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アジェンダ

スカイアーチ会社概要

スカイアーチが提供するサービス
• フルマネージドサービス
• サーバー監視サービス
• 電話連絡サービス
• クラウドペイメントサービス for AWS
• セキュリティソリューション

料金比較



スカイアーチのご紹介
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会社名
所在地
設立日
資本金
従業員数
代表
資格

国内事務所
海外事務所

株式会社スカイアーチネットワークス
東京都港区虎ノ門三丁目8番21号虎ノ門33森ビル 6階
2001 年 7 月 12 日
1 億円
100 名（ 連結 ）
江戸 達博
ISO/IEC 20000 ITサービスマネジメントシステム

ISO/IEC 27001 情報セキュリティマネジメントシステム

プライバシーマーク
一般第二種電気通信事業者
特定労働者派遣事業届出
大阪オフィス：大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3階
中国オフィス ： 遼寧省大連市高新園区火炬路3号 納米大厦4階
ニューヨークオフィス ： 14 Brassie Rd Eastchester, NY 10709

スカイアーチのご紹介
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導入実績
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導入実績
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2014年11月1日、一般社団法人クラウド利用促進機構、テコラス株式会社、株式会社
ハートビーツ、クリエーションライン株式会社らと共に、マネージド・サービス・プロ
バイダ及びIT情報基盤の運用に携わる技術者のための協会として、「日本MSP協会」を
設立いたしました。
※弊社代表が初代理事長を務めさせていただいております。

日本MSP協会について
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代表取締役

営業本部

技術本部

コンサルティング部

品質監査室

管理本部

第一営業部

第二営業部

カスタマーサポート部

開発部

経理財務

総務人事

情報システム

取締役会

株主総会

組織図
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営業支援部



営業時間内

エキスパート
（ コンサルティング部 ）

営業時間外

技術担当
（ 運用ユニット ）

営業担当 監視体制

※ 営業時間 平日 10：00 ～ 18：00 （ 平日とは、祝日、年末年始を除いた月～金を指します ）

お客様

サポート体制について
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私たちのサポート範囲は、お客様のビジネスに付帯するサーバー管理業務です。いわば
「縁の下の力持ち」のような役割を担います。お客様がコアビジネスに注力し、私たち
がインフラを全力で守る。私たちの使命は、この分業体制でお客様の事業を躍進させる
こと。ビジネスパートナーとしてお客様の経営戦略実現に向けたサーバー管理サービス
をご提供します。

クラウド

ホスティング

ハウジング

オンプレミス

サーバー
管理

ビジネスプロセス

コンテンツ

ウェブアプリケーション

ミドルウェア

OS

仮想化 / API

ハードウェア

ネットワーク

ロケーション

Cloud

サバカン

Ops

Dev

Biz

※ サバカン Ops：運用エンジニア、Dev：開発者、Biz：ビジネス

サポート範囲 （ クラウドの場合 ）

「サバカン屋」という仕事
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弊社の特徴の1つはインフラフリーです。クラウド、ハウジングなど環境を問わない
マルチサービス、マルチベンダーで対応します。

クラウド Amazon Web Services
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
ニフクラ（旧：ニフティクラウド）
NTT コミュニケーションズ クラウド・エヌ
IIJ GIO
SBクラウド Alibaba Cloud
IBM IBM Cloud IaaS
IDCフロンティア IDCF クラウド
NTTデータ BizXaaS
NTTドコモ HOPE
So-Net クラウド
Biglobe クラウドホスティング
ソフトバンク VMware vCloud
GMOインターネット アプリクラウド
日本ユニシス U-Cloud 他

ハウジング

ホスティング

オンプレミス

NTTPC コミュニケーションズ
アルテリア・ネットワークス
エクイニクス・ジャパン
ソフトバンク
ビットアイル 他

スカイアーチネットワークス
カゴヤ・ジャパン
さくらインターネット
NTTPC コミュニケーションズ
GMO クラウド 他

実績多数

運用実績のあるインフラ一覧
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AWSのことならAWS認定ソリューションアーキテクトにお気軽にご相談ください。
スカイアーチネットワークスでは、安心してAWSの構築・運用をお任せいただけるよう
AWS認定資格者の育成に、全社で取り組んでいます。

