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サービス概要
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基幹システムのクラウド移行が本格化

⚫情報・フロントシステムに加え、基幹システムのクラウド移行が本格化

出典: 富士キメラ総研 「2022 クラウドコンピューティングの現状と将来展望」
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個人向けサービス基盤 法人向けサービス基盤 IoT、データ分析基盤等

AI/機械学習 情報系システム 基幹システム
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FUJITSU Hybrid IT Serviceについて

⚫FUJITSU Hybrid IT Service：
当社が長年提供してきた、クラウド、データセンター、ネットワーク、セキュリティ、システム運用保守などのインフラ
サービス、プロダクト、アプリケーション基盤などを新規技術の実装により強化し、新たにDC・クラウド接続基盤や
統合マネジメントポータル等とともに、プレフィックスやサブスクリプションなどの形態で提供するソリューション群

⚫FJcloud：FUJITSU Hybrid IT Serviceのデジタルインフラプラットフォームを構成するサービスの一つ

＜FUJITSU Hybrid IT Service＞
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富士通のクラウドサービスラインナップ

⚫お客様のご要望にお応えする多様なクラウドサービスをラインナップしています。

⚫ FUJITSU Hybrid IT Serviceは9,000社を超えるお客様にご利用いただいています。

FUJITSU Hybrid IT Service

OSSベースのクラウドサービス

FJcloud-O

VMware vSphereⓇ基盤のクラウドサービス

FJcloud-Ｖ

場所を選ばない専有型クラウドサービス

FJcloud-Outstation

ベアメタルクラウドサービス

FJcloud-ベアメタル

Microsoft 社のAzureを活用したクラウドサービス

for Microsoft Azure

Amazon社のAWSを活用したクラウドサービス

for AWS
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使い方に合わせた多様なご利用形態

ネットワーク

データセンター

サーバ

ストレージ

FJcloud-Outstation

共 有

富士通

共 有

富士通

共 有

共 有

専 有

専 有※

専 有

専 有

専 有

富士通

専 有

専 有

専 有

お客様

パブリック
リソース

プライベート
リソース DC利用型

お客様先
設置型

共 有

富士通

共 有

個別仮想基盤管理
のユースケース向け

専 有

FUJITSU Hybrid IT Service

⚫ お客様ユースケースに合致する共有型／専有型モデルを品揃え

⚫ FJcloud-O/V、ベアメタルに加え、専有型のOutstationを新たにラインナップ

FJcloud-O
FJcloud-V

FJcloud-
ベアメタル

※FJcloud-Vは専有コンポーネントをご利用いただくことでストレージの専有が可能となります。但しローカルディスクや増設ディスクは共有となります
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FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-Oとは

お客様

⚫ 各種機器、ソフトウェアの販売・サポートをしている富士通が
構築、運用するオープンソース基盤の国産クラウドサービス

OSSベースのクラウドサービス
FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O

オープンソースによるエンタープライズ
ITソリューションの業界リーダー

オープンソーステクノロジー
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サービスの特長
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クラウドジャーニーを実現するFJcloud

⚫オンプレミスのクラウド化（クラウドリフト）から
本格的な利活用（マルチクラウド活用）までの
すべての段階での課題が解決できます。

最適化

FJcloud

既存・安定重視アプリ

オンプレ環境 クラウドリフト

オンプレミス

開発運用高度化

FJcloud

アプリアプリアプリ

お客様

高機密性

Azure

AWS

Salesforce Workato

新規・短サイクルアプリ

マルチクラウド活用

既存アプリ・運用そのまま継続

現在 将来

クラウド化に向けた思いと課題
✓ システム・アプリを再構築したくない
✓ 使い慣れたSWをそのまま

利用したい

✓ 長期にサポートしてほしい
✓ コスト削減・予算見通しを立てたい

✓ オンプレとハイブリッドで利用したい
✓ マルチクラウドで利用したい

✓ 共用環境の利用に抵抗がある

✓ DC所在地（国内）がよい

①移行性

④拡張性

③機密性

②継続性

データ

FJcloud
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FJcloud-O ４つの特長

小さく始めて柔軟に拡張、既存システムからの移行・連携が容易

ソフトの長期サポートや割引制度で長期に安定した利用が可能

データを守り安心してご利用いただける国産クラウド

データセンター環境から他社クラウドサービスまでビジネス要件に
合わせた柔軟な拡張が可能

移行性

継続性

機密性

拡張性
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小さく始めて柔軟に拡張、既存システム移行・連携が容易

