 
• 運用作業は鍵付きの専用運用室で実施 

ファイアーウォール 
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検証BO 
サーバ(スモール) 

検証DB 
サーバ(ミディアム) 

本番MB 
サーバ(スモール) 

本番BO 
サーバ(スモール) 

負荷分散 
装置 

通常停止 通常停止 

インターネット 

利用者 御社 
管理者 

業務管理 
ポータル 

SSL 

標準提供（本番環境） 標準提供（検証環境） 
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構成の変更について 

 契約者のビジネス規模に応じて、サーバタイプの変更・ディスク増設・オプションサーバの設置を 
オプションメニューとして提供いたします。 

 オプション追加による各サーバの構成パターンは以下のとおりとします。 

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED 

【 MBサーバ 】 

• MBサーバ(op)の追加によりMBサーバの負荷分散を実施します。 
• MBサーバ(op)設置の上限数は10台です。 
• MBサーバ(基本)のサーバタイプの変更が可能です。 
※Lite構成はMBサーバ(op)の追加は出来ません 
 

負荷分散装置 

MBサーバ(基本) MBサーバ(op) MBサーバ(op) MBサーバ(op) 

【 DBサーバ 】 

• DBサーバ(op)の追加によりDBサーバのレプリケーションを実施します。 
• DBサーバ(op)設置の上限数は1台です。 
• DBサーバ(基本)のサーバタイプの変更が可能です。 
※Lite構成はDBサーバ(op)の追加は出来ません 
※Secure Hybridは標準でレプリケーション構成となります 
 

DBサーバ(基本) DBサーバ(op) 

データ同期 

運用系 待機系 

レプリケーション 

• BOサーバ(基本)のサーバタイプの変更が可能です 
• MB/BOサーバ(基本)のサーバタイプの変更が可能です 
• 検証サーバ(基本)のサーバタイプの変更が可能です。 

 
 

【 BOサーバ 】 

BOサーバ(基本) 

【 検証サーバ(基本) 】 

検証サーバ(基本) 

※オプションサーバのサーバタイプを変更する場合は、現在契約中のオプションサーバを解約し、変更したいサーバタイプのオプションサーバを新規に契約してください 
   例)MBサーバ(op)のサーバタイプをミディアムからラージに変更する場合 
     ⇒MBサーバ(op)のミディアムを解約し、 MBサーバ(op)のラージを新規契約 

【 MB／BOサーバ 】 

MB/BOサーバ(基本) 

16 



基本メニュー体系 

17 Copyright 2017 FUJITSU LIMITED 

分類 サービス名称 単
位 

単価 サービス内容 

基本 

基本構成 
Lite 

一
式 

11,700円/1日 ・Liteタイプの基本構成のリソースを提供 
  サーバサイド機能と業務管理ポータル機能を搭載したMB/BOサーバと、 
  管理DB機能を搭載したDBサーバの2台を備えたプラットフォーム 
 
・サーバの基本運用を実施 
 (1)データバックアップ    1日1回データバックアップを実施 
 (2)障害通知    各サーバの死活監視を24時間365日実施 
    異常検知時はご契約時に登録いただいたメールアドレスへE-mailで通知 
 
・サービスポータル機能を提供 

基本構成 
Standard 

一
式 

16,700円/1日 ・Standardタイプの基本構成のリソースを提供 
  サーバサイド機能、業務管理ポータル機能、管理DB機能をそれぞれ別々のサーバに 
  搭載した3台を備えたプラットフォーム 
 
・サーバーの基本運用を実施 
 (1)データバックアップ    1日1回データバックアップを実施 
 (2)障害通知    各サーバの死活監視を24時間365日実施  
   異常検知時はご契約時に登録いただいたメールアドレスへE-mailで通知 
 
・サービスポータル機能を提供 

 基本構成はLite、Standardのいずれか1つを契約する必要があります。 

 SBCFはSecure Standard、Secure Hybridを加えた4種類の基本構成から選択できます。 

 



基本メニュー体系 
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分類 サービス名称 単
位 

単価 サービス内容 

基本 

基本構成 
Secure Standard 

一
式 

26,700円/1日 ・Secure Standardタイプの基本構成のリソースを提供 
  サーバサイド機能、業務管理ポータル機能、管理DB機能をそれぞれ別々のサーバに 
  搭載した3台を備えたプラットフォーム 
 
・鍵付きの専用運用室での運用を実施 
 
・サービスポータル機能を提供 

基本構成 
Secure Hybrid 

一
式 

40,000円/1日 ・Secure Hybridタイプの基本構成のリソースを提供 
  サーバサイド機能、業務管理ポータル機能、管理DB機能をそれぞれ別々のサーバに 
  搭載した4台を備えたプラットフォーム 
 
