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第 1章 総則 

 

第 1条（利用規約） 

株式会社オプテージ（以下「当社」という。）は、このニフクラ for OPTAGE 利用規約（以下、「本規約」とい

う。）を定め、これによりお客さまにニフクラ for OPTAGE（以下「本サービス」という。）を提供します。 

 

第 2条（定義） 

  本規約にて用いる用語は、それぞれ次の意味を有するものとする。 

用語 用語の意味 

契約者 本規約に同意の上、本サービスを利用する資格を有する法人等をいいます。 

利用者 契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスの利用を契約者よ

り許諾された者をいいます。 

利用契約 法人等が本規約に同意することで当社との間で成立する本サービスに関する利用

契約をいいます。 

ニフクラ 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が提供する「ニフクラ」をいいます。 

ＩＤ等 当社が契約者に貸与するニフクラ ID、自己の設定するパスワード、その他本サービ

スを利用するために当社が契約者に対して付与する記号または番号をいいます。 

消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）および同法に関する法令の規定に基づき課税

される消費税の額並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）および同法に関する

法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

 

第 3条（本規約の適用） 

本規約は、本サービスの利用にかかわる一切に適用されます。 

2 当社が契約者または利用者に本サービスのホームページ等で通知する本サービスの説明、案内、利用上

の注意等は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。 

3 当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。変更後の規約は、当

社が本サービスのホームページ上に掲載する方法で契約者に通知した時点より効力が生じるものとします。

この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。 

 

第 4条（本サービス提供の終了） 

当社は、次の場合には、本サービスの提供を終了することがあります。 

(1) 本サービスを提供するための設備の劣化などにより、安定した提供ができない、またはできなくなるおそ

れがあると当社が判断したとき。 

(2) 経営上あるいは、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービス

の運営が事実上不可能になったとき。 

(3) その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。 

2 当社は、前項の規定により本サービスを終了するときは、事前にその理由、サービスを停止する時期などを

契約者に通知します。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。 

3 前項の通知は、本サービスのホームページ上に表示することにより行うものとし、表示後１カ月経過した時

点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとします。 
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4 当社は、理由の如何を問わず、第2項の通知を行うことにより本サービスの終了により契約者が被った被害

について一切免責されるものとします。 

 

 

第 2章 本サービスの仕様 

 

第 5条（本サービスの仕様） 

本サービスの仕様は、ニフクラの定めるサービス仕様に準じ、本サービスのホームページ上にて当社が定

めるとおりとします。なお、当社は、本サービスの仕様または内容を予告なく変更することがあります。 

 

 

第 3章 利用契約 

 

第 6条（利用契約の申込方法） 

お客さまが本サービスご利用の申し込みをされるときは、当社所定の利用契約申込書を提出していただき

ます。 

 

第 7条（利用契約の承諾） 

当社は、お申し込みを受けた場合はその諾否を判断し、お客さまに結果をご連絡します。 

 

第 8条（利用契約の成立） 

当社がお客さまからのお申し込みを承諾する場合、ID 等の発行手続きが完了した時点で利用契約が成立

するものとします。なお、本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項については、富士通クラウドテ

クノロジーズ株式会社が別途定めるニフクラ基本利用規約の各条項を準用するものとし、本規約の内容とニ

フクラ基本利用規約（富士通クラウドテクノロジーズ株式会社の裁量により随時変更される可能性があり、変

更後の規約が有効な規約とします。）との内容が抵触する場合は、本規約の内容が優先して適用されるもの

とします。 

 

第 9条（利用契約を承諾しない場合） 

当社は、お客さまからお申し込みをいただいても、次のような場合には、利用契約をお受けしないことがあり

ます。 

(1) 本サービスの利用条件を満たしていない場合。 

(2) 技術上、お客さまの希望されるサービスを提供することが極めて困難であると当社が判断したとき。 

(3) 虚偽の内容によりお申し込みをされたとき。 

(4) お客さまの信用状況に問題があると当社が判断したとき。 

(5) その他、当社が利用契約を締結できないと判断するとき。 

なお、上記の各号のいずれかによるものかは、当社はお客さまに開示しないものとします。 
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第 4章 本サービスの利用 

 

第 10条（本サービスの利用） 

当社は、第 7 条の規定により利用契約の承諾をしたときは、契約者に対し、本サービスの利用および管理

に使用する ID 等を付与するものとします。 

2 契約者は、自己に付与された ID 等の使用・管理に一切の責任を負うものとします。当該 ID 等により認証さ

れた本サービスの利用は、すべて契約者による利用とみなします。 

3 契約者は、本サービスの利用にかかわる費用の一切（設備・機器、ソフトウエア等に要する費用、通信回線

利用料を含みます。）を負担します。 

 