⚫ インフラ資産の調達予算を、数年単位から最小月単位に最適化できます。

⚫ 増設・拡張も、随時お客様自身が操作可能ですので、お待ちする必要がありません。

✓ 時間単位の従量料金（サー
バ・ストレージ等）と、月額の従
量料金（ソフトウェアなど）でご
利用いただけますので、最小構
成からスタートできます。

✓ 拡張・増設が必要な場合も、設
定依頼／完了通知を待つ必要
はありません。
随時、サービスポータルから追
加・変更できます。
※一部、お時間を要するメニューもございま
す。

お客様 サービスポータル お客様ご利用環境

移行性
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小さく始めて柔軟に拡張、既存システムの移行連携が容易

⚫ 複数の移行手段により、オンプレからの移行も短期間となり、移行にかかる
業務停止時間を短縮します。クラウド移行後は災害対策への拡張が安価に実現できます。

✓ ネットワーク（インターネット、専
用線）に加え、データ持ち込み
サービスにより、大容量のデータ
移行が可能です。

✓ 仮想サーバインポート機能により、
オンプレの仮想化システムの移
行期間を短縮できます。
※動作確認はお客様作業となります。

✓ 東日本／西日本リージョン間で
の移行も容易なため、広域災害
に向けた対応が可能となります。

仮想サーバインポート

移行元
仮想環境

製品およびバージョン

VMware •ESXi 7.0
•vCenter Server 7.0

KVM（※） •Linux kernel 3.10.0以降

※移行元対象OSの詳細は、機能説明書をご確認ください。

データ持ち込みサービス

お客様環境

お客様

弊社
提供
HDD

2.HDD配送

弊社作業範囲

一時保存
ストレージ

本サービス

1.データ
コピー

3.データ移行
4.HDD内
データ削除

移行性
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長期利用割引プラン

コスト変動要因が少ないため、長期に安定コストで利用可能

⚫ 「為替変動によるコスト変動」「トラフィックによるデータ転送料」等、コスト変動要因が少ないため、
長期に安定的なコストで利用可能です。

⚫ 長期利用割引プランでさらにコストダウン可能です。

長期に安定コストを実現可能

⚫ 円建て払いのため、為替変動に影響されません。

データ転送料(イン&アウト)が無料のため、
トラフィックの影響を受けない。

FJcloud-O

 1年コミット

 3年コミット

30%割引

50%割引

継続性
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基幹システムを長期かつ安定に利用可能

RHEL AUS

8.4

リリースより最大6年間

update不要update不要

RHEL 通常サポート
updateupdate

8.4 8.5 8.6
リリースより

約6カ月

⚫ RHEL AUSでは、特定マイナーリリースの修正を継続的に長期提供いたします。
安定稼働中のシステムの長期メンテナンス工数を削減できます。

✓ バージョンアップに伴う業務システムの
検証工数の削減

✓ サポート期間が長期で明確なため、

①システムの安定稼働に向けた
OSのバージョンアップ計画を、
早い段階から検討/立案可能

②稼働期間中のサポート切れ等の
リスクを排除可能

✓ 既存オンプレのRHEL AUS環境の
クラウドリフトに最適

継続性
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24時間365日安心なサービス

【例】⚫メンテナンスやリプレース、障害発生時にもサービスを停止せず環境をご利用頂けます。

物理サーバー、ストレージ、
ネットワーク等完全冗長化による
システム停止を防止
（ポータル/APIは停止の場合あり）

物理サーバーの故障時には
自動でフェイルオーバーを実施し、
停止時間を最小限に

トラブル原因調査により
復旧の自動化および
類似障害の未然防止を実施

メンテナンスおよび
リプレーススケジュールを気にせず、
システムを継続利用可能

停止時間を最小限にすることで
ビジネス損失を最小限に
抑えられる

トラブル
原因調査

水平展開により
類似障害の未然防止

トラブル復旧にとどまらず
未然防止へつなげることで
より安心できる基盤を提供

復旧の時間短縮に
効果のある項目を
自動化し影響最小限

継続性
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お客様要件に応じ使い分けられるリソース

⚫ 共有リソース・専有リソース両環境を、お客様の利用用途やコンプライアンスレベルに合わせご
利用いただけます。

✓ サーバ、ストレージ環境を
共有か専有選択いただけま
す。

✓ 専用の物理リソースを利用する
ことで、他の利用者の影響を限
りなく受けないシステム運用が
可能です。

✓ 政府契約者専用リソースもご用
意しています。民間契約者とのリ
ソース共有が認められない要件
においてもご利用いただけます。
(詳細はガバメントクラウドご紹介資料をご
参照ください)