AWS 認定 ソリューションアーキテクト
プロフェッショナル レベル
アソシエイト レベル

AWS ビジネスプロフェッショナル 認定
AWS テクニカルプロフェッショナル 認定

( 8 )

( 20 )

( 20 )

2018年 7月 現在
参考 (  ) 内の数字はAPN プレミアパートナーの認定要件

9
29

各70名以上

13

AWSへの取り組み
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AWS 認定 SysOps アドミニストレーター
アソシエイト レベル

AWS 認定 デベロッパー アソシエイト レベル 11
AWS 認定 DevOps エンジニア

プロフェッショナル レベル 7



クラウドへの取り組み

クラウド導入実績数 約450 社

AWS
約300社

ニフクラ
約60社

その他クラウド
約90社

• AWS Partner Networkアドバンスド
コンサルティングパートナー

• ニフクラ インテグレーションパートナー
• NTT Communications セールスパートナー
• Microsoft Azure  パートナー ※2018年5月時点
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幅広い専門性

お客様固有の問題に対する最適な解決策

柔軟な対応力 豊富な実績
クラウドからオンプレミス、
ネットワークからミドルウェア
まで幅広い専門性を提供します。

お客様のニーズに応じて、フル
カスタマイズで運用計画を提案
します。

累計5000台超のサーバー構築、
運用実績の中で培われたノウハウ
を提供します。

1 2 3

選ばれる3つの理由
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最新技術への対応やTCOの削減、固定費用の流動化、エンジニアの不足、リスク対策
など、ビジネスを支えるITの課題は各社さまざまです。これら多種多様な課題を解決
するために、スカイアーチでは3つの選択肢を提供します。

サーバー管理者

サービス提供時間

監視体制

24時間365日 24時間365日 24時間365日

フルマネージドサービス サーバー監視サービス 電話連絡サービス

サーバー管理者がいない 24時間365日の監視体制がない 監視体制を強化したい

スカイアーチが提供する3つの選択肢
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サービス内容 フルマネージドサービス サーバー監視サービス 電話連絡サービス

サーバー管理者 スカイアーチ お客様 お客様

対応インフラ インフラフリー インフラフリー インフラフリー

監視サーバー スカイアーチ お客様 お客様

監視設定 スカイアーチ お客様 お客様

障害対応 ○ ○ ○

対応インシデント 無制限 5 －

アラート受信 ○ ○ ○

電話連絡 ○ ○ ○

復旧作業 ○ ○ －

問題解決 ○ － －

バックアップ / リカバリー ○ － －

セキュリティ ○ － －

設定変更 ○ － －

構成管理 ○ － －

運用改善 ○ － －

サービス比較表
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フルマネージドサービス
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フルマネージドサービス とは

一言で表現すると、「サーバー管理人」
お客様に代わりサーバーの管理業務を24時間365日提供します。

「サーバー管理人」の使命は、

ダウンタイムの最小化
こんな方にオススメです。
・少人数で運用している。
・サーバーに詳しい人がいない。
・24時間365日止められない。
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基本サポート

ヘルプデスク※1 運用に関するご質問を、電話・メールにて承ります。

セキュリティ対応
情報提供※1 セキュリティホールやウイルス対策などの情報をご提供します。

脆弱性対応※1 セキュリティパッチ適用作業を代行します。

監視
死活監視※2 pingによる死活監視を行います 。（10分間疎通不可で検知）

ディスク使用率監視※2 ディスク使用率を毎日監視します 。（使用率90%以上で通知）

障害対応

アラート受信※2 アラートの一次受けを弊社にて行います。 （情報精査後通知）

障害切り分け※2 障害の切り分け作業を行います。

サービス復旧作業※2 サーバーやプロセスの再起動などを実施します。

開発会社対応※1 必要に応じて、関連会社の対応を代行します。

障害原因調査・報告※1 後日、レポートにて障害報告を行います。

情報管理
システム構成情報※1

弊社管理DBにて情報を管理します。
障害履歴※1

▼ セキュリティホール発見時の対応
JPCERTで発表された致命的なセキュリティホールについては事前連絡のうえ、バージョンアップを行います。
【 注意事項 】
運用しているアプリケーションによっては、動作に影響を及ぼす可能性がありますので、適宜ご相談の上、対応をさせて頂きます。
お客様のご依頼によってソフトウェアのバージョンアップ等を行う場合は別途料金となる場合があります。
▼ サポート時間
※1 平日10時～18時

