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NEC Cloud IaaS



NEC Cloud IaaS とは

特長1　安全・安心なクラウド

デジタルの力を使った新しい価値創造を求める機運
は近年ますます高まってきています。レガシーシス
テムのモダナイゼーションから最新テクノロジを活
用したクラウドネイティブなシステム／サービスの
立ち上げなどデジタル活用はさまざまなテーマに
及んでおり、実現を支えるプラットフォームとしてク
ラウドは不可欠なものとなっています。

NEC Cloud IaaS はNECのデジタルプラットフォー
ムの中核となるクラウド基盤サービスです。充実の
ラインナップと安定した基盤、他社クラウドやハウ
ジングエリア／オンプレミス環境との連携実現により、
お客様のビジネスを支えます。

NEC Cloud IaaSは、金融機関等コンピュータシステ
ムの安全対策（FISC基準）に準拠し、最新技術による
セキュリティ対策を施したNECのデータセンターか
ら提供しています。2021年3月、政府情報システムの
ためのセキュリティ評価制度（ISMAP※1）のクラウド
サービスリストに登録されました。
NEC Cloud IaaSとデータセンターは、各種の公的
認証を取得し、厳格な管理・運用を行っているため、安
心してご利用いただくことができます。

クラウド基盤を構成するハードウエアなどを冗長化
し可用性を高めています。仮想サーバサービスのSLA
は 99.99%（サーバ稼働率）※2であり、基幹システム・
業務サービスを稼働させる基盤として、高い信頼性で
ニーズに応えます。

国内2拠点（神奈川／神戸）を活用、またオンプレミス
上・クラウド上システムのバックアップ先としてNEC 
Cloud IaaSをご利用いただくことにより、柔軟な
BCP対策の実現に貢献します。

● その他の取得済み公的認証／準拠している公的規格

ISO/IEC 27018※4 : 
クラウド上に保管されてい
る個人情報の扱いに関する
国際規格

● 公的認証への対応
ISO/IEC 27017※3 ：
クラウドコンピューティング
の情報セキュリティに関する
国際規格　

※3: https://jpn.nec.com/cloud/iaas/NEC_ISO27017.pdf　※4: https://jpn.nec.com/cloud/iaas/NEC_ISO27018.pdf

※5: SOC2（System and Organization Controls 2)：
　　 米国公認会計士協会（AICPA）が定めたTrustサービス規準に基づいて提供される受託業務のセキュリティ等に係る内部統制の保証報告書

https://jpn.nec.com/cloud/iaas/case/index.html
NEC Cloud IaaSは、多くのお客様にご利用いただいています。
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区分 取得済み公的認証／準拠している公的規格／受領報告書
政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）

個人情報保護マネジメントシステムに関する規格（Pマーク）

・NIST SP800-171 対応

・国際規格 ISO/IEC27001
・JIS規格 JIS Q 27001
・JIS規格 JIS Q 15001

・ISMAPクラウドサービスリスト登録

・SOC1(AICPA AT 801、
  IFAC ISAE3402)
・SOC2（AICPA AT101/SOC2）

・国際規格 ISO22301
・JIS規格 JIS Q 22301

・国際規格 ISO/IEC20000-1

・国際規格 ISO9001

米国国立標準研究所（NIST）が定めたセキュリティ対策基準
セキュリティ

内部統制

事業継続

品質

ITIL

情報セキュリティマネジメントシステムに関するセキュリティ国際
規格（ISMS）

受託業務に係る内部統制の保証報告書（SOC1）

受託業務のセキュリティ・可用性に係る内部統制の保証報告書（SOC2※5）

事業継続マネジメントシステムに関する国際規格

品質マネジメントシステムに関する国際規格

ITサービスマネジメントに関する国際規格

お客様の価値創造を支える
クラウド基盤

※1: ISMAP:Information system Security Management and Assessment 
Program
※2: 仮想サーバサービス（ハイアベイラビリティプラス(HA-Plus)、ハイアベイラ
ビリティ（HA）） 