第 11条（本サービスの利用権限、責務） 

契約者は、本サービスの利用資格を得た後に、本サービスの利用条件を変更する場合、当社が別途指定

する手続きに従うものとします。 

2 契約者は、本規約に従って本サービスを利用するものとします。 

3 契約者は、本サービスと同時にまたはこれに関連して本サービス以外の各種サービスを利用する場合であ

っても、かかるサービスに関する規約、契約、利用条件等にかかわらず、本サービスの利用に関しては、本

規約の内容に従うものとします。 

4 契約者は、自己の有する資格に基づいて本サービスを利用する利用者に対し、本規約において自己に課

せられる義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、当社に対して、利用者による当該義務

の違反に関し、当該利用者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用者が当該義務に違反した場合、

契約者は、自己の費用と責任において、当社の指示に従い、当該利用者による本サービスの利用を中止さ

せ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。 

5 契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、自らまたは利用者が本サービスを通じて発信する情報、

および自己または利用者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者お

よび当社に何等の迷惑を掛けず、かつ損害を与えないものとします。 

6 本サービスの利用に関連して、契約者もしくは利用者が他の契約者、第三者もしくは当社に対して損害を与

えた場合、または契約者もしくは利用者と他の契約者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約

者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑を掛

けず、かつ損害を与えないものとします。 

 

第 12条（禁止事項） 

契約者は、当社が本サービスの円滑な提供のために出す必要な指示に従うものとします。 

2 契約者は、本サービスに用いる当社または当社が指定する第三者の設備（通信設備、通信回線、電子計算

機、その他の機器およびソフトウエアをいいます。）に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支

障を与える行為（支障を与えるおそれのある行為を含みます。）をしないものとします。 
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3 契約者または利用者が第１項の指示に従わない場合または前項に該当する行為を行ったと当社が判断し

た場合、当社は当該契約者に事前に通知することなく、当該契約者による本サービスの利用を一時的に制

限することができるものとします。 

4 当社が前項の措置を取ったことで、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、

当社は一切責任を負いません。 

 

第 13条（利用目的） 

契約者は、本サービスを自己の営業行為に利用することができるものとします。 

 

 

第 5章 利用の制限および中止、停止 

 

第 14条（利用の制限および中止） 

当社は、次の場合には、事前に契約者へ通知した上で、本サービスの提供を制限または中止することがあ

ります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

(1) 本サービスに用いる当社または当社が指定する第三者の設備（通信設備、通信回線、電子計算機、そ

の他の機器およびソフトウエアをいいます。）の保守または工事上やむを得ないとき。 

(2) 本サービスに用いる当社または当社が指定する第三者の設備（通信設備、通信回線、電子計算機、そ

の他の機器およびソフトウエアをいいます。）に障害が発生したとき。 

(3) 天変地異その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、災害の予防、救援、通信、電力

供給、秩序の維持、その他公共の利益の確保のために当社が必要と判断するとき。 

(4) 公的機関から法にのっとった手続きにより依頼されたとき。 

 

第 15条（利用停止） 

当社は、次に該当する場合には、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務をお支払いいただけないとき。 

(2) お客さまが、以下に例示するような、当社として望ましくないと判断されるコンテンツを発信されているこ

とが明らかになったとき。 

① 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、商標権、著作権、その他権利を侵害

しているおそれがあると当社が判断したとき。 

② 犯罪行為そのもの、もしくは犯罪を誘発する可能性があると当社が判断したとき。 

③ 「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に規定される映像送信型性風俗特殊

営業もしくはこれに類似していると当社が判断したとき。 

④ 本規約の適用を受けないサーバに存在する上記各項目に該当するコンテンツにリンクが張られて

いるとき。 

⑤ コンテンツの提供に当たり、法に基づき所轄官公庁より許認可の取得が必須であるにもかかわら

ず、それを得ていない、もしくは得ていることを証する表示が欠如していることが明らかとなったと
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き。 

(3) コンテンツに関して正当な権利を保持していると公に認められた第三者から本サービス提供の停止の

申し出があったとき。 

(4) お客さまの提供するコンテンツが、技術的に本サービス設備に極端に高い負荷を与えることが判明した

とき。 

(5) 公的機関より法にのっとった要請がなされたとき。 

(6) その他、現状の契約者のご利用を望ましくないと当社が判断したとき。 

 

 

第 6章 不可抗力および免責、責任の制限 

 

第 16条（不可抗力） 

台風、暴風雨、洪水などの天災地変や戦争、暴動、内乱、市民騒擾、ストライキ、テロ等、当社の責めに帰

さない事由によって、本契約の履行が困難となった場合は、当社は本サービスの提供を免責されることとしま

す。 

 