（コアネットワーク）

C社

お客様

A社 B社

機密性

D社 A省

（政府契約者専用リソース）

（共有：パブリックリソース） （専有：プライベートリソース）
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データを守り安心してご利用いただける国内サービス

✓ 東西拠点をネットワークで
安価に接続でき、東西分散
型災害対策環境をご利用い
ただけます。

(詳細はDEXご紹介資料をご参照ください)

✓ サービス基盤は、地震などの影
響を受けにくい国内の堅牢な富
士通DCを利用しています。

サービス提供拠点が国内

【東日本リージョン】
【西日本リージョン】

⚫ お客様データの国外流出リスクがなく安心・安全なクラウドサービスをご利用いただけます。

機密性

© 2020-2022 Fujitsu Limited18



(ご参考)認証・規格取得状況

⚫ クラウド特有のリスクに応じたセキュリティは公的認証・規格に対応し、
明確な規格に沿った安心・安全なクラウド環境をご利用いただけます。

◼ ISO27001

◼ ISO27017

◼ PCI DSS

◼ SOC1, SOC2 Type2

◼ FISC安全対策基準

◼ ISMAP

取得／準拠対応状況

※各種認定書および報告書の開示についてはお問合せください。

※2022年12月時点の状況です。内容は予告なく変更しますので最新状況をお問合せください。

機密性
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ネットワークメニューの活用でハイブリッド構成を安価に実現

⚫ FJcloud-Oとデータセンター内のお客様環境の接続を個別工事なく
安価かつスピーディーに実現可能です。

⚫ 専用線のため、容量の大きい通信を行うときにも安定性が高く、確実な通信が可能です。

お客様環境（オンプレ）

お客様環境
(ハウジング/ホスティング)FJcloud-O

✓ セキュリティ要件レベルに合わせ
専有環境とクラウド環境を組合せ可能

セキュリティ確保

コスト削減

＋

✓ 専有線による安全性の高い通信で
気密性が求められるシステムを実現可能

拡張性

富士通データセンター

Digital enhanced EXchange(DEX)
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マルチクラウドでビジネス要件に最適なシステムを構築可能

FJcloud-O DEX    DAP 

＋

お客様環境

富士通データセンター

ハウジング/ホスティング

Azure AWS
Google 
cloud

⚫ FJcloud-Oおよび他社クラウドサービスを活用し、ビジネス要件に最適な開発・運用が可能です。

✓ 他社クラウドとのハイブリッド・
マルチクラウド環境を安易に構築可能

✓ ビジネス要件に合わせ、
最適なクラウドサービスで
「クラウドネイティブ開発」可能
効率的な開発・運用を実現

✓ 複数ベンダーのクラウドを活用することで
リスク分散およびベンダーロックインの
回避が可能

※回線工事
必要

コンテナ

API管理

※DEX(Digital enhanced EXchange)  /  DAP(Digital Application Platform）

ソース管理

＋

拡張性
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FJcloud-O サービス詳細
※本資料は、パブリックリソースについてご紹介します。
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基盤

業務

インフラストラクチャー

システムリソース
OpenStack ベースのインフラ環境(パブリック/プライベート)、OS提供

コンテンツ配信
Akamai CDN

メール配信 システム監視サービス

コンピュート
仮想/専有仮想サーバ等をｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ/ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞの2種提供

ストレージ
インターネット経由でアクセス可能な6種ストレージ

ネットワーク
インターネット経由でアクセス可能な仮想インフラ

テンプレート
ユーザー構築FJcloud-Oリソースのテンプレート作成

監視サービス
FJcloud-Oリソース及びFJcloud-O上で実行するｱﾌﾟﾘのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能

セキュリティ
24時間365日体制での万全なクラウド基盤運用

Digital enhanced EXchange
オンプレ・ホスティング等を閉域/直接接続可能

データベースサービス
PostgreSQL

IoT データ活用基盤

IoT Platform
IoT向けデータ送受信・蓄積・リアルタイム判断

らくらくサービスデリバリー基盤

ビジネスサポート
顧客管理/契約管理/料金計算

アプリケーション開発/実行基盤

Digital Application Platform

API Management Service

FJcloud-O サービスメニュー一覧
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ヘルプデスクサービス