導入事例はこちらから。



フロントオフィス業務から基幹業務、デジタルを活用
した新サービスまで様々なニーズに対応できるサー
ビスラインナップを用意しています。

サーバサービス
基幹系の業務システムにも安心してお使いいただける
SLA99.99%(サーバ稼働率)の仮想サーバ ハイアベイ
ラビリティプラス(HA-Plus)、ハイアベイラビリティ
(HA)をラインナップ。専有利用できる物理サーバも選
択でき、ご利用用途に合わせた構成に対応可能です。
また、NEC Cloud IaaSをラック型サーバにおさめた
NEC Cloud Stackを新たにご用意、更に幅広い形態
を実現できます。

ストレージサービス
サーバ間でデータやファイルを共有できるファイルスト
レージや、インターネットアクセスと閉域網アクセスを
選択できるオブジェクトストレージをご用意、データドリ
ブンなシステム／サービスの構成の幅を広げています。

ネットワーク
NEC Cloud IaaS内部で柔軟なネットワークを構成
できることに加え、同一データセンター内のハウジング
エリアとの連携接続が可能です。ハウジングエリアに
設置した専用機器やクラウド化対象外のサーバ群と
NEC Cloud IaaS上のシステムをLAN(L2)接続できる
ため、クラウド移行やハイブリッド構成利用がスムーズ
に実現できます。

また、他のNECデータセンターとの接続だけでなく、
他社クラウドサービスとも接続できますので、今後ま
すます拡大が見込まれるマルチクラウド利用環境下
での利用にも対応可能です。

特長2　さまざまなニーズに対応する充実のラインナップ

特長3　クラウド運用を効率化

NEC Cloud IaaSのサーバやストレージ作成、運用管理などは、お客様自身
がセルフサービスポータルから操作できます。セルフサービスポータルは、
ご利用いただいている多くのお客様から、分かりやすいユーザインタフェース
との評価をいただいています。
また、データ通信量やディスクへのアクセス数には依存しないシンプルな
料金体系のため、稼働後のデータ増に伴う想定外のコスト発生等、検討時
の費用／予算とのギャップに対応を迫られることが少なく、ICT予算の管理
負担を軽減します。

NEC Cloud IaaS

ネットワーク共有

リソース専有 リソース共有

NECデータセンターオンプレミス

【物理サーバ課金】 【仮想サーバ課金】【仮想サーバ課金】
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VMware基盤
性能・信頼性重視

HA

VMware基盤
 性能・信頼性重視

STD-Plus

OpenStack基盤

性能・信頼性重視

セルフサービスポータルから運用支援機能を用いて、ハウジングエリア、
オンプレミス環境、他社クラウド上のシステムを含めたお客様ICT環境全体
の運用管理を行うことができます。これにより、ハイブリッドクラウド環境の
運用の効率化を実現します。
仮想サーバサービス（HA-Plus）を作成・管理するポータルはすべての操作
をAPIで利用することができ、大規模なシステム運用に際しても効率的な
対応が可能です。

※オブジェクトストレージ等一部サービスは対象外

コネクトサービス

NWセキュリティファンクション

NWアプライアンス

インターネット接続 マルチクラウド接続 ハウジング接続 データセンター間接続

NASNAS

オブジェクト



●アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services およびAmazon Web Servicesロゴは、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
●Microsoft、Microsoft Azureは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
●インテル® Xeon®はアメリカ合衆国および/または その他の国における Intel Corporation の商標です。
●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
●このカタログの内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承下さい。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
　ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。

NEC Cloud IaaS

NEC Cloud IaaSラインナップ

利用料金例

お問い合わせは、下記へ

NEC サービスプラットフォーム事業部  インフォメーションデスク

E-mail： info@ebiz.jp.nec.com
URL： https://jpn.nec.com/cloud/service/platform_service/iaas.html
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フォントを採用しています。
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NEC Cloud Stackは
2021年度下期申込受付
開始予定
（オンプレミス設置は
  2022年度以降予定）

2021年9月現在

ハイアベイラビリティプラス（HA-Plus） 月額9,740円～（課金単位：月、時間）  ※最小構成：2NCU×1vCPU、2GB Memory、100GB システムディスク

ハイアベイラビリティ（HA） 月額10,900円～（課金単位：月、時間）  ※最小構成：2NCU×1vCPU、2GB Memory、100GB システムディスク

スタンダードプラス（STD-Plus） 月額8,840円～（課金単位：月、時間）  ※最小構成：4NCU×1vCPU、2GB Memory、60GB システムディスク