第 17条（責任の制限等） 

本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サービスが契約者の特定

の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと

および利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何等の保証も行うものではありません。 

2 当社は、契約者の本サービスの利用に伴い、契約者または第三者のプログラムやデータの消失もしくは破

損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。 

3 ユーザーは、自らデータ等のバックアップを行うものとします。 

4 当社は、本サービスの障害対策を目的として、当社が別途定める方法により、本サービス上にあるデータ等

のバックアップを行うことがあります。当社が本サービス上のデータ等のバックアップを行ったことを以て、バッ

クアップされた本サービス上のデータ等をユーザーにリストアする義務その他の義務が当社に生じることは一

切なく、本サービスの利用に伴いデータ等の消失若しくは破損等が生じた場合の当社の責任は、第 2 項に

定めるとおりとします。 

5 当社の責に帰すべき事由により、本サービスの利用ができなかった場合の対応については、本サービスのホ

ームページ上に定めるとおりとします。 

 

第 18条（賠償額および範囲の制限） 

当社の故意または重大な過失により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被ったと当社が認めた場

合、当社は、契約者の利用料金の 10％相当額を上限として、1 カ月分の請求額の減額に応じることにより、

当該損害を賠償するものとします。 

2 当該損害があった時から 30 日以内に当社が別途定める書式にて契約者からの申し出があった場合に限り、

前項に定める減額について、契約者が本サービスの利用に関して損害を被ったと当社が認めた月の翌々月
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の利用料金を減額するものとします。 

 

第 19条（免責） 

契約者が、本サービスの利用に起因して、物理的・経済的などその形態を問わず損害を受けることがあっ

ても、前条に規定する責任以外は、当社は一切の賠償の責を負わないこととします。 

 

第 20条（第三者との紛争） 

契約者は、本サービスの利用に当たり第三者の権利を侵害しないよう必要な措置を講じることとしますが、

それにもかかわらず第三者との間で紛争が生じた場合、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切責任を

負わないこととします。 

 

 

第 7章 料金 

 

第 21条（料金の支払義務） 

契約者は、本サービスの利用料金として、別表に定める金額に消費税相当額を加算した金額を別途当社

の定める方法により、当社が指定する期日までに、当社に支払う義務を負います。 

2 前項に定める料金は、月単位で定められるものとし、当社より提示される本サービスの利用開始日の属する

暦月から発生するものとします。なお、本サービスの利用開始日もしくは終了日が月の途中であった場合、ま

たは月額固定の料金コースを選択した契約者が月の途中でスペックの変更やサーバ台数の増減をした場合

でも、日割り計算を行わず、当該契約者は、前者の場合は当月の利用料金を、後者の場合は当月中に利用

したスペック、サーバ台数の最高値に基づく利用料金を当社に支払うものとします。 

3 当社は、利用契約存続中の毎月末日をもって当月分の利用料金を締め、契約者に請求書または口座振替

のお知らせを交付します。契約者は、当社が指定する期日までに、当該料金の全額を当社に支払うものとし

ます。ただし、当該契約者と当社との間に決済条件について別途の合意がある場合は、その合意内容を優

先するものとします。 

4 当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、第 1 項に定める利用料金およ

びその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、当該利用料金およびその支払方法の変更

の詳細については、当社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるもの

とします。その場合、料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から契約者によってかかる変更は

承認されたものとみなします。 

 

第 22条（利用停止中の料金の取り扱い） 

当社は、第 15 条による本サービスの停止期間においても、契約者と当社の利用契約が継続する間は、当

該本サービスの提供があるものとみなして料金を算出いたします。 

 

第 23条（割増金） 
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契約者が料金その他の費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費

税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金としてお支

払いいただきます。 

 

第 24条（延滞利息） 

契約者から支払期日を経過してもなおその料金をお支払いただけない場合は、支払期日の翌日から起算

して実際の支払いの日の前日までの期間について、年 14.6％の割合で算出した金額を延滞利息としてお支

払いいただきます。 

2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。 

 

 

第 8章 利用契約の解約 

 

第 25条（契約者による利用契約の解約） 

契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、解約を希望する月の当社の第 10 営業日までに当社所定

の書面にて通知することにより、当該月の末日をもって利用契約を解約できるものとします。 

 

第 26条（当社による利用契約の解除） 

当社は、契約者がニフクラ基本利用規約所定の事項に加え、次のいずれかに該当する場合、何らの通知

催告を要することなく直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 

(1) サーバを 1 台も作成しない状態が 90 日以上継続しているとき。 

(2) 課金発生していない状態が 90 日以上継続しているとき。 

(3) 契約者および利用者またはその代理もしくは媒介する者が暴力団（暴力団員等による不当な行為の防

止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団を

いう。）、暴力団員（暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。）、暴力団関係企業、総会屋、社会