ライト ベーシック プレミアム

月度の利用料金の10%に相当する金額

¥30,000円もしくは
月度の利用料金の10%に相当する金額

上記どちらか高い額

¥1,500,000円もしくは
月度の利用料金の10%に相当する金額

上記どちらか高い額

問い合わせ対応時間帯 平日9:00～17:00（JST） 24時間365日 24時間365日

問い合わせ対応窓口 メール(日本語) メール/電話(日本語) メール/電話(日本語)

利用の前提条件 ・「FJcloud-O」において、最新の修正版を適用していること

受け付ける質問の内容
・「FJcloud-O」の仕様、設定方法、利用方法に関する質問
・「FJcloud-O」が正常に動作しない場合における原因調査・回避措置に関する質問・相談

トラブル通知

内容 ・「FJcloud-O」でトラブルが生じた場合、トラブル発生時刻、影響範囲などを通知

方法 ポータル/メール通知 ポータル/メール通知 ・ポータル/メール/電話通知

メンテナンス通知
内容 「FJcloud-O」で一時的な中断を伴う計画メンテナンス、および緊急メンテナンスに関するメンテナンス時間、影響範囲などを通知

方法 ポータル/メール通知 ポータル/メール通知 ポータル/メール通知

サービス内容
更新の案内

内容 「FJcloud-O」で新機能の提供、およびエンハンスを実施した際に機能の概要を通知

方法 ポータル/メール通知 ポータル/メール通知 ポータル/メール通知

その他 ― プレミアム固有サポート（次頁）

注意事項

・時間外の問い合わせは、翌営業日9:00
以降の対応となります。 ・夜間・休日は、緊急時のみ対応します。

緊急以外の問い合わせに関しては、翌営業日（9時以降）の対応となります。
夜間：17時～翌9時 休日：土日、祝日、12月29日～1月3日

・緊急時は、電話でお問い合わせください。
・メールによる問い合わせの場合、電話の場合と異なり、お客様へのご連絡に時間がかかる場合があります。
・電話による問い合わせの場合、お客様への回答は基本的に電話連絡となります。

⚫システムの重要度・緊急度に合わせた3種類のヘルプデスクサービスをご提供
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ヘルプデスクサービス- プレミアム固有サポート

⚫ プレミアムサポートの内容

①迅速なトラブル解決とシステムの安定稼動
トラブル発生時は、お客様システムの影響範囲を特定した上で事象をご説明します
トラブル復旧中は、定期的に復旧状況を共有します。必要に応じて打合せを実施します
トラブル復旧後は、トラブルの原因、対策、再発防止策などのトラブル報告を実施します

②タイムリーな情報連携
トラブル/QAの問い合わせ内容、稼働状況などを月次報告書にまとめて提示します
ご要望に応じて月次定例会を実施します（月次報告書のご説明等）
FJcloud-O ロードマップの情報、新サービスの情報を提供します

③メンテナンス運用調整
計画メンテナンスの日時を当社が提示する複数の日程から契約者の都合に合わせて選択可能です

（対象は、FJcloud-O IaaS プライベートリソースサービスの計画メンテナンス
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ヘルプデスクサービス（留意事項）

⚫ 以下に関する問合せは対象外とします。

・性能チューニング（設計・構築・運用などに起因する性能評価）
・コンサルティング（設計・構築・運用に関するアドバイス）
・当社サービス環境に関する情報およびログの開示
・契約者が開発した業務ロジックやアプリケーションのコーディング
・契約者が個別に導入したサービスおよびソフトウェア、
本サービスの一部としてFUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O リソース上で
契約者が配備するソフトウェアおよび契約者が本サービスと組み合わせて使用しているソフトウェア
（当社が提供しているものを含む）

※ソフトウェアサポート仕様書の対象となるソフトウェアについては、
ソフトウェアサポート仕様書の記載の通りとなりますので、対象仕様書をご参照ください。
https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/document/index.html
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長期利用割引プラン（1／2） 料金プラン