・鍵付きの専用運用室での運用を実施 
 
・サービスポータル機能を提供 

 基本構成はLite、Standardのいずれか1つを契約する必要があります。 

 SBCFはSecure Standard、Secure Hybridを加えた4種類の基本構成から選択できます。 

 



オプションメニュー体系 <基本構成Lite専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

基本構成変更 
(Lite→Standard) 

追加 
一回 

200,000円 ・基本メニュータイプの構成変更 
・基本メニュータイプ変更に伴うファイアーウォールの設定および、 
  基本サーバのサーバタイプ変更 

基本構成変更 
(Lite→Secure Standard/ 
 Secure Hybrid) 

追加 
一回 

200,000円 ・基本メニュータイプの構成変更 
・基本メニュータイプ変更に伴うファイアーウォールの設定および、 
  基本サーバのサーバタイプ変更 
・鍵付きの専用運用室での運用体制を構築 

オプション変更 追加 
一回 

50,000円 ・以下のいずれかの作業を実施 
  1)本番サーバタイプ変更によるスケールアップ 
    スモール⇒ミディアム、スモール⇒ラージ 
  2)ディスク増設 
  3)検証サーバ(基本)タイプ変更 
     ミディアム→ラージ 
 
  ※実施するサーバまたは変更の数だけ契約が必要となります。 
     上記以外の作業で”オプション変更”は発生しません。 

セキュリティオプション導入設定 追加 
一台 

50,000円 ・セキュリティオプションの導入設定作業を実施 
  ※セキュリティオプションの契約数だけ契約が必要となります 

専用管理画面取込 追加 
一回 

200,000円 ・本番環境、検証環境のBOサーバへ、 
  他社スマートフォンアプリ専用管理画面の取込みを実施 

MB/BOサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・MB/BOサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 

MB/BOサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・MB/BOサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 

DBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・DBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 
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オプションメニュー体系 <基本構成Lite専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

DBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・DBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 

MB/BOサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・MB/BOサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

DBサーバ(基本)増設ディスク追加 200GB 400円/1日 ・DBサーバ(基本)へ増設ディスク200GBを追加 
※データ領域とあわせてバックアップ領域が必要になるため 
   200GB単位での追加となります 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 1,200円/1日 ・検証サーバ(基本)を起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ラージ 

一台 2,400円/1日 ・検証サーバ(基本)を起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 
  ※ラージタイプで起動するためには、事前に”オプション変更”を 
     ご契約いただき、検証サーバ(基本)のタイプをラージに変更する 
     必要があります 

検証サーバ(基本)増設ディスク追加 200GB 400円/1日 ・検証サーバ(基本)へ増設ディスク200GBを追加 
※データ領域とあわせてバックアップ領域が必要になるため 
   200GB単位での追加となります 

専用線接続(100Mベストエフォート) 1回線 50,000円/月 ・SBC/SBCFと既存のFENICS網への接続を行います 
・契約者拠点と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は 
  別途FENICS回線を新規に敷設いただく必要があります 
・100Mベストエフォートであるため、帯域の保証・確保はできません 
・100.64.0.0/10を本環境と接続する契約者環境で利用している 
  場合、本環境との通信は行えません 

専用線接続(100M帯域確保) 1回線 200,000円/
月 

・SBC/SBCFと既存のFENICS網への接続を行います 
・契約者拠点と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は 
  別途FENICS回線を新規に敷設いただく必要があります 
・100M帯域確保のため、帯域の保証は出来ません 
・100.64.0.0/10を本環境と接続する契約者環境で利用している 
  場合、本環境との通信は行えません 
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オプションメニュー体系 <基本構成Lite専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

セキュリティオプション 1台 25,000円/月 ・Trend Micro社のDeep Security as a ServiceをSBC/SBCFに 
  導入します 
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オプションメニュー体系 <基本構成Standard専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

基本構成変更 
(Standard→Lite) 

追加 
一回 

200,000円 ・基本メニュータイプの構成変更 
・基本メニュータイプ変更に伴うファイアーウォールの設定および、 
  基本サーバのサーバタイプ変更 

基本構成変更 
(Standard→Secure Standard/ 
 Secure  Hybrid) 

追加 
一回 

200,000円 ・基本メニュータイプの構成変更 
・基本メニュータイプ変更に伴うファイアーウォールの設定および、 
  基本サーバのサーバタイプ変更 
・鍵付きの専用運用室での運用体制を構築 

オプション変更 追加 
一回 

50,000円 ・以下のいずれかの作業を実施 
  1)本番サーバタイプ変更によるスケールアップ 
    スモール⇒ミディアム、スモール⇒ラージ 
  2)オプションサーバ増設 
  3)ディスク増設 
  4)検証サーバ(基本)タイプ変更 
     ミディアム→ラージ 
 