運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密

接な関わりを有する者であることが判明したとき。 

(4) 自らまたは反社会的勢力を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたと

き。  

(5) 第 15 条に規定する事由に該当した契約者がなおその事実を解消しないとき。 

(6) その他、この規約に規定する事項に違反したとき。 

2 契約者または利用者が前項各号に該当したことにより当社が損害を被った場合、利用契約の解除の有無に

かかわらず、当社は、契約者に対し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 

3 前項の損害には、他のユーザーが被った損害に対し当社が行った賠償も含まれるものとします。 

4 本条に基づく利用契約の解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は、いかなる責任も負わないも

のとします。 
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第 27条（利用契約終了後の措置等） 

解約その他の事由により利用契約が終了した後、当社は、本サービスの利用により契約者によってサーバ

に格納されたデータの全てを消去できるものとします。 

 

 

第 9章 データ等の取り扱い 

 

第 28条（データ等の取り扱い） 

本サービスで契約者に提供されるサーバのデータ等が、契約者または利用者の利用により滅失、毀損、漏

洩、改竄その他本来想定されたのとは異なる形態で使用されたことにより契約者に損害が発生したとしても、

当社は一切の責任を負いません。 

 

第 29条（データ等の削除） 

第 26 条に基づき当社が本サービスの利用契約を解除した場合、当社は契約者に事前に通知することなく、

契約者のデータ等を削除できることとします。 

 

第 30条（解約時のデータ等） 

第 25 条または第 26 条に基づき契約が解除された場合、サーバ内のデータ等の損失、損害等に対して当

社は一切の責任を負いません。 

 

 

第 10章 契約情報の取り扱い等 

 

第 31条（個人情報、履歴情報等） 

当社は、本サービスのうち、一部のサービスの申込時に届け出た利用者の情報（個人情報を含みます。以

下同じとします。）を、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社に送付いたします。また、当該情報に変更が生

じた場合にも、同様に当社は変更後の情報を、同社に送付いたします。なお、富士通クラウドテクノロジーズ

株式会社の個人情報の取り扱いについては、同社の定める個人情報ポリシーによるものとします。 

2 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社は、前項に定める情報を前項に基づく一部のサービスに関する電子

メールによる通知の目的において使用するものとします。 

3 当社は、契約者が当社に届け出た情報（個人情報を含みます。以下同じとします。）および履歴情報を善良

なる管理者としての注意を払って管理します。 

4 契約者は、当社が前項に定める情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号

に定める目的に利用し、または第三者に提供することがあることに同意するものとします。 

(1) 当社が契約者に対し、本サービスの追加もしくは変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メー

ルや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。 

(2) 当社または当社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内
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を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等により連絡する場合、または契約者または利用

者がアクセスした当社のホームページ上その他利用者の情報端末機器の画面上に表示する場合。 

(3) 当社が本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者または利用者情報の統計分析を行い、

個々の契約者または利用者を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。 

(4) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 

(5) 契約者から事前に同意を得た場合。 

 

第 32条（秘密の保持） 

契約者等および当社は、本サービスの利用で知り得たあらゆる情報を、第三者（第 31 条に該当する場合を

除く）に漏らさないこととします。ただし、法にのっとり手続きを行った公的機関からの要求がある場合は、この

限りではありません。 

 

第 33条（利用契約終了後の秘密保持） 

契約者等および当社は、利用契約が終了した後においても、本サービスの利用により知り得た情報を第三

者に漏らさないこととします。 

 

第 34条（情報の交換） 

契約者と当社の間で本サービスに関する情報の交換を行う場合は、紛失、漏洩、改竄の防止策を講じるこ

ととします。 

なお、防止策を講じなかったために発生した事故については、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切

の責任を負わないこととします。 

 

 

第 11章 SLA 

 

第 35条（稼働率に基づく対応） 

当社の責に帰すべき事由により、契約者が利用中の SLA 適用対象サービスの月間稼働率が規定の稼働

率に満たなかった場合、当社は、当該契約者の当月分の利用料金の 10％に相当する金額を当該契約者に

減額するものとします。 

2 契約者は、自己が利用する SLA 適用対象サービスに障害が発生したと考える場合、当社所定の申請書に

より、当該障害が発生した月の翌月 15 日までにその事実を当社に申告するものとします。当社は、その申告

に基づき調査した結果、品質保証制度で示した月間稼働率未満であり、かつ、その状態が当社の責に帰す

べき事由に起因すると判断した場合のみ、前項の減額を行うものとします。  

3 当社は、障害が発生した月の翌々月以降の利用料金の請求額から控除することにより第 1 項の減額を行う

ものとします。  

4 第 1 項および第 2 項に定める要件を満たす場合であっても、障害が以下の各号のいずれかに定める事由に

より生じたとき、当社は、第 1 項の減額を行わないものとします。  
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(1) 定期保守に伴う本サービスの中断。当社は、中断する 2 週間前までに本サービスのホームページ上に