平日とは月曜から金曜までのことをいい、土曜・日曜・祝祭日・年末年始(12/30～1/3)は含みません。
※2 24時間365日
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基本サービス料金表

対象インフラ 初期費用 月額費用

クラウド
AWS EC2 100,000円 20,000円

その他 100,000円 25,000円

ホスティング 100,000円 25,000円

※上記は全て税抜き表記となります。
※上記金額はすべて1OSあたりの費用となります。
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サービス名 内容 初期費用 月額費用

運用サポート

シルバー お客様からのご依頼に基づき、設定変更を実施 無償 ¥10,000

ゴールド サポートシルバーに加え、障害や高負荷、拡張への
事前の備え、対応を実施 ¥20,000 ¥20,000

プラチナ サポートゴールドに24時間対応をプラス ¥20,000 ¥50,000

シルバー ゴールド プラチナ
設定変更 ○ ○ ○
ファイル数監視 － ○ ○
システムログの採取・監視・蓄積 － ○ ○
モニタリングツール － ○ ○
24時間365日運用サポート － － ○

設定変更 作業例

apacheコンフィグ設定
apacheログロテート設定変更
.htpasswdの設定
大量メールアカウント作成
メール設定（転送、メーリングリスト等）
メールログロテート設定変更
FTP・SSHユーザーアカウント作成
サーバーファイアウォールの設定変更 …等

オプション/運用サポート

運用サポートオプションは基本サポートに加え、お客様のご要望に応じ、必要な設定変更を
定額制でご提供致します。スタートアップサービスや、負荷状況が読めないサービスを
運営されている企業様におすすめです。
※8割のお客様が運用サポートをご利用いただいております。
※本サービスはLinux環境のオプションサービスとなります。
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オプション/運用サポート(ゴールド・プラチナ)高負荷対応例

要因 対応

DB負荷起因の高負荷 負荷の高いクエリ10件に対してインデックスを設定。

データの挿入・削除の繰り返しによる
MySQLのibdata肥大化

データを消去してもibdataは縮小されないため、ダンプしてリストアをする事に
よりibdataを縮小。ibdataの分割設定も行い根本解決へ。

サイト表示が遅い
（全件検索）

スロークエリの解析を行いボトルネックの解析実施し、2つの原因を特定。
①インデックスが適切に作成されていなかったこと

→適切なインデックスを作成。
②適用できないようなクエリが非常に多いために、多くのクエリで

全件検索が行われていた
→メモリチューニングを行い適切な値の設定を実施。

サイトレスポンスの低下 I/O負荷が常に高い状態だった。残留する特定クエリの解析を行った所
インデックスが適切に作成されていなかったため、インデックスの作成を
行い改善。

MySQLパフォーマンス・チューニン
グ

Mysqlのパフォーマンスチューニング（my.cnf改善）、ストレージエンジン変更
(myisam⇒innodb)、インデックス（索引）の追加、改修

ディスク容量圧迫（バイナリーログ） バイナリログの肥大により/var/mysqlの容量が圧迫。
自動削除設定をしておくことで、容量圧迫を回避。
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サービス名 内容 初期費用 月額費用

ポート監視
対象サーバーの下記ポートに対して接続を行い、正常な応答が
返ってこなければ通達が行われます。

無償 ¥5,000

HTTP
（HTTPS）

ウェブサーバーの負荷が高く表示速度が遅いなどといったケー
スにも対応しています。

FTP
実際の接続を行って監視しますので、外部からのアタックを原
因とする接続過多状態の検知についても対応しています。

SMTP
サーバーの負荷がトータル的に高い状態では、初めにSMTP
ポートが塞がれるケースが多く、このような到達不能性の検知
にも対応しています。

POP
POP3 ポートに対する攻撃などによって接続ができない、もし
くは非常に接続が遅いなどといった状況にも対応しています。

ＤＢ監視
対象サーバーのDBに接続し動作確認を行います。接続できない
場合は、通達が行われます。 無償 ¥7,000

カスタマイズ監視
お客様のご要望に応じて、標準では用意していない監視を行い
ます。※例：トラフィック監視、リソース監視、プロセス監視、
URL監視等

別途ご相談 別途ご相談

オプション/監視サービス例

よくご利用いただく監視サービスとなります。
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サービス比較（スカイアーチ・他社）