  ※実施するサーバまたは変更の数だけ契約が必要となります。 
     上記以外の作業で”オプション変更”は発生しません。 

セキュリティオプション導入設定 追加 
一台 

50,000円 ・セキュリティオプションの導入設定作業を実施 
  ※セキュリティオプションの契約数だけ契約が必要となります 

専用管理画面取込 追加 
一回 

200,000円 ・本番環境、検証環境のBOサーバへ、 
  他社スマートフォンアプリ専用管理画面の取込みを実施 

MBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・MBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 

MBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・MBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 

BOサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・BOサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 
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オプションメニュー体系 <基本構成Standard専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

BOサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・BOサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 

DBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・DBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 

DBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・DBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：スモール 

一台 3,600円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のスモールタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 4,200円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のミディアムタイプを 
  追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ラージ 

一台 5,400円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のラージタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

DBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：スモール 

一台 2,900円/1日 ・レプリケーションを実施するためDBサーバ(op)のスモールタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

DBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 3,500円/1日 ・レプリケーションを実施するためDBサーバ(op)のミディアムタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

DBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ラージ 

一台 4,700円/1日 ・レプリケーションを実施するためDBサーバ(op)のラージタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・MBサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

BOサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・BOサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

DBサーバ(基本)増設ディスク追加 200GB 400円/1日 ・DBサーバ(基本)へ増設ディスク200GBを追加 
※データ領域とあわせてバックアップ領域が必要になるため 
   200GB単位での追加となります 

MBサーバ(op)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・MBサーバ(op)へ増設ディスク100GBを追加 
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オプションメニュー体系 <基本構成Standard専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

DBサーバ(op)増設ディスク追加 200GB 400円/1日 ・DBサーバ(op)へ増設ディスク200GBを追加 
※データ領域とあわせてバックアップ領域が必要になるため 
   200GB単位での追加となります 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 1,200円/1日 ・検証サーバ(基本)を起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ラージ 

一台 2,400円/1日 ・検証サーバ(基本)を起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 
  ※ラージタイプで起動するためには、事前に”オプション変更”を 
     ご契約いただき、検証サーバ(基本)のタイプをラージに変更する 
     必要があります 

検証サーバ(基本)増設ディスク追加 200GB 400円/1日 ・検証サーバ(基本)へ増設ディスク200GBを追加 
※データ領域とあわせてバックアップ領域が必要になるため 
   200GB単位での追加となります 

専用線接続(100Mベストエフォート) 1回線 50,000円/月 ・SBC/SBCFと既存のFENICS網への接続を行います 
・契約者拠点と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は 
  別途FENICS回線を新規に敷設いただく必要があります 
・100Mベストエフォートであるため、帯域の保証・確保はできません 
・100.64.0.0/10を本環境と接続する契約者環境で利用している 
  場合、本環境との通信は行えません 

専用線接続(100M帯域確保) 1回線 200,000円/
月 

・SBC/SBCFと既存のFENICS網への接続を行います 
・契約者拠点と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は 
  別途FENICS回線を新規に敷設いただく必要があります 
・100M帯域確保のため、帯域の保証は出来ません 
・100.64.0.0/10を本環境と接続する契約者環境で利用している 
  場合、本環境との通信は行えません 

セキュリティオプション 1台 25,000円/月 ・Trend Micro社のDeep Security as a ServiceをSBC/SBCFに 
  導入します 
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オプションメニュー体系 <基本構成Secure Standard専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

基本構成変更 
(Secure Standard→ 
 Secure  Hybrid) 

追加 
一回 

200,000円 ・基本メニュータイプの構成変更 
・基本メニュータイプ変更に伴うファイアーウォールの設定および、 
  基本サーバのサーバタイプ変更 

オプション変更 追加 
一回 

50,000円 ・以下のいずれかの作業を実施 
  1)本番サーバタイプ変更によるスケールアップ 
    スモール⇒ミディアム、スモール⇒ラージ 
  2)オプションサーバ増設 
  3)ディスク増設 
  4)検証サーバ(基本)タイプ変更 
     ミディアム→ラージ 
 
  ※実施するサーバまたは変更の数だけ契約が必要となります。 
     上記以外の作業で”オプション変更”は発生しません。 

セキュリティオプション導入設定 追加 
一台 

50,000円 ・セキュリティオプションの導入設定作業を実施 
  ※セキュリティオプションの契約数だけ契約が必要となります 

専用管理画面取込 追加 
一回 

200,000円 ・本番環境、検証環境のBOサーバへ、 
  他社スマートフォンアプリ専用管理画面の取込みを実施 

MBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・MBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 

MBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・MBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 

BOサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・BOサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 

BOサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・BOサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 
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オプションメニュー体系 <基本構成Secure Standard専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

DBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・DBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 

DBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・DBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：スモール 

一台 3,600円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のスモールタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 4,200円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のミディアムタイプを 
  追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ラージ 

一台 5,400円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のラージタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

DBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：スモール 

一台 2,900円/1日 ・レプリケーションを実施するためDBサーバ(op)のスモールタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

DBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 3,500円/1日 ・レプリケーションを実施するためDBサーバ(op)のミディアムタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

DBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ラージ 

一台 4,700円/1日 ・レプリケーションを実施するためDBサーバ(op)のラージタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・MBサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

BOサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・BOサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

DBサーバ(基本)増設ディスク追加 200GB 400円/1日 ・DBサーバ(基本)へ増設ディスク200GBを追加 
※データ領域とあわせてバックアップ領域が必要になるため 
   200GB単位での追加となります 

MBサーバ(op)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・MBサーバ(op)へ増設ディスク100GBを追加 
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オプションメニュー体系 <基本構成Secure Standard専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

DBサーバ(op)増設ディスク追加 200GB 400円/1日 ・DBサーバ(op)へ増設ディスク200GBを追加 
※データ領域とあわせてバックアップ領域が必要になるため 
   200GB単位での追加となります 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 1,200円/1日 ・検証サーバ(基本)を起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ラージ 

一台 2,400円/1日 ・検証サーバ(基本)を起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 
  ※ラージタイプで起動するためには、事前に”オプション変更”を 
     ご契約いただき、検証サーバ(基本)のタイプをラージに変更する 
     必要があります 

検証サーバ(基本)増設ディスク追加 200GB 400円/1日 ・検証サーバ(基本)へ増設ディスク200GBを追加 
※データ領域とあわせてバックアップ領域が必要になるため 
   200GB単位での追加となります 

専用線接続(100Mベストエフォート) 1回線 50,000円/月 ・SBCFと既存のFENICS網への接続を行います 
・契約者拠点と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は 
  別途FENICS回線を新規に敷設いただく必要があります 
・100Mベストエフォートであるため、帯域の保証・確保はできません 
・100.64.0.0/10を本環境と接続する契約者環境で利用している 
  場合、本環境との通信は行えません 

専用線接続(100M帯域確保) 1回線 200,000円/
月 

・SBC/SBCFと既存のFENICS網への接続を行います 
・契約者拠点と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は 
  別途FENICS回線を新規に敷設いただく必要があります 
・100M帯域確保のため、帯域の保証は出来ません 
・100.64.0.0/10を本環境と接続する契約者環境で利用している 
  場合、本環境との通信は行えません 

セキュリティオプション 1台 25,000円/月 ・Trend Micro社のDeep Security as a ServiceをSBCFに 
  導入します 
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オプションメニュー体系 <基本構成Secure Hybrid専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

Secure Hybrid DBセットアップ 初回 
一回 

1,500,000円 ・物理ホスティング環境のDBセットアップを実施 
※基本構成Secure Hybrid選択時は本オプションが必須となります 

オプション変更 追加 
一回 

50,000円 ・以下のいずれかの作業を実施 
  1)本番サーバタイプ変更によるスケールアップ 
    MBサーバ、BOサーバ：スモール⇒ミディアム、スモール⇒ラージ 
  2)オプションサーバ増設 
  3)ディスク増設 
  4)検証サーバ(基本)タイプ変更 
     スモール→ミディアム、スモール→ラージ 
 
  ※実施するサーバまたは変更の数だけ契約が必要となります。 
     上記以外の作業で”オプション変更”は発生しません。 

オプション変更(DBサーバ) 追加 
一回 

200,000円 ・DBサーバに対して以下のいずれかの作業を実施 
  1) サーバタイプ変更によるスケールアップ 
  2) ディスク追加 
  ※実施するサーバの数だけ契約が必要となります 

セキュリティオプション導入設定 追加 
一台 

50,000円 ・セキュリティオプションの導入設定作業を実施 
  ※セキュリティオプションの契約数だけ契約が必要となります 

専用管理画面取込 追加 
一回 

200,000円 ・本番環境、検証環境のBOサーバへ、 
  他社スマートフォンアプリ専用管理画面の取込みを実施 

MBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・MBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 

MBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・MBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 

BOサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 600円/1日 ・BOサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからミディアムに変更 

BOサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,800円/1日 ・BOサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 スモールからラージに変更 
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オプションメニュー体系 <基本構成Secure Hybrid専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

DBサーバ(基本)サーバタイプ変更 
サーバタイプ：ラージ 

一台 1,500円/1日 ・DBサーバ(基本)の処理能力を増強するためサーバタイプを 
 ミディアムからラージに変更 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：スモール 