その旨を表示するものとし、それにより、当社が契約者への通知をしたものとみなします。 

(2) 本サービスの保守を緊急に行う場合。 

(3) 本サービスの機能としての中断（フェイルオーバーにともなうサーバの再起動や Oracle 環境における高

速リカバリーフローに伴うサーバの再起動など）。 

(4) 契約者が本規約に違反したことによる場合。 

(5) ドライバーまたはミドルウェアまたはＯＳ上の不具合による場合。 

(6) 契約者の利用環境、インターネット環境の不具合またはＤＮＳサーバの不具合によるドメインの停止な

ど、本サービスに用いる設備以外の不具合による場合。 

(7) 仮想化ソフトウエアの不具合による場合。 

(8) オートスケール機能の不具合による場合。 

(9) コントロールパネルの不具合による場合。 

(10) 第三者からの攻撃、妨害による場合。 

(11) 原因の如何を問わず、障害が継続した時間を契約者が測定できない場合。 

(12) 火災､停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

(13) 地震､噴火､洪水､津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。 

(14) 戦争､動乱､暴動､騒乱､労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

(15) その他運用上あるいは技術上の理由により、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場

合。 

5 当社の責に帰すべき事由による SLA 適用対象サービスの利用不能から生じる当社の責任は、第１項に定め

る金額を超えないものとし、これは SLA 適用対象サービスの利用不能にかかる当社が行う唯一かつ専らの救

済を構成するものとします。 

6 品質保証制度の適用がないサービスが利用不能の場合、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第 36条（月間稼働率の計算方法） 

月間稼働率とは、当該契約者が当月中に利用した全ての SLA 適用対象サービスにつき、品質保証制度で

示した数式により得られる値をいいます。 

 

 

第 12章 情報セキュリティ 

 

第 37条（情報セキュリティ） 

当社は、以下の各号を実施することができるものとします。但し、当社はこれらを実施する義務を負うもので

はありません。 

(1) 当社が本サービスの提供のために設置した設備等（以下「設備等」といいます。）に対して又は設備等

を利用して不正侵入を試みる通信、設備等の破壊を試みる通信、及び本サービスの利用不能等を試み

る通信等（以下、総称して「攻撃的通信」といいます。）を検知するため、設備等に攻撃的通信を検知す
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るためのシステム（以下「検知システム」という）を設置すること。 

(2) 検知システムを通じて、設備等に対して又は設備等を利用してなされる通信が攻撃的通信であるか否

かを判断するために、設備等と外部との通信及び設備等を用いた通信の内容を確認すること 

(3) 前各号を実施することにより得られた攻撃的通信の記録（以下「データ」といいます。）の集計及び分析

を行い、統計資料（以下「統計資料」といいます。）を作成すること 

(4) 統計資料を以下の目的のために利用及び処理すること  

① 本サービス、本サービスを提供するための当社の IT環境及び当社のサービス等（本サービスに限

りません）の安全性の向上。 

② 情報セキュリティに関する研究、開発、改善。 

③ 情報セキュリティに関する啓発等のために、ユーザー及びデータの脆弱性の程度を特定されない

ように匿名化を施した上で公表すること。 

④ ユーザー等に対する情報セキュリティに関する助言。 

⑤ 情報セキュリティに関する新規サービスの開発及び販売。 

2 前各号の実施は、情報セキュリティに関する問題が発生しないことを保証するものではありません。 

 

 

第 13章 雑則 

 

第 38条（問い合わせ） 

本サービスに関する問い合わせ窓口、その営業日および営業時間帯については、当社にて別途定めるも

のとします。 

2 当社は、契約者からの問い合わせに対してのみ回答するものとします。ただし、1 カ月以上前の事象に関す

る問い合わせについて、または問い合わせの内容によっては、回答できない場合があることを契約者はあら

かじめ承諾するものとします。 

 

第 39条（知的財産権） 

契約者は、当社が契約者に提供する本サービスおよびその他の各種情報に関する著作権等を含む一切

の知的財産権が、当社または当社に対してこれらの情報等を提供した第三者に帰属するものであることを確

認します。 

 

第 40条（権利譲渡の禁止） 

契約者がこの規約に基づき本サービスの提供を受ける権利については、譲渡および質権等の設定はでき

ません。 

 

第 41条（地位の継承） 

企業の合併、分割や、事業譲渡など、法に基づく手続きにより契約者の地位の継承が発生した場合には、

当社まで速やかにお申し出いただくこととします。 
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第 42条（再委託の可能性の保留） 

本サービスの提供にあたり、当社は業務の一部を第三者に委託する場合があります。 

 

第 43条（責任） 

当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせた場合は、利用契約期間および利用契

約の終了後にかかわらず、契約者に当該損害の賠償を請求することがあります。 

 

第 44条（附帯サービス） 

本サービスに関する附帯サービスの取扱については、別表（料金表）-Ⅲ（附帯サービスに係る料金）に定

めるところによります。 

 