スカイアーチ
マネージドサービス

他社
AWS運用代行

対応時間

監視：24時間365日
運用：平日10:00～18:00

監視：※プランによる
平日10:00～18:00
24時間365日(パートナー企業へ委託)

運用：平日10:00～18:00

対応方法 エンジニアのノウハウにて
（約17年間） 作成した手順書

障害対応

アラート受信 ○ ○

電話連絡 ○ ○

復旧作業 ○ ○
手順書対応にて

問題解決 ○ △
ベストエフォートにて

運用

バックアップ管理 △ ○

脆弱性対応 ○ △

技術担当者の設置 ○ △
ご契約台数による

ヘルプデスク ○ △ ※1

運用サポート △ ×

※1 AWSにおける問い合わせ窓口※ △はオプションサービスとなります
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※ご参考 ライフサイクル表

CentOS version リリース日 現行version
(リリース日)

サポート終了日

5 2007/4/12 5.11
(2014/9/30)

2017/3/31

6 2011/7/15 6.8
(2016/5/25)

2020/11/30

7 2014/7/7 7.3-1611
(2016/12/12)

2024/6/30

RHEL 5 2007/3/15 5.11
(2014/9/16)

2020/3/31

6 2010/11/10 6.8
(2016/5/10)

2023/11/30

7 2014/6/10 7.3
(2016/11/3)

2027/6/30

※2017年4月時点
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※ご参考 運用実績のあるミドルウェア

※2017年4月時点

OS / 仮想化基盤 ミドルウェア アプリケーション

得意分野

AmazonLinux
RHEL
CentOS

XenServer

Apache
MySQL
PostgreSQL
Postfix
Dovecot
Lsync
Rsyslog
Bind

Keepalived(LVS)
Heartbeat
Pacemaker
DRBD
NFS

Wordpress
MovableType

SkyHopper

phpMyAdmin
phpPgAdmin

Mailman

Zabbix
Nagios
X-mon
Cacti

DeepSecurity

対応可能

Debian

VMware
Hyper-V

Tomcat
Nginx

pgpool-II
Memcached
Vsftp
Squid
Fluentd

Stingray
iSCSI
Vyatta
OpenVPN
SoftEther VPN

Proself

EC-CUBE
SugarCRM
OpenPNE

Desknet's
Cybozu

ActiveMail
RoundCube
Horde

WebRelease2

Chef

Redmine
Trac
Subversion
GIT
Mantis

Swatch

Backupexec
Retorospect
Robocopy

SPLX
ProScan
SpamAssassin

手順必要
Windows MysqlCluster

Apache Solr
Hadoop

JP1
Himemos
Xymon

25



事例

業種 コンテンツ内容 台数 備考

某大手通信キャリア様 プリインストールアプリ ●200～250台構成 対象端末数：数千万台
様々な機能が混在し、アクセス数が予測しづらい
大規模サーバー群の運用代行

某ゲームソフト開発会社様 ネットワーク対応
コンシューマーゲーム

●14台構成
LB3台
WEB11台
DB7台

ユーザー数：200万人以上
アップデート時にアクセス数が跳ね上がる、大型
コンシューマーゲームの運用代行

某化粧品会社様 ブランドサイト ●6台構成
LB/CDN
WEB4台
DB2台

大手化粧品を取り扱うサイトの為、CMや雑誌に
よる露出の影響が大きいサービス

某食品会社様 商品ブランドサイト ●7台構成
(max 11台)
CDN/LB
WEB6台
DB1台

会員数：数十万人
サイトリニューアルに伴うアクセス増を見込み、
柔軟にスケールできるAWSを採用

某放送局様 コンテンツ配信サイト ●21台構成
(max 60台)
CDN/LB
WEB7台
Memcached2台
DB9台

会員数：100万人以上
コンテンツ配信によるトラフィック負荷の高い
サービス

某コンテンツ制作会社様 音楽配信サイト ●11台構成
WEB/AP9台
DB2台

会員数：数万人
アーティストサイトのためファンからのアクセス
集中が多く、ニュース等による露出の影響が大き
いサービス
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サーバー監視サービス
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サーバー監視サービスとは