一台 3,600円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のスモールタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 4,200円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のミディアムタイプを 
  追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(op)を追加 
サーバタイプ：ラージ 

一台 5,400円/1日 ・MBサーバの負荷分散を行うためMBサーバ(op)のラージタイプを追加 
・追加したサーバの運用を実施 

MBサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・MBサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

BOサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・BOサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

DBサーバ(基本)増設ディスク追加 300GB 1,200円/1日 ・DBサーバ(基本)へ増設ディスク300GBを追加 
※Secure Hybridは300GB単位での追加となります 

MBサーバ(op)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・MBサーバ(op)へ増設ディスク100GBを追加 

DBサーバ(op)増設ディスク追加 300GB 1.200円/1日 ・DBサーバ(op)へ増設ディスク200GBを追加 
※Secure Hybridは300GB単位での追加となります 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：スモール 

一台 1,200円/1日 ・検証サーバ(基本)を全台起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ミディアム 

一台 2,400円/1日 ・検証サーバ(基本)を全台起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 
  ※ミディアムタイプで起動するためには、事前に 
     ”オプション変更”を契約し、検証サーバ(基本)の 
     タイプをミディアムに変更する必要があります 
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オプションメニュー体系 <基本構成Secure Hybrid専用> 

分類 サービス名称 単位 単価 サービス内容 

オプ 
ション 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ラージ 

一台 4,800円/1日 ・検証サーバ(基本)を全台起動します 
  ※サービスポータルから任意のタイミングで起動することができます 
  ※ラージタイプで起動するためには、事前に”オプション変更”を 
     契約し、検証サーバ(基本)のタイプをラージに変更する必要が 
     あります 

検証MBサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・検証MBサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

検証BOサーバ(基本)増設ディスク追加 100GB 200円/1日 ・検証BOサーバ(基本)へ増設ディスク100GBを追加 

検証DBサーバ(基本)増設ディスク追加 300GB 1,200円/1日 ・検証DBサーバ(基本)へ増設ディスク300GBを追加 
※Secure Hybridは300GB単位での追加となります 

専用線接続(100Mベストエフォート) 1回線 50,000円/月 ・SBCFと既存のFENICS網への接続を行います 
・契約者拠点と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は 
  別途FENICS回線を新規に敷設いただく必要があります 
・100Mベストエフォートであるため、帯域の保証・確保はできません 
・100.64.0.0/10を本環境と接続する契約者環境で利用している 
  場合、本環境との通信は行えません 

専用線接続(100M帯域確保) 1回線 200,000円/
月 

・SBC/SBCFと既存のFENICS網への接続を行います 
・契約者拠点と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は 
  別途FENICS回線を新規に敷設いただく必要があります 
・100M帯域確保のため、帯域の保証は出来ません 
・100.64.0.0/10を本環境と接続する契約者環境で利用している 
  場合、本環境との通信は行えません 

セキュリティオプション 1台 25,000円/月 ・Trend Micro社のDeep Security as a ServiceをSBCFに 
  導入します 
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専用管理画面取込について 

 本オプションを利用することで、SBC/SBCFと連携可能な他社スマートフォンアプリ専用の管理画面を 
業務管理ポータルに取り込むことができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取込みが可能な管理画面は下記のいずれかとなります 

 凸版印刷様スマホアプリ専用機能 

 SCSK様スマホアプリ専用機能 
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店舗管理 

Push通知 

コンテンツ 

口座開設 

会員管理 口座開設データ管理 

口座種別 

証明書 

会員ID 

 普通口座 

 免許証画像 
 http://xxx.xx.jpeg 

 12345 

変更 
他社スマートフォンアプリのための 

専用管理画面が 
表示可能になります 

店舗管理 

Push通知 

コンテンツ 

会員管理 

契約前 契約後 

専用管理画面取込み 

＜例：本オプション契約前後の業務管理ポータルイメージ＞ 
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 検証サーバ(基本)の起動/停止をサービスポータルより行うことができます。 

 検証サーバ(基本)の起動/停止ボタンはサーバの起動状態に応じて出し分けされます。 
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検証サーバ(基本) 起動・停止 

停止 サーバ起動中 

Lite / Standard / 
Secure Standard 

検証サーバ(基本) 
(MB・BO・DB統合サーバ) 

Secure Hybrid 

検証用MB 
サーバ(基本) 

検証用BO 
サーバ(基本) 

停止 
停止 停止 

検証サーバ(基本)が起動中の場合 

検証サーバ(基本)の起動/停止について 
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課金のタイミング（1/4） 
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 各メニューの課金単位はメニュー体系に記載のとおりとします。 