契約期間 １年プラン ３年プラン

割引率
※対象メニューごとに契約額/コミット額が設定されます

７０％（３０％割引） ５０％（５０％割引）

コミット期間
1年

※1年ご利用後、長期利用割引プランの解約をお申し込みされ

るまで、1ヵ月単位で自動延長となります

3年
※3年ご利用後、長期利用割引プランの解約をお申し込みされ
るまで、1ヵ月単位で自動延長となります

最低契約額（利用可能金額）
１００円

※100円以上の契約額を1円単位で設定をすることができます

コミット額（最低ご請求金額） ７０円 ５０円

留意事項
①長期利用割引プラン対象外メニューは別途、通常価格で請求

②当社もしくは富士通Japan株式会社と直接、ご契約いただいているお客様のみご利用可能

③中途解約時は、違約金が発生します

⚫東日本リージョン3および西日本リージョン3をご利用のお客様を対象に、1年間／3年間の契約額を事前にお約束いただく事で
仮想サーバとストレージを通常価格の最大50%引きでご利用いただけるプランです。
なお、IPCOM VE2m等の仮想アプライアンス利用時の仮想サーバ/ストレージも対象となります。
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長期利用割引プラン（2／2） 料金プラン

＜ご支払い金額の考え方＞

• 実際のご利用金額が「契約額」を超えた場合、超過分に関しては通常金額（正価）で請求されます。

• 実際の利用金額が「コミット額」以下の場合、「コミット額」が請求されます。

（ただしベアメタルストレージに対しては長期利用割引仕切率の適用はなく、100％での提供となります。）

• 「契約額」および「コミット額」については、小数点以下は切捨てとなります。

利用した金額
13万円

10万円
(契約額)

3万円

3万円

請求金額
8万円

5万円
【コミット額】

◼利用金額 ＞ 契約額
超過した3万円分は、通常価格が適用

5万円
【コミット額】4万円

(利用実績)

※契約額の超過分
3万円は、通常価格で
ご請求

通常価格

1万円分未利用

利用した金額
4万円

請求金額
5万円

◼利用金額 ＜ コミット額
4万円分のご利用金額でもコミット金額である
5万円をご請求

利用した金額
10万円

10万円
(契約額)

請求金額
5万円

5万円
【コミット額】

◼利用金額 ＝ 契約額
コミット額（割引率50％）である5万円を
ご請求

⚫利用例
東日本リージョン３の仮想サーバハイスピードタイプCPUを３年/10万円の長期利用割引を契約した場合、コミット額は5万円
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定額プラン 概要 （1／2）

■条件

・対象のお客様：全業種のお客様

・対象サービス：FJcloud-O/V/ベアメタル

（一部サービスを除く）

・予め合意した月額固定金額で契約

利用するシステムの見積金額
を元に月額固定金額を設定

4月 5月 6月 7月 8月

10万10万 10万

5万

＜定額プラン利用例＞

８万

月額固定金額例
10万円

10万

最初の設計時のままなら
期間中定額で利用可能

月額固定金額(=見積時に定めた利用量)を
越えた場合は、超過分（5万円）を加算

・契約期間：以下３パターンより選択

①1年間

②1年以上の複数年契約（終了日の定めがあるもの）

③1年以上かつ解約日まで継続（終了日の定めがないもの）

⚫ 利用料金が毎月変動する従量課金での契約・支払いではなく、予め、見積時に定めた
利用量どおりであれば、指定の固定金額でご利用いただける「定額プラン」を提供
➢ あらかじめ決めたリソースの見積金額に基づいた月額固定金額を契約金額とし、毎月請求します。
➢ 月額固定金額を下回った場合でも、月額固定金額での請求となります。

利用量が月額固定金額
を下回った場合でも定額
（10万円）を請求

料金プラン
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定額プラン 留意事項（2／2）

⚫予め見積時に定めた利用量どおりであれば指定の月額固定金額で請求されます。

⚫ 「月」により日数に差異が生じます（28日、30日、31日）ので、最大利用時間（利用量）にてお見積いただいた金額を

「定額」とし、月額固定金額を決定ください。利用量が超過した場合、定額に加え超過分が加算され請求されますので、

お見積時には最大利用時間・量での試算をいただきますようお願いいたします。

⚫契約期間が前頁の①または②の場合は、契約期間満了後は、再申込がない限り、翌月以降から従量料金にて請求されます。

③をご選択いただいた場合は、解約されるまで、月額固定金額で利用可能です。

⚫下記のような一部サービスは定額プラン適用に留意が必要です。

【留意が必要な一部サービス】
以下サービスを利用する場合、指定の月額固定金額で利用いただけなくなります。 サービス利用時にはご了解の上、定額プランをお申込みください。