一言で表現すると、「作業代行人」
監視サーバーからのアラートをお客様に代って受信し、弊社
監視要員が手順書に基づき障害対応を行います。

「作業代行人」の使命は、

作業負担を減らすこと
こんな方にオススメです。
・24時間365日の運用体制を自社で用意できない。
・すでに運用方法は確立しているが、実作業に手が回らない。
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サービス概要

サーバー管理者 お客様
スカイアーチはオペレーターとしてお客様をサポートします。

サービス提供条件 ・手順書の実行に必要な権限をお預かりできる事。
・当社監視拠点から対象サーバーにアクセスできる事。
・対応 OS：Linux や Windows など。

監視サーバー 2つの方法がございます。
①AWS上に構築した、お客様専用の監視サーバーを弊社にてご用意します
②お客様にて構築された監視サーバーをご利用いただきます

監視設定 お客様にて自由に行えます。

障害対応 手順書に基づき、当社監視要員が障害対応を行います。

対応インシデント ご契約機器1台につき、最大5インシデント/月

アラート受信 お客様に代わり、監視サーバーからのアラートを受信します。

手順書 手順書はお客様にご用意いただきます。

連絡 ご担当者様へエスカレーションを行います。（標準は1名）

＜ご注意＞
1.監視設定、手順書作成、原因究明、改善提案は含まれておりません。

これらのサービスが必要な場合はフルマネージドサービスをご利用ください。
2.①の方法で監視サーバーを提供する場合、別途AWSの費用が発生しますので、ご了承ください。
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サービス概要 【手順書について】

 お客様にて、手順書（ pukiwiki ）をご用意
いただきます。

 １件のアラートに対し、１つの手順書を
ご指定いただきます。

 初見のオペレーターが対応できるように作成
してください。

 エンジニアの判断が必要な手順書には対応
していません。

 複数名が確認したうえで手順が不明確な
場合、オペレーションを中断しお客様へ
連絡します。

 お客様名を名乗っての連絡（電話、メール）
はお受け出来ません。

 手順書で対応できなかった場合の電話連絡は
１手順書（インシデント）あたり、最大3回/
人となります。

※手順書例

30



サービス概要 【インシデントの考え方について】

 インシデントとは、対応回数の単位です。
 インシデントは、障害対応を実施する事でカウントします。
 ご契約機器１台につき、月間最大５インシデントを提供します。
 １インシデントの対応時間は、最大30分となります。
 対応時間が30分を超過した場合、以降30分毎に１インシデントが

消化されます。
 ５インデントを超過した場合、追加料金が発生します。
 インシデントを他の機器に割り当てることは出来ません。
 翌月へのインシデント繰越しは出来ません。
 インシデントの利用状況はお客様専用のコントロールパネルよりご確認

いただけます。
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サービス料金表

基本サービス 初期費用 月額費用

台数課金
プラン

1台 27,000 円 22,000 円
2 ～ 10台 7,000 円/台 7,000 円/台
11 ～ 20台 6,500 円/台 6,500 円/台
21 ～ 30台 6,000 円/台 6,000 円/台
31 ～ 40台 5,500 円/台 5,500 円/台
41台以降 5,000 円/台 5,000 円/台

オプションサービス

インシデント追加（5インシデント） 7,000 円 -
エスカレーション先追加 - 1,000 円/件

手順書作成代行 30,000 円～ -

※監視サーバーを弊社から提供する場合、基本サービス+監視サーバー費用が発生します。
※1 弊社にてお客様用の、AWSアカウントを開設する為の費用です。
※2 従量課金のため、実際の稼働時間および、当該月の1ドルあたりの円レートにより毎月変動します。
※3 AWS利用額の9%を請求代行手数料として、発生します。請求代行手数料が、3,000円に満たない場合、3,000円になります。

監視サーバー費用 初期費用 月額費用
AWS費用 3,000円※1 10,145円※2

月額費用内訳

EC2インスタンス（t2.small）
EBS 30GB
EBSスナップショットバックアップ
データ転送量（100GB）
AWSサポートビジネス
クラウドペイメント※3

¥2,920
¥450
¥1,375
¥1,750
¥650
¥3,000
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事例