 利用料金については、サービス開始日(またはオプション適用日)の翌日からサービス解約日(またはオプション解約日)までが
課金期間となります。 
ただし、検証サーバについては、サービスポータルの起動ボタンを押した日から停止ボタンを押した日までが課金期間と 
なります。 

 
＜例1：基本構成Liteのサーバタイプ変更およびディスク増強＞ 

＋MB/BOサーバ変更(ミディアム) 

基本構成 Lite(スモール) 

4/6 4/20 

＋ MB/BOサーバ100GB増強 

4/11 

4月度＿従量費用 

メニュー名 単金 日数 小計 備考 

基本構成 Lite 11,700円 30日 351,000円 4/1～4/30の30日間 

MB/BOサーバ変更 
サーバタイプ：ミディアム 

600円 24日 14,400円 4/7～4/30の24日間 

MB/BOサーバ ディスク追加 200円 19日 3,800円 4/12～4/30の19日間 

＜小計＞ 369,200円 

<合計> 469,200円 4月度利用料請求額 

4月度＿一括費用 

メニュー名 単金 個数 小計 備考 

オプション変更 50,000円 2個 100,000円 ※スケールイン/ダウン時は不要 

＜小計＞ 100,000円 

オプション課金分 

オプション課金分 

スケールアップ 

ディスク増強 

4月度 
金額確定 

4/1 

4/30 5/1 
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課金のタイミング（2/4） 
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＜例2：MBサーバ(op)の追加＞ 

4/1 4/30 5/1 

4/3 4/18 4/25 4/10 

サーバタイプ： 
スモール 

サーバタイプ： 
ミディアム 

サーバタイプ： 
ラージ 

サーバタイプ： 
ラージ 

・ラージを2台解約※ 

・スモールを解約※ 
・ミディアムを追加 ・スモールを追加 

・ミディアムを解約※ 
・ラージを2台追加 

4月度 
金額確定 

4月度＿従量費用 

メニュー名 単金 日数 小計 備考 

基本構成 Standard 16,700円 30日 501,000円 4/1～4/30の30日間 

MBサーバ(op)を追加：スモール 3,600円 7日 25,200円 4/4～4/10の7日間 

MBサーバ(op)を追加：ミディアム 4,200円 8日 33,600円 4/11～4/18の8日間 

MBサーバ(op)を追加：ラージ 5,400円 14日 
(7日×2台) 

75,600円 4/19～4/25の7日間 

＜合計＞ 635,400円 

4月度＿一括費用 

メニュー名 単金 個数 小計 備考 

オプション変更 50,000円 4個 200,000円 ※サーバ解約時は不要 

＜合計＞ 200,000円 
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課金のタイミング（3/4） 
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4/1 4/30 5/1 

Lite 

Standard 

4/15 

4月度＿従量費用 

メニュー名 単金 日数 小計 備考 

基本構成 Lite 11,700円 15日 175,500円 4/1～4/15の15日間 

基本構成 Standard 16,700円 15日 250,500円 4/16～4/30の15日間 

＜合計＞ 426,000円 

4月度 
金額確定 

＜例3：基本構成のタイプ変更＞ 

4月度＿一括費用 

メニュー名 単金 個数 小計 備考 

基本構成変更 200,000円 1個 200,000円 

＜合計＞ 200,000円 
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課金のタイミング（4/4） 

  課金タイミング例) 
    ①検証サーバ(基本) 4/  5起動 ～ 4/ 8停止  計4日 
    ②検証サーバ(基本) 4/15起動  ～ 4/20停止  計6日 

 

4/8 

4/1 4/30 
① ② 

4月度＿検証サーバ(基本)利用費用 

メニュー名 単金 日数 合計 備考 

検証サーバ(基本)起動 
サーバタイプ：ミディアム（Lite構成） 

1,200円/日 10日 12,000円 基本構成Lite 

4/5 4/15 4/20 

＜例4：検証サーバ(基本)の起動・停止＞ 

36 



契約内容の確認について 

 契約内容の確認はサービスポータル上で確認できます。 
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【ご利用料金明細表示画面】 