FJcloud-O コンテンツ配信サービス

FJcloud-V OVM（Oracle Database 利用環境）
クラウド型バックアップサービス（Acronis Backup Cloud for ニフクラ ）
CDN（Fastly）
CDN（J-Stream CDNext）
※最新情報はFJcloud-Vサービス仕様書別表 2をご確認ください

料金プラン
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「30日間無償トライアル」のご案内

※お申込は「Fujitsu Cloud Direct」の
FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-Oトライアル
ページより受け付けております。

（ https://clouddirect.jp.fujitsu.com/products/detail/dcc5f1e6-
0021-11ec-ab30-a4da592dd6a9）

※弊社担当営業がいらっしゃる方は、
担当営業までご連絡ください。

「Fujitsu Cloud Direct」トライアルご案内ページ

トライアルの利用条件については下記のURLをご参照ください。
○ https://clouddirect.jp.fujitsu.com/service/fjcloud-o_trial_terms

○ 本サービスの利用を希望される場合、FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O利用規約および
サービス仕様書に同意頂く必要がございます。

○ 本サービスの内容および利用条件は、予告なく変更される場合があります。
○ サービス内容、提供の状態、アクセスの可能性、使用の状態に関し、何ら保証するものでありません。
○ メンテナンス作業は、予告なく実施される場合があります。
○ 正式サービスご利用時には、「正式提供申請書」によるお申込が別途必要となります。
○ 無償トライアルは1回のみご利用いただけます。

留意事項

最大30日間！「FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O」を
30日間、無償でお試しいただけます。提供条件

「トライアル」
Web申し込みはこちら！
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SLAについて

※1 月間総稼働時間 ＝同一契約および同一リージョンにおける仮想サーバの起動時間と仮想サーバの停止時間を合わせた時間をいいます。仮想サーバの解放状態の時間は含まないものとします。
※2 仮想サーバ総利用不可時間 ＝同一契約および同一リージョンで、「利用不可」が発生した時間の合計をいいます。
※3 ストレージの稼働率については、それによって影響を受けた仮想サーバの台数を基準に、仮想サーバの稼働率として換算します。

◼ 以下の通り、FJcloud-O/Vで提供している一部の機能についてSLAを設定します。
SLA未達成時は、各サービスの利用料金を元に算出されたサービスクレジットを翌料金月の利用料金から減額します。

対象機能 適用条件
月間
稼働率

翌料金月の利用料金からの
減額金額

仮想サーバ,
ストレージ※3

東日本1,2
西日本1,2

同一契約および同一リージョン内の全てのアベイラビリティゾーンで起

動

している仮想サーバへアクセス出来ない時間を元に下記のとおり算出し

た月間稼 働率が、右記の月間稼働率記載に該当する場合

99.99%
未満

利用不可が発生したアベイラビリティ

ゾーンに作成された全ての対象メ

ニューの当該料金月における利用料金

の10%

99.00%
未満 上記に同じ利用料金の 30%

95.00%
未満 上記に同じ利用料金の 100%

東日本3
西日本3

同一契約および同一リージョン内で一つ以上のAnti-Affinityポリシー

を

用いて複数の仮想サーバを別々の物理サーバ上に作成し起動している

状態で、 仮想サーバへアクセスできない時間を元に下記のとおり算出

した月間稼働率が、 右記の月間稼働率記載に該当する場合

99.99%
未満

利用不可が発生したリージョンに作成

された全ての仮想サーバの当該料金月

における利用料金の10%

99.00%
未満 上記に同じ利用料金の 30%

95.00%
未満 上記に同じ利用料金の 100%

月間総稼動時間※1 ー 仮想サーバ総利用不可時間※2

月間総稼動時間
×100月間稼働率(%)=

月間総稼動時間ー 仮想サーバ総利用不可時間※2

月間総稼動時間
×100月間稼働率(%)=

⚫FJcloud-Oで提供している一部の機能についてSLAを設定
SLA未達成時は、各サービスの利用料金を元に算出されたサービスクレジットを翌料金月の利用料金から減額
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公開ホームページ

メニュー 利用量 料金(円)

