
  1 

 

 

 

2011年9月27日 

ソネットエンタテインメント株式会社 

******************************************************************************** 

SoSoSoSo----netnetnetnet、『、『、『、『SoSoSoSo----net net net net クラウド』を本日より提供開始クラウド』を本日より提供開始クラウド』を本日より提供開始クラウド』を本日より提供開始    

～～～～12121212種類の料金プランと課金選択で種類の料金プランと課金選択で種類の料金プランと課金選択で種類の料金プランと課金選択で、、、、ビジネスへ柔軟に対応ビジネスへ柔軟に対応ビジネスへ柔軟に対応ビジネスへ柔軟に対応～～～～    

http://www.so-net.ne.jp/cloud/ 

******************************************************************************** 
 

ソネットエンタテインメント株 式 会 社 （以 下 So-net）は、法 人 向 けのクラウドサービス

『So-net クラウド』（本年 9 月 6 日より受付開始）を、本日 9 月 27 日より提供開始いたします。 

 

『So-net クラウド』は、仮想化されたサーバーリソースを必要なときに必要な分だけ、オンデマ

ンドで借りることができるパブリッククラウドです。特長として、スピード（サーバー準備）、価格帯、

保守の点から、「速い、安い、安心安全」の 3 つの要素を備えています。 

 

プランはお手軽な「mini」〔サーバー1 台 あたり／1vCPU（1GHｚ）・512MB〕から、ハイスペックな

「Large32」〔4vCPU（3GHz）・32GB〕まで、12 種類のプランから、月額課金、従量課金を選択できま

す。また各プランへの切り替えや課金選択の変更も可能なため、ビジネスの状況に応じた最適な

プランの選択にも柔軟に対応できます。さらに仮想サーバーは、一般的な物理サーバーと比べ、

消費電力は発熱量が極めて小さいため、オンプレミス環境でのサーバー運用を『So-net クラウ

ド』に移行することにより、システム運用にかかる電力消費を削減でき、コスト効果が得られます。 

 

なお、サービス開始を記念して、期間中に登録された先着 50 社を対象とした『So-net クラウド』

スタート記念キャンペーンを実施しています。 

 

【参考：【参考：【参考：【参考：    『『『『SoSoSoSo----net net net net クラウド』サービス利用例】クラウド』サービス利用例】クラウド』サービス利用例】クラウド』サービス利用例】    
 

■ アクセスの増減が激しく、サーバー数の増減に柔軟性が必要な企業のキャンペーン 

サイト 
 

■ 短期間かつ、急激なアクセス増に対応するため、サーバー数の増減を必要とする 

製品評価サイト 
 

■ 個別企業向けのスマートフォンページ、アプリ、ソーシャルサイトの構築、運営 
 
 

So-net の法人サービス事業は、Web インテグレーション分野においてクラウドプラットフォーム

を使用した経験・事例を多数揃えています。今後『So-net クラウド』をベースに、Web インテグレー

ションの提案や、システム構築に対するクラウドアーキテクチャのコンサルティングなど、ワンスト

ップで提供する“クラウドインテグレーション”に注力してまいります。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

『『『『SoSoSoSo----net net net net クラウド』サービス概要クラウド』サービス概要クラウド』サービス概要クラウド』サービス概要    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

■ サービス名： 『So-net クラウド』 

 

■ 提供開始日： 2011 年 9 月 27 日（火） 

 

■ 基本料金： サーバー1 台あたりの各プラン 

 

プランプランプランプラン    月額月額月額月額    
従量従量従量従量    

起動中起動中起動中起動中    停止時停止時停止時停止時    

miniminiminimini    

1vCPU(1GHz)1vCPU(1GHz)1vCPU(1GHz)1vCPU(1GHz)・・・・512MB512MB512MB512MB    
7,875 円/月 12.6 円/時 5.25 円/時 

smallsmallsmallsmall    

1vCPU(3GHz)1vCPU(3GHz)1vCPU(3GHz)1vCPU(3GHz)・・・・1GB1GB1GB1GB    
13,335 円/月 23.1 円/時 5.25 円/時 

small2small2small2small2    

1vCPU(3GHz)1vCPU(3GHz)1vCPU(3GHz)1vCPU(3GHz)・・・・2GB2GB2GB2GB    
18,144 円/月 31.5 円/時 6.3 円/時 

small4small4small4small4    

1v1v1v1vCPU(3GHz)CPU(3GHz)CPU(3GHz)CPU(3GHz)・・・・4GB4GB4GB4GB    
25,410 円/月 44.1 円/時 7.35 円/時 

mediummediummediummedium    

2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)・・・・2GB2GB2GB2GB    
25,410 円/月 44.1 円/時 7.35 円/時 

medium4medium4medium4medium4    

2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)・・・・4GB4GB4GB4GB    
35,070 円/月 60.9 円/時 8.4 円/時 

medium8medium8medium8medium8    

2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)2vCPU(3GHz)・・・・8GB8GB8GB8GB    
48,300 円/月 84 円/時 10.5 円/時 