業種 コンテンツ内容 台数 備考
某パッケージソフト開発会社様 ERPパッケージ ●1社8台構成

※数十社契約中
上場企業の約3割が利用しているERPパッケー
ジのクラウド化に伴う監視及び障害一次対応。

某サービス業様 結婚式情報サイト ●18台構成 会員数：数十万人

某証券会社様 Fxサービスサイト ●2台構成

某医薬品商社様 販売店向け情報
ポータルサイト

●6台構成
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電話連絡サービス
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電話連絡サービスとは

一言で表現すると、「電話連絡人」
メールを受信したら、オペレーターがメール受信があった事を
連絡するサービスです。

「電話連絡人」の使命は、

担当者に電話し続けること
こんな方にオススメです。
・夜中にメールを見落としてしまう。
・24時間365日の運用体制を自社で用意できない。
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サービス概要

電話連絡 メールを受信したら例外なくコールを開始し、ご登録いただいた連絡先の担当者と
会話が出来るまでコールを続けます。

再コール 電話連絡にお客様が出られない場合、例外なく15分間隔で電話に出るまで、コール
し続けます。その場合も課金はコール単位となります。

通話時間 1分以内。

課金 1コール100円です。例えば、メールを受信した後、連絡先の担当者3名に連絡した
場合は300円となります。

電波が届かない場合 連絡先の携帯電話において電波が届かない場合も1コールとカウントし、次の連絡先
にコールを継続します。

留守番電話 伝言を残させて頂き、次の連絡先にコールを継続します。

受信メールの内容

•[ACTIVE Call] という文字列
•ご契約会社名
•検知時刻
•対象ホスト名
•サーバ識別名（仮想化している場合など）
•ご連絡先お電話番号及び担当者名
（ふりがなも合わせてご記入ください）

同時に複数のアラートが
あがった場合のカウント方法

ホストが同一である場合15分以内であれば一つのアラートとして判断します。
例えば、同一ホストでFTP、HTTP、Postfixアラートが同時に上がった場合、1件の
メール受信として取扱います。

継続してアラートが
上がりつつける場合

お客様からのお申し出により、一時的に電話連絡を止めることも可能です。
その際は、指定のメールアドレスにアラートを静観する旨をご記入いただき送信く
ださい。なお、再開のご連絡を頂戴するまでは、アラートはすべて静観いたします。
再開のご連絡も静観のご連絡と同様に指定のメールアドレスに監視再開のメールを
お送りください。
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サービス料金表・事例

メニュー名 初期費用 月額費用

電話連絡サービス 10,000円
10,000円

＋
100円/1回(1コール)

※月末締めでコール回数をカウント致します。

■事例
ホスティング事業者、MSP
サーバー管理部門、情報システム部門
オープン直後のWebサービス運営事業者
会員制のユーザーサポート
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クラウドペイメントサービス for AWS
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AWS アカウントの開設から管理まで、一括でお任せいただけるサービスです。

• AWS アカウント発行
• 請求管理
• アクセス制限 設定・管理
• 不正ログイン監視
• ビリングアラート 設定・管理
• 緩和申請管理
• リソース利用履歴管理
• コスト最適化

→ 円建て、請求書発行、銀行振り込み
→ MFA（多要素認証）、IAM
→ CloudTrail、Cloudwatch logs
→ Cloudwatch
→ ビジネスサポート
→ AWS Config
→ Trusted Advisor

クラウドペイメントサービス for AWS

初期費用 月額費用

3,000円
AWSインフラ費用 9％

※利用額が3,000円以下の場合は
3,000円となります。

39



セキュリティソリューション
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セキュリティソリューション

昨今、情報漏えいや不正アクセスなど、企業として重大な事件が増加しており、
セキュリティ対策への重要性の理解はしているが、対策に要するコストが
高価であることから、導入のハードルが高いものでありました。
そこで、この度SkyGateシリーズとして、安価に導入可能な、
セキュリティソリューションの提供を開始致しました。

■サービス名
・SkyGate with DSaaS
・SkyGate with Secure Scan

詳細なサービス内容は、次項よりご紹介します。
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SkyGate with DSaaS

5つのセキュリティ対策

不正プラグラム対策（ウイルス対策）

IDS／IPS

ファイアウォール

システム上の変更監視

セキュリティログ監視

導入可能なインフラ
オンプレミス、クラウドなど環境を問わず
導入可能。
※但し、Agentインストールが必要なため、共有サーバーなどのroot権
限を持つことができないインフラは、対象外です。