Web/APサーバ 仮想サーバ (S3-1タイプ) 2台×720時間 7,459.2

OS提供サービス(Cent OS, サポートなし) 2ライセンス 無償

システムストレージ M2
60G（30G×2台）
×720時間

691.2

ネットワーク
関連

ロードバランサー 1台×720時間 2,332.8

グローバルIPアドレス提供サービス 1×720時間 432

ファイアーウォール 1台 無償

仮想ルータ 1台 無償

インターネットへのデータ転送送信（アウト）
(注)インターネット接続は共用のべストエフォートです。

100GB 無償

サポート ヘルプデスクサービスライト － 1,091

月間利用時間＝720h（24h30日）月額料金例(2022/12月時点) ※セキュリティ対策ソフトなしの場合

合計月額 12,006円

インターネットに公開するWebサーバを迅速に構築可能

負荷分散装置

インターネット

WEB/APサーバWEB/APサーバ

ファイアウォール

⚫ インターネットに公開するホームページのサーバをファイアーウォールとイントラで保護した運用が可能
⚫ ロードバランサーによる冗長化構成および負荷分散により、メンテナンス時の無停止更新が可能
⚫ オプション選択のセキュリティ対策ソフトにより、ウィルス対策・IPS/IDS・変更監視が可能

構成・料金例

※最新の料金は料金表をご確認ください。
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システム開発・検証環境

⚫ システム開発や検証時に、必要なときに必要なリソースを柔軟に構築
⚫ 開発終了時にはサーバを解放することにより、サーバコストを抑えた運用が可能
⚫ DEXの機能により、お客様拠点から直接開発環境を利用可能

メニュー 利用量 料金(円)

Web/APサーバ 仮想サーバ (S3-1タイプ) 1台×720時間 3,729.6

OS提供サービス(CentOS, サポートなし) 1ライセンス 無償

システムストレージ M2 30GB×720時間 345.6

DBサーバ 仮想サーバ (M3-2タイプ) 1台×720時間 9,216

OS提供サービス(CentOS, サポートなし) 1ライセンス 無償

システムストレージ M2 30GB×720時間 345.6

ネットワーク関
連

ファイアーウォール 1台 無償

仮想ルータ 1台 無償

DEX 構内接続
100Mベストエフォート

1接続 無償

DEX FENICSインターコネクト
100Mベストエフォート

1接続 無償

サポート ヘルプデスクサービスライト － 1,363

必要なときに必要なリソースをスピーディーに配備

月間利用時間＝720h（24h30日）月額料金例(2022/12月時点)

合計月額 14,999円

構成・料金例

FUJITSU Hybrid IT Service 
FJcloud-O

DEX

お客様拠点

・FENICSインターコネクト
・構内接続

※最新の料金は料金表をご確認ください。
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基幹システム
メニュー 利用量 料金(円)

Web/AP

サーバ
仮想サーバ (S3-2タイプ) 1台x720時間 7,538.4

OS提供サービス (Windows Server 2019 SE、

64bit 日本語版 平日サポート)
1ライセンス 12,832

システムストレージ M2 80GB×720時間 921.6

DBサーバ 仮想サーバ (S3-4タイプ) 1台x720時間 15,076.8

OS提供サービス (Windows Server 2019 SE 、

64bit 日本語版 平日サポート)
1ライセンス 12,832

システムストレージ M2 80GB×720時間 921.6

増設ストレージ M2 200GB×720時間 2,304

ソフトウェア提供サービス (SQL Server 2019 SE 

日本語版 平日サポート)
1ライセンス 49,615

帳票サーバ 仮想サーバ (S3-2タイプ) 1台x720時間 7,538.4

OS提供サービス (Windows Server 2019 SE、

64bit 日本語版 平日サポート)
1ライセンス 12,832

システムストレージ M2 80GB×720時間 921.6

ADサーバ 仮想サーバ(S3-1タイプ) 1台x720時間 3,729.6

OS提供サービス (Windows Server 2019 SE、

64bit 日本語版 平日サポート)
1ライセンス 12,832

システムストレージ M2 80GB×720時間 921.6

ネットワーク

関連
ファイアウォール 1台 無償

仮想ルータ 1台 無償

DEX クロスコネクト for FJcloud-O 100Mbpsベ

ストエフォート
1接続 無償

DEX WANコネクト for FENICS 100Mbpsベストエ
フォート

1接続 無償

サポート ヘルプデスクサービスベーシック － 30,000

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O上に構築した
業務アプリケーションサーバとデータセンターに設置したハウジング環境を
連携して活用

月間利用時間＝720h（24h30日）月額料金例(2022/12月時点)