第 45条（準拠法） 

この規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。 

 

第 46条（合意管轄） 

契約者と当社の間で本サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

以 上 
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附則 

（実施期日） 

１ 本規約は、2019 年４月１日より効力を有するものとします。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、当社の利用規約及び料金表（以下「旧規約」といいます。）に基づき締結した次に

掲げる表の左蘭のニフクラ ｆｏｒ KOPT サービスに係る契約は、この改正規定実施の日において解除し、次に

掲げる表の右蘭のニフクラ ｆｏｒ OPTAGE サービスに係る契約に移行したものとします。 

ニフクラ ｆｏｒ KOPT 利用規約 

 

      ニフクラ ｆｏｒ KOPT サービス 

  ニフクラ ｆｏｒ OPTAGE 利用規約 

 

      ニフクラ ｆｏｒ OPTAGE サービス 

３ この規約実施前に、旧規約により締結された契約に係る期間等（最低利用期間を含みます。）に係る起算日

等は、この附則の２に掲げる表の右欄の契約において、なお従前のとおりとします。 

４ この規約実施前に、旧規約により生じた支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

５ この規約実施前に、旧規約によりその事由が生じた損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとしま

す。 

６ この規定実施の際現に、2017 年４月１日をもって会社分割したニフティ株式会社が定める@nifty 会員（@nifty

法人会員規約も含まれます。）の各条項を準用した契約は、この規定実施の日において、富士通クラウドテクノ

ロジーズ株式会社が別途定める FJCT 会員規約（FJCT 法人会員規約も含まれます。）の各条項を準用した契

約に移行したものとします。 

なお、FJCT 会員規約は、以下の規約中の「ニフティ株式会社」を「富士通クラウドテクノロジーズ株式会社」に、

「@nifty」を「FJCT」に読み替えたものです。 

・@nifty 会員規約 

・@nifty 法人会員規約 

・@nifty 会員規約第２条第３号に定める「利用規約等」 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年４月 23 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年５月 28 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年６月 24 日から実施します。 
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附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年８月６日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年９月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年９月 18 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 10 月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 10 月 31 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 12 月４日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2019 年 12 月 11 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年４月 21 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年６月１日から実施します。 
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附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年６月 24 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年６月 30 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年７月 27 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2020 年 10 月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2021 年７月 27 日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2022 年 11 月８日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

この改正規定は、2023 年２月１日から実施します。 

 

附則 
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（実施期日） 

この改正規定は、2023 年４月１日から実施します。 
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（別表）ニフクラ for OPTAGE料金表 