DSaaSは、Trend Micro社が管理サーバをクラウド上で提供する
SaaS型サービスで、サーバーのセキュリティ対策に必要な、5つの
機能を実装したクラウド型総合サーバーセキュリティサービス製品
です。弊社からは、利用する為のライセンスおよびオプションとして
運用サービスまでご提供致します。
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SkyGate with DSaaS

提供価格
サービス名 アカウント開設費用 初期費用 月額費用

ベーシックプラン ¥3,000 ¥10,000 ¥15,000

専用プラン - 別途ご相談 別途ご相談

提供サービス

項目 ベーシックプラン 専用プラン

管理サーバー トレンドマイクロ社の提供 お客様ご自身による選択

サーバー管理者 トレンドマイクロ社 お客様 *1

ログの保存期間の変更 不可 可

導入支援 有 有

ライセンス種類の選択 不可 可 *2

ご利用期間 月単位 年単位

※1 スカイアーチで運用が可能です。
※2 ライセンスの購入は、5ライセンス以上からとなります。
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SkyGate with Secure Scan

Secure Scanは、サーバーへの設定不要で、URL指定で導入可能な、
セキュリティサービスです。
お客様のホームページに情報漏えいや、改ざんにつながる可能性の
有無を診断し、結果を通知します。

診断項目
改ざん検知/日

脆弱性診断/月

導入可能なインフラ 環境を問わず、導入可能
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提供価格
サービス名 初期費用 月額費用

基本契約(基本URL数、1毎に) ¥0 ¥10,000

追加契約(基本URL数、1追加毎に) ¥0 ¥10,000

提供サービス

診断項目 診断頻度 診断内容

SQLインジェクション

1回/月

情報漏えいや改ざんにつながる攻撃

クロスサイトスクリプティング 成りすましや改ざんにつながる攻撃

ディレクトリインデックス 情報漏えいにつながる設定不備

改ざん検出 1回/日 不正なサイト等へのリンク(URL)が埋め込まれていないか診断

診断できないページ

・ログイン等、認証が必要なページ
・日本語ドメインのURL
・PCからインターネット経由でアクセスできない場合
・アクセスするために特別な機器やソフトウェアを用いる場合
・JavaやFlash等のクライアントアプリケーションと連携したページ
・ファイルアップロード（multipart）等のリクエスト形式のページ
・画像ファイル、動画ファイル、PDF、Flash、圧縮ファイル等
・パラメータのないWebアプリケーション
・その他、起点となるURLから辿ることができないページ、または形式がHTML、
JavaScript、スタイルシート以外であるページ
・契約者が診断対象外として指定したページ
・Cookieをご利用のページ

SkyGate with Secure Scan
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その他セキュリティソリューション

• SkyGateシリーズの他、数多くのセキュリティベンダーとパートナーシップ
を締結しており、お客様のニーズに合わせたセキュリティソリューションの
ご提供が可能です。

• ご要望に応じ、弊社営業担当へお問い合わせください。
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料金比較
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サービス料金比較

初期費用 月額費用

マネージドサービス 220,000円 133,000円

サーバー監視サービス 41,000円 41,000円

電話連絡サービス 10,000円 100円/1コール

■構成例 (AWSの場合)
DNS/LB/WEB2/DB1

※AWS参考価格
■EC2
t2.small(1vCPU/2GiB/EBS100GB) 2台, 転送量100GB込
11,490円
■RDS
t2.small(Mul-AZ/1vCPU/2GiB/EBS100GB)
12,940円
■Route53(5ホスト)
312円
■ELB
2,217円
■SnapshotBackup(100GB)
1,375円

計28,334円 (1＄125円)

Amazon 
Route 53

Elastic Load
Balancing

security group

instance

RDS DB instance

security group

security group

RDS DB 
instance standby 

(Multi-AZ)

フェイルオーバー

instance

Availability Zone-A Availability Zone-C

virtual private cloud

AWS cloud
48
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※ご参考
フルマネージドサービス料金明細