合計月額 170,816円

⚫ 業務量拡大時でも性能向上（スケールアップ）が容易に可能なため、
業務システムのスモールスタートが可能

⚫ DEXの機能により、ハウジング環境との接続が簡単

構成・料金例

・構内接続
・構内接続ポート
（DCアウト契約）

富士通データセンター

お客様拠点

FUJITSU Hybrid IT Service 
FJcloud-O

Web/APサーバ

DEX

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ネ
ク
タ

ハウジング
（お客様環境）

DBサーバ

帳票サーバ

ADサーバ

※最新の料金は料金表をご確認ください。
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関連情報・資料（1/3）

FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-Oご紹介ページ
https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/index.html

利用料金を
Web上で試算

○ 機能一覧
○ 料金表
○ 導入事例
○ 各サービス詳細ご紹介資料
○ ご紹介動画
○ システム構成・料金例
○ Webからトライアル・購入

○ 利用開始の流れ
○ 利用規約／仕様書
○ －サービスレベル仕様書
○ －制限事項・注意事項 等
○ 関連セミナー
○ FAQ 等

30日間無償
トライアル申込

申込・利用
開始画面

⚫FJcloud-O 関連情報・各種資料は下記公開サイトよりご参照いただけます
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関連情報・資料（2/3）

マニュアル

https://s-
portal.cloud.global.fujitsu.com/SK5PCOM001/index

ポータル

⚫FJcloud-O 関連詳細資料は、FUJITSU Hybrid IT Service FJcloudポータル(ID不要)より
ご参照いただけます

IaaSドキュメント・ツール類
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FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud
ポータルの「ドキュメント」にアクセス

ポータル

関連情報・資料（3/3）
⚫ IaaSを初めて構築される方向けの導入マニュアルを掲載しております。

(各種リソースの作成方法解説) ※契約前のお客様も参照頂ける構築ガイドです。
＜初期構築ガイドURL＞ https://doc.cloud.global.fujitsu.com/lib/iaas/jp/initial_guide/index.html
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関連サービス
⚫ FUJITSU Hybrid IT Service Digital Application Platform

⚫ Pay-as-you-go Software（従量課金ソフトウェア）
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FUJITSU Hybrid IT Service Digital Application Platform

FJcloud-O

Digital Application Platform

ソース管理

アプリケーション監視
ログ管理

コンテナプラットフォーム

データベース

API管理

開発
効率化

運用
効率化

仮想サーバ

お客様アプリケーション

ストレージ

開発
効率化

運用
効率化

⚫FJcloud-Oでのアプリケーションの開発・運用を効率化するために、
「FUJITSU Hybrid IT Service Digital Application Platform」 を活用できます。
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データベースサービス

お客様事業への貢献

データベース運用工数の

削減

業務アプリの開発

専念可能

ミニマムスタートによる
初期投資の削減

業務ロジックの開発
に専念できる

必要な時“すぐに”
DBを利用できる

開発用とテスト用の
DBを分けたい

DBサーバの
保守が簡単

データセンター
圧縮化

セキュリティの
確保

アプリ開発者 サーバ運用者

D
B

イ
ン
ス
タ
ン
ス

DB配備・設定

A
P
I

自動メンテナンス

スケール変更

セキュリティ

運用サポート

※FUJITSU Hybrid IT Service Digital Application Platformでのご提供となります。 また東日本リージョン3からの提供となります。

⚫FJcloud-Oの仮想サーバと内部ネットワークで接続できる、リレーショナルデータベースサービスです。
フルマネージドサービスのため、お客様は運用の負荷が軽減され、アプリケーション開発に専念できます。

FJcloud-O と連携する Digital Application Platform のサービス例

データベースサービス
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（ご参考）Pay-as-you-go Software（従量課金ソフトウェア）

⚫FJcloud-O IaaSの仮想サーバ上に使いたい富士通製ソフトウェアを配備して従量課金で
ご利用いただける「Pay-as-you-go Software」を提供します。

⚫動作保証済みのため、安心してご利用いただけます。

利用いただいた分だけお支払い
（従量制料金）

仮想サーバ/コンテナを増設しても
追加購入手続き不要で

すぐに利用可能

ソフトウェアすべてに
サポートサービスが付帯

【 特徴 】

FJcloud-O

※別途ご契約が必要となります。

対象ソフトウェア 例
• Systemwalker Centric Manager
• Systemwalker Operation Manager
• Enterprise Application Platform
• Interstage Application Server
• Interstage List Creator
• Enterprise Postgres (*)

など

* コンテナ環境のみ
OperatorHub対応済
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Thank you
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