largelargelargelarge    

4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)・・・・4GB4GB4GB4GB    
48,300 円/月 84 円/時 10.5 円/時 

large8large8large8large8    

4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)・・・・8GB8GB8GB8GB    
66,528 円/月 115.5 円/時 11.55 円/時 

large16large16large16large16    

4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)・・・・16GB16GB16GB16GB    
91,927.5 円/月 159.6 円/時 12.6 円/時 

large24large24large24large24    

4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)・・・・24GB24GB24GB24GB    
123,480 円/月 214.2 円/時 13.65 円/時 

large32large32large32large32    

4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)4vCPU(3GHz)・・・・32GB32GB32GB32GB    
149,835 円/月 260.4 円/時 14.7 円/時 

 

※ 月額課金／従量課金いずれかのプランを選ぶことができます。 
 

※ 従量課金の場合、サーバーの起動中／停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。 
 

※ 各プランの詳細は URL を参照ください。 

 URL：http://www.so-net.ne.jp/cloud/price/ 
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■ 『So-net クラウド』の特長 

◆速い：「5 分」でサーバー準備やディスク追加などが可能 

サーバー準備、追加・削除やスペック変更などの操作は無料のコントロールパネルか

らすべてオンデマンドで変更が可能。 
 

◆安い：初期費「0 円」！従量課金で「12.6 円/時」から利用可能 

初期の費用は無料。更に従量課金で 12.6 円/時（停止時は 5.25 円/時）から利用でき

るためコストを最適化が実現できます。 
 

◆安心安全：“純国産”の安心安全なクラウドサービス 

（1） 「信頼」のデータセンター 

『So-net クラウド』は、“純国産”の「ニフティクラウド」（*）をベースに、災害に備えた堅牢なファ

シリティと厳重なセキュリティ対策が施された信頼の高いデータセンターにて運用しています。 
 

（2） 「日本語」によるコントロールパネル＆サポート 

サーバーの管理には、無料で提供している Web 上のコントロールパネルを利用できます。

「日本語」ユーザーインターフェースにより手軽にかつ直感的な運用をすることができます。 
 

（3） 「速い」応答速度 

国内にデータセンターが設置されているため、海外にあるデータセンターよりも応答速

度が速く、安心安全にサービスを運用することができます。 
 

*「ニフティクラウド」 

ニフティ株式会社が提供する、パブリック型クラウドコンピューティングサービスです（2011 年 8 月末現在

の利用社数：900 社以上）。仮想化されたコンピューティングリソースを必要なときに必要な分だけ、オン

デマンドで利用できます。 
 

■ 参考画像： コントロールパネル画像 
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■ オプション機能：  

 ◆ サーバーコピー 

    サーバーを複製する機能です。サーバーに適用された設定などもそのまま複製される 

ため、サーバーを作成毎に生じる環境設定を行う必要がありません。 
 

 ◆ カスタマイズイメージ 

    サーバーを作成する際のテンプレートをカスタマイズする機能です。カスタマイズ済の 

サーバーを新規サーバーとして作成できます。 
 

 ◆ 基本監視 

    サーバーの稼働・負荷状況の監視を自動で行い、異常発生時にはメールで通知します。 

    トラブルを迅速に把握でき、速やかなシステム復旧を行えます。 
 

 ◆ ファイアウォール 

    各サーバーへの通信を、予め定義されたルールに従ってフィルタリングする機能です。 

    サーバーより上位レイヤーでフィルタリングを行うことで、複数のサーバーに一括でファイア 

ウォールを適用することができます。 
 

 ◆ SSL 証明書 

    SSL 証明書の発行や更新などの管理を、『So-net クラウド』のコントロールパネルや、 

    API から行えます。 
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

『『『『SoSoSoSo----net net net net クラウド』スタート記念キャンペーンクラウド』スタート記念キャンペーンクラウド』スタート記念キャンペーンクラウド』スタート記念キャンペーン    

～先着～先着～先着～先着 50505050 社限定！『最大社限定！『最大社限定！『最大社限定！『最大 3333 万円』無料～万円』無料～万円』無料～万円』無料～    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 

■ 期間：2011 年 10 月 14 日（金）まで 
 

■ 対象：期間中、So-net クラウド申込窓口に申込書が到着後、先着で ID 登録及び、 

サーバー作成を行った法人 50 社 
 

■ 特典：10 月のご利用料金から最大 3 万円を無料とします 

※9 月に利用開始のお客さまは、9 月利用分が無料となります。 
 

■ 発表方法：「So-net クラウド ID 通知書」にて通知します 

※ 詳細は URL を参照ください。  

URL：http://www.so-net.ne.jp/cloud/campaign/ 
 

※ 画像を使用の際は、コピーライト表記にご協力ください。(C)So-net 
 

※ 記載されている会社名、製品名、ブランド名、サービス名は、全て各社の商標または登録商標です。 
 

※ 本文中に掲載されている画像は開発中のもので変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

以 上 

 