FUJITSU Cloud Service Smart Biz Connect for Financeサービス　ご利用料金明細

2015/4/11

<月途中　表示例>
◆ご請求基本情報

2015/4/1～2015/4/11【暫定】

ご請求金額（消費税除く）

◆ご請求内訳

メニュー名 単価 単位 数量 料金 備考

オプション変更サービス 50,000             式 3           150,000             

合　　　計 150,000  

ご請求金額（消費税除く）

◆ご請求内訳

メニュー名 単価 単位 数量 料金 備考

Standardタイプ 16,700             日 11         183,700             契約必須

MBサーバ(基本)スペック変更

サーバタイプ：ミディアム
600                   日 5           3,000                 

MBサーバ(op)を追加

サーバタイプ：ミディアム
4,200               日 5           21,000               

MBサーバ(基本)増設ディスク追加 200                   100GB・日 5           1,000                 

合　　　計 208,700  

¥208,700

契約アカウント abcdefg

利用期間

【4月度_一括費用】

¥150,000

【4月度_従量費用】

¥358,700
ご請求金額（一括費用　+　従量費用）

（消費税除く）

分類

オプション

分類

基本

オプション

オプション

オプション

FUJITSU Cloud Service Smart Biz Connect for Financeサービス　ご利用料金明細

2015/4/30

<月末後　表示例>
◆ご請求基本情報

ご請求金額（消費税除く）

◆ご請求内訳

メニュー名 単価 単位 数量 料金 備考

オプション変更サービス 50,000             式 3           150,000             

150,000  

ご請求金額（消費税除く）

◆ご請求内訳

メニュー名 単価 単位 数量 料金 備考

Standardタイプ 16,700             日 30         501,000             契約必須

MBサーバ(基本)スペック変更

サーバタイプ：ミディアム
600                   日 12         7,200                 

MBサーバ(OP)を追加

サーバタイプ：ミディアム
4,200               日 12         50,400               

増設ディスク100GB追加

MBサーバ(基本)
200                   100GB・日 12         2,400                 

561,000  

分類

オプション

分類

基本

契約アカウント abcdefg

利用期間

【4月度_一括費用】

¥150,000

ご請求金額（一括費用　+　従量費用）

（消費税除く）
¥711,000

2015/4/1～2015/4/30【確定】

オプション

オプション

オプション

合　　　計

合　　　計

¥561,000

【4月度_従量費用】
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サービス提供時間／計画メンテナンス 

 サービス提供時間帯は以下のとおりです。 

 

 計画メンテナンスの通知は以下のとおりです。 

 

サービス提供時間 24時間365日(ただし、定期/緊急保守や計画停止を除く) 
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計画メンテナンスの通知 
計画メンテナンスの10営業日前までに、契約時に登録されたメールアドレスに 
E-mailで通知します。 
※緊急メンテナンスは上記の限りではありません。 
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QA問い合わせ対応時間 

 QA問い合わせ 
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QA質問受付時間 24時間365日 

QA質問受付方法 サービスポータル 

QA回答時間帯 当社営業日の9:00～17:00 

QA回答方法 サービスポータル 

契約者様 
サービスポータル 

サポートグループ 

QA 
問合わせ 
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障害発生時について 

 サービスに障害が発生した場合は契約時に登録された緊急連絡先にE-mailとFAXで通知します 
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御行 
富士通 

サービスマネージャー 運用担当者 営業 

障害調査 

障害対応 

障害の重篤度に応じ 
（サービス全停止等） 
対応状況を定期ご連絡 

障害検知 障害検知 

エスカレーション エスカレーション 調査依頼 

1次報告 
（メール/FAX） 

完了報告 
（メール/FAX） 
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バックアップ運用方式について（1/2） 

 本サービスでは下記の方式でシステムバックアップ、ログバックアップ、データベース領域バックアップを 
実施します 

 システムバックアップ 

• バックアップ処理中は基本構成に関わらず、サーバを停止する必要があります 

• システムバックアップはメンテナンスパッチ適用前に実施します 

• システムバックアップは1世代のみの取得となります 

 

 

 

 

 

 

 

 ログバックアップ 

• 各サーバのログデータは、データ退避用のスクリプトにより、NFSマウントされたサーバのバックアップ領域にバックアップします 

• バックアップはオンラインで行われるため、サーバを停止する必要はありません 

• ログバックアップは1日1回実施し、120日間保存します 
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運用者 

SBC/SBCF 

システムバックアップ操作 バックアップ 

サーバイメージ 

インターネット 

NFS 

バックアップ領域 

バックアップ 
イメージ 
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バックアップ運用方式について（2/2） 

 データベース領域バックアップ 

• データベース領域は、LVM(Logical Volume Manager)のスナップショット機能を利用してオンラインで一貫性を保持した 
バックアップを行います 

• スナップショットを作成する間はデータベースの書き込みロックが必要となり、書き込み処理の待機が発生しますが、この処理は 
数分で完了します 

• スナップショット作成後は書き込みロックを解除して通常通り使用可能となります 

• データベース領域のバックアップは1日1回取得し、1世代分保持します 

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED 

スナップショット 
作成 

バックアップ 

スナップショット 

DBデータ 
(LVM) 

DBデータ 
(LVM) 

スナップショット 

DBデータ 
(LVM) 