初期費用 月額費用

WEB1

構築および監視・運用設定 100,000円 基本サポート 20,000円
運用サポート 20,000円 運用サポート ゴールド 20,000円

ポート監視 5,000円
バックアップ OS管理 1,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

小計 120,000円 小計 47,000円

WEB2

構築および監視・運用設定 10,000円 基本サポート（コピー） 10,000円
運用サポート 20,000円 運用サポート ゴールド 20,000円

ポート監視 5,000円
バックアップ OS管理 1,000円

小計 30,000円 小計 36,000円

DB

構築および監視・運用設定 20,000円 基本サポート 20,000円
※運用サポートゴールド相当

DB監視 7,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

小計 20,000円 小計 28,000円

バックアップ バックアップ設定 30,000円 運用基本サービス 10,000円
バックアップ設定（2台目以降） 10,000円

ELB ELB設定 10,000円 運用基本サービス 10,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

Route53 管理サービス 1,000円
合計 220,000円 133,000円
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サービス料金比較

初期費用 月額費用

マネージドサービス 270,000円 153,000円

サーバー監視サービス 41,000円 41,000円

電話連絡サービス 10,000円 100円/1コール

■構成例 (AWSの場合)
DNS/LB/WEB2（Auto Scalling）

/DB1

Amazon 
Route 53

Elastic Load
Balancing

security group

instance

RDS DB instance

security group

security group

RDS DB 
instance standby 

(Multi-AZ)

フェイルオーバー

instance

Availability Zone-A Availability Zone-C

instance

Auto Scaling group

virtual private cloud

AWS cloud
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※ご参考
フルマネージドサービス料金明細

初期費用 月額費用

WEB1

構築および監視・運用設定 100,000円 基本サポート 20,000円
運用サポート 20,000円 運用サポート ゴールド 20,000円
Auto Scalling設定費用 50,000円 ポート監視 5,000円

バックアップ OS管理 1,000円
セキュリティグループ管理 1,000円
Auto Scalling管理費用 20,000円

小計 170,000円 小計 67,000円

WEB2

構築および監視・運用設定 10,000円 基本サポート（コピー） 10,000円
運用サポート 20,000円 運用サポート ゴールド 20,000円

ポート監視 5,000円
バックアップ OS管理 1,000円

小計 30,000円 小計 36,000円

DB

構築および監視・運用設定 20,000円 基本サポート 20,000円
※運用サポートゴールド相当

DB監視 7,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

小計 20,000円 小計 28,000円

バックアップ バックアップ設定 30,000円 運用基本サービス 10,000円
バックアップ設定（2台目以降） 10,000円

ELB ELB設定 10,000円 運用基本サービス 10,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

Route53 管理サービス 1,000円
合計 270,000円 153,000円

※2018年5月現在
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サービス料金比較

初期費用 月額費用

マネージドサービス 430,000円 185,000円

サーバー監視サービス 48,000円 48,000円

電話連絡サービス 10,000円 100円/1コール

■構成例 (AWSの場合)
DNS/LB/WEB/管理/DB1

Amazon 
Route 53

Elastic Load
Balancing

security group

RDS DB instance

security group

security group

RDS DB 
instance standby 

(Multi-AZ)

フェイルオーバー

Availability Zone-A Availability Zone-C

VPN gateway
拠点

Internet VPN

WEB1 WEB2 管理
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※ご参考
フルマネージドサービス料金明細

初期費用 月額費用

WEB1

構築および監視・運用設定 100,000円 基本サポート 20,000円
運用サポート 20,000円 運用サポート ゴールド 20,000円

ポート監視 5,000円
バックアップ OS管理 1,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

小計 120,000円 小計 47,000円

WEB2

構築および監視・運用設定 10,000円 基本サポート（コピー） 10,000円
運用サポート 20,000円 運用サポート ゴールド 20,000円

ポート監視 5,000円
バックアップ OS管理 1,000円

小計 30,000円 小計 36,000円

管理

構築および監視・運用設定 100,000円 基本サポート 20,000円
運用サポート シルバー 10,000円
バックアップ OS管理 1,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

小計 100,000円 小計 32,000円

DB

構築および監視・運用設定 20,000円 基本サポート 20,000円
※運用サポートゴールド相当

DB監視 7,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

小計 20,000円 小計 28,000円

バックアップ バックアップ設定（1台目） 30,000円 運用基本サービス 10,000円
バックアップ設定（2台目以降） 20,000円

ELB ELB設定 10,000円 運用基本サービス 10,000円
セキュリティグループ管理 1,000円

Route53 管理サービス 1,000円
VPN 設定費用 100,000円 基本サービス 20,000円
合計 430,000円 185,000円
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