Ⅰ．料金表 

１国内リージョン（エンジニアリングパーツ／ソリューションサービス以外） 

  
（1）【月額課金】サーバ費用 

サーバタイプ 単位 料金（税抜） 

【c-small】固定 1vCPU・1GB 台 2,600 円/月 

【c-smalｌ2】固定 1vCPU・2GB 台 4,300 円/月 

【c-small4】固定 1vCPU・4GB 台 6,000 円/月 

【c-medium】固定 2vCPU・2GB 台 6,000 円/月 

【c-medium4】固定 2vCPU・4GB 台 8,000 円/月 

【c-medium8】固定 2vCPU・8GB 台 14,000 円/月 

【c-large】固定 4vCPU・4GB 台 14,000 円/月 

【c-large8】固定 4vCPU・8GB 台 22,000 円/月 

【e-mini】固定 1vCPU・512MB 台 2,210 円/月 

【e-small】固定 1vCPU・1GB 台 5,200 円/月 

【e-smalｌ2】固定 1vCPU・2GB 台 8,700 円/月 

【e-small4】固定 1vCPU・4GB 台 9,500 円/月 

【e-small8】固定 1vCPU・8GB 台 17,500 円/月 

【e-small16】固定 1vCPU・16GB 台 26,200 円/月 

【e-medium】固定 2vCPU・2GB 台 9,500 円/月 

【e-medium4】固定 2vCPU・4GB 台 15,000 円/月 

【e-medium8】固定 2vCPU・8GB 台 21,000 円/月 

【e-medium16】固定 2vCPU・16GB 台 27,500 円/月 

【e-medium24】固定 2vCPU・24GB 台 32,900 円/月 

【e-large】固定 4vCPU・4GB 台 21,000 円/月 

【e-large8】固定 4vCPU・8GB 台 25,000 円/月 

【e-large16】固定 4vCPU・16GB 台 35,000 円/月 

【e-large24】固定 4vCPU・24GB 台 36,300 円/月 

【e-large32】固定 4vCPU・32GB 台 38,000 円/月 

【e-xlarge8】固定 6vCPU・8GB 台 31,000 円/月 

【e-xlarge16】固定 6vCPU・16GB 台 41,500 円/月 

【e-xlarge24】固定 6vCPU・24GB 台 44,500 円/月 

【e-xlarge32】固定 6vCPU・32GB 台 46,600 円/月 

【e-xlarge48】固定 6vCPU・48GB 台 56,500 円/月 

【e-wlarge16】固定 8vCPU・16GB 台 51,000 円/月 

【e-wlarge24】固定 8vCPU・24GB 台 54,600 円/月 

【e-wlarge32】固定 8vCPU・32GB 台 69,000 円/月 

【e-wlarge48】固定 8vCPU・48GB 台 82,800 円/月 

【e-wlarge64】固定 8vCPU・64GB 台 99,400 円/月 

【e-wlarge96】固定 8vCPU・96GB 台 119,300 円/月 

【h2-mini】固定 1vCPU・512MB 台 3,360 円/月 

【h2-small】固定 1vCPU・1GB 台 8,890 円/月 

【h2-small2】固定 1vCPU・2GB 台 12,090 円/月 

【h2-small4】固定 1vCPU・4GB 台 16,940 円/月 

【h2-small8】固定 1vCPU・8GB 台 25,900 円/月 
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【h2-small16】固定 1vCPU・16GB 台 39,060 円/月 

【h2-medium】固定 2vCPU・2GB 台 16,940 円/月 

【h2-medium4】固定 2vCPU・4GB 台 23,380 円/月 

【h2-medium8】固定 2vCPU・8GB 台 32,200 円/月 

【h2-medium16】固定 2vCPU・16GB 台 53,200 円/月 

【h2-medium24】固定 2vCPU・24GB 台 63,770 円/月 

【h2-large】固定 4vCPU・4GB 台 32,200 円/月 

【h2-large8】固定 4vCPU・8GB 台 44,350 円/月 

【h2-large16】固定 4vCPU・16GB 台 61,280 円/月 

【h2-large24】固定 4vCPU・24GB 台 82,320 円/月 

【h2-large32】固定 4vCPU・32GB 台 99,890 円/月 

【h2-xlarge8】固定 6vCPU・8GB 台 55,300 円/月 

【h2-xlarge16】固定 6vCPU・16GB 台 70,980 円/月 

【h2-xlarge24】固定 6vCPU・24GB 台 91,980 円/月 

【h2-xlarge32】固定 6vCPU・32GB 台 109,200 円/月 

【h2-xlarge48】固定 6vCPU・48GB 台 130,900 円/月 

【h2-wlarge16】固定 8vCPU・16GB 台 96,600 円/月 

【h2-wlarge24】固定 8vCPU・24GB 台 104,510 円/月 

【h2-wlarge32】固定 8vCPU・32GB 台 122,290 円/月 

【h2-wlarge48】固定 8vCPU・48GB 台 143,080 円/月 

【h2-wlarge64】固定 8vCPU・64GB 台 167,370 円/月 

【h2-wlarge96】固定 8vCPU・96GB 台 186,060 円/月 

【h2-tlarge32】固定 12vCPU・32GB 台 133,700 円/月 

【h2-tlarge48】固定 12vCPU・48GB 台 156,800 円/月 

【h2-tlarge64】固定 12vCPU・64GB 台 183,400 円/月 

【h2-tlarge96】固定 12vCPU・96GB 台 194,600 円/月 

【h2-tlarge128】固定 12vCPU・128GB 台 208,600 円/月 

【h2-qlarge64】固定 16vCPU・64GB 台 187,390 円/月 

【h2-qlarge96】固定 16vCPU・96GB 台 213,500 円/月 

【h2-qlarge128】固定 16vCPU・128GB 台 225,400 円/月 

【h2-qlarge256】固定 16vCPU・256GB 台 270,200 円/月 

【h2-slarge128】固定 28vCPU・128GB 台 233,800 円/月 

【h2-slarge256】固定 28vCPU・256GB 台 283,500 円/月 

【h2-olarge256】固定 32vCPU・256GB 台 304,500 円/月 

【h2-olarge384】固定 32vCPU・384GB 台 415,100 円/月 

【h2-olarge512】固定 32vCPU・512GB 台 542,500 円/月 

【mini】固定 1vCPU・512MB 台 4,800 円/月 

【small】固定 1vCPU・1GB 台 12,700 円/月 

【smalｌ2】固定 1vCPU・2GB 台 17,280 円/月 

【small4】固定 1vCPU・4GB 台 24,200 円/月 

【small8】固定 1vCPU・8GB 台 37,000 円/月 

【small16】固定 1vCPU・16GB 台 55,800 円/月 

【medium】固定 2vCPU・2GB 台 24,200 円/月 

【medium4】固定 2vCPU・4GB 台 33,400 円/月 

【medium8】固定 2vCPU・8GB 台 46,000 円/月 

【medium16】固定 2vCPU・16GB 台 76,000 円/月 

【medium24】固定 2vCPU・24GB 台 91,100 円/月 

【large】固定 4vCPU・4GB 台 46,000 円/月 

【large8】固定 4vCPU・8GB 台 63,360 円/月 
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【large16】固定 4vCPU・16GB 台 87,550 円/月 

【large24】固定 4vCPU・24GB 台 117,600 円/月 

【large32】固定 4vCPU・32GB 台 142,700 円/月 

【xlarge8】固定 6vCPU・8GB 台 79,000 円/月 

【xlarge16】固定 6vCPU・16GB 台 101,400 円/月 

【xlarge24】固定 6vCPU・24GB 台 131,400 円/月 

【xlarge32】固定 6vCPU・32GB 台 156,000 円/月 

【xlarge48】固定 6vCPU・48GB 台 187,000 円/月 

【wlarge16】固定 8vCPU・16GB 台 138,000 円/月 

【wlarge24】固定 8vCPU・24GB 台 149,300 円/月 

【wlarge32】固定 8vCPU・32GB 台 174,700 円/月 

【wlarge48】固定 8vCPU・48GB 台 204,400 円/月 

【wlarge64】固定 8vCPU・64GB 台 239,100 円/月 

【wlarge96】固定 8vCPU・96GB 台 265,800 円/月 

【tlarge32】固定 12vCPU・32GB 台 191,000 円/月 

【tlarge48】固定 12vCPU・48GB 台 224,000 円/月 

【tlarge64】固定 12vCPU・64GB 台 262,000 円/月 

【tlarge96】固定 12vCPU・96GB 台 278,000 円/月 

【tlarge128】固定 12vCPU・128GB 台 298,000 円/月 

【qlarge64】固定 16vCPU・64GB 台 267,700 円/月 

【qlarge96】固定 16vCPU・96GB 台 305,000 円/月 

【qlarge128】固定 16vCPU・128GB 台 322,000 円/月 

【qlarge256】固定 16vCPU・256GB 台 386,000 円/月 

【slarge128】固定 28vCPU・128GB 台 334,000 円/月 

【slarge256】固定 28vCPU・256GB 台 405,000 円/月 

【olarge256】固定 32vCPU・256GB 台 435,000 円/月 

【olarge384】固定 32vCPU・384GB 台 593,000 円/月 

【olarge512】固定 32vCPU・512GB 台 775,000 円/月 

※月額課金の日割計算は行いません。 

 

（2）【従量課金】サーバ費用 

サーバタイプ 単位 
料金（税抜） 

起動中 停止時 

【c-small】従量 1vCPU・1GB 台 5 円/時 3 円/時 

【c-smalｌ2】従量 1vCPU・2GB 台 8 円/時 4 円/時 

【c-small4】従量 1vCPU・4GB 台 11 円/時 4 円/時 

【c-medium】従量 2vCPU・2GB 台 11 円/時 4 円/時 

【c-medium4】従量 2vCPU・4GB 台 14 円/時 4 円/時 

【c-medium8】従量 2vCPU・8GB 台 25 円/時 5 円/時 

【c-large】従量 4vCPU・4GB 台 25 円/時 5 円/時 

【c-large8】従量 4vCPU・8GB 台 39 円/時 6 円/時 

【e-mini】従量 1vCPU・512MB 台 4 円/時 3 円/時 

【e-small】従量 1vCPU・1GB 台 9 円/時 5 円/時 

【e-smalｌ2】従量 1vCPU・2GB 台 15 円/時 5 円/時 

【e-small4】従量 1vCPU・4GB 台 16 円/時 5 円/時 

【e-small8】従量 1vCPU・8GB 台 31 円/時 6 円/時 

【e-small16】従量 1vCPU・16GB 台 46 円/時 7 円/時 

【e-medium】従量 2vCPU・2GB 台 16 円/時 5 円/時 

【e-medium4】従量 2vCPU・4GB 台 26 円/時 6 円/時 
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【e-medium8】従量 2vCPU・8GB 台 37 円/時 7 円/時 

【e-medium16】従量 2vCPU・16GB 台 48 円/時 7 円/時 

【e-medium24】従量 2vCPU・24GB 台 58 円/時 8 円/時 

【e-large】従量 4vCPU・4GB 台 37 円/時 7 円/時 

【e-large8】従量 4vCPU・8GB 台 43 円/時 7 円/時 

【e-large16】従量 4vCPU・16GB 台 61 円/時 8 円/時 

【e-large24】従量 4vCPU・24GB 台 63 円/時 8 円/時 

【e-large32】従量 4vCPU・32GB 台 66 円/時 8 円/時 

【e-xlarge8】従量 6vCPU・8GB 台 54 円/時 8 円/時 

【e-xlarge16】従量 6vCPU・16GB 台 73 円/時 10 円/時 

【e-xlarge24】従量 6vCPU・24GB 台 78 円/時 10 円/時 

【e-xlarge