バックアップ 
データ 

データベースへの 
書き込みを 

一時的にロック 

データベースへの 
書き込みロックを解除 

スナップショットを利用して、
バックアップ 

バックアップ中もDB書込可 
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リカバリ処理について 

 バックアップからのリカバリ処理については、障害等によるデータ破損時に実施します 

 契約者要望による任意のタイミングでのリカバリ処理は行いません 
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SBCF専用運用室について 
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当社 
運用者 

運用端末 

SBCF専用運用室 

建屋 

セキュリティカード 鍵付きドア 富士通データセンタ 
①ID/PW、 
公開鍵による 

認証 

ご提供環境 

②提供環境には 
   踏み台サーバ経由でアクセス 

③提供環境へ間接アクセス 

③提供環境へ 
   間接アクセス 

踏み台サーバ 

Secure Standard/Hybrid 
契約環境は本運用室で運用 

Lite/Standard契約環境は 
通常建屋で運用 

 運用作業は鍵付きドアにより入室者を制限したSBCF専用運用室からのみ 

 機密性を強固にすると共に、運用者による不正なアクセスを牽制することが可能 
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FISC安全対策基準への対応について 

 FISCの安全対策基準にどのように対応しているかについては別途お問い合わせください 
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留意事項（1/2） 
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 契約について 
 契約内容の変更を行う場合、変更希望日の5営業日前までに、該当内容を記載した当社所定の申込書を提出してください。 

5営業日前に申請書を提出いただいた場合でも、記載内容に不備がある等の理由から希望日に変更が適用されない場合があります。 
なお、基本構成Secure Hybrid専用のDBサーバ(基本)及び検証DBサーバ(基本)に関する変更と専用線接続及びセキュリティ 
オプションに関しては、提供まで時間を要する場合があるため、事前に相談ください。 

 専用線接続は敷設済みのFENICS網への接続を前提とします。契約者環境と当社拠点間にFENICS回線が敷設されていない場合は
別途FENICS回線を新規に敷設する必要があります。 

 契約者は、サービスポータルにて提供されるAPI仕様書を本サービスにかかるスマートフォンアプリ開発の目的にのみ使用し、また、契約者が
当該スマートフォンアプリ開発を委託する第三者に当該目的のために使用させることができます。ただしこの場合、契約者は当該API仕様
書を当社の秘密情報として取り扱うものとします。 

 システム構成について 
 計画メンテナンス時などは利用しているサーバの停止が必要となる可能性があります。 

 サーバータイプを変更する場合は再起動が必要となるため、対象サーバの停止が必要となります。 

 DBサーバ(op)の追加可能台数は1台までとし、レプリケーションを構成します。そのためDBサーバ(op)追加時はDBサーバ(基本) の停止
が必要となります。 

 基本構成Secure HybridのDBサーバは標準でレプリケーション構成となっているため、DBサーバ(op)を追加することはできません 

 基本サーバと異なるサーバタイプのオプションサーバを追加した場合、各サーバの負荷にばらつきが発生し、システムが不安定となる可能性が
あります。そのため、オプションサーバは基本サーバと同じサーバタイプを追加することを推奨します。 

 基本構成のタイプ変更をする場合はサーバの停止が必要となります。 

 基本構成Liteからその他の基本構成に変更する場合や、基本構成Standard、Secure Standardから基本構成Liteに変更する場合
はグローバルIPアドレスが変更されるため、DNS設定を更新する必要があります。 

 基本構成のLiteタイプはサーバサイド機能と業務管理ポータルで1つのグローバルIPアドレスを使用するため、基本メニューのLiteタイプへ変
更する場合、ファイアーウォールの設定が引き継げない場合があります。 

 基本構成Liteタイプへの変更時は、オプションサーバを解約する必要があります。また、アプリケーションの構成、システムの利用状況によって
は構成変更が適用できない場合があります。 

 基本構成Secure Hybridからその他の基本構成に変更することはできません。 
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留意事項（2/2） 
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 その他 
 各種セキュリティ対策は当社ポリシーに則り、実施しています。 

 ファイアーウォールの設定変更を行う場合、変更希望日の5営業日前までに、該当内容を記載した当社所定の申請書を提出してください。 
5営業日前に申請書を提出いただいた場合でも、希望日に変更が適用されない場合があります。 

 本サービス上に格納されるデータについては契約者の責任を持って管理されることを前提とします。特にマイナンバーデータについては契約者
の責任でのみ登録/保管/利用されるものとし、当社による個々のマイナンバーの取扱は行いません。 

 契約者がサービス利用契約を終了した場合、利用しているサーバ上に保存したデータは全て削除されます。 

 スマートフォンアプリは契約者にて作成する必要があります。 

 本サービスではプラットフォームの提供のみを行うため、金融サービス等、本プラットフォームと連携して動作するスマートフォンアプリ含めた、 
全体的なセキュリティ対策は契約者が講じる必要があります。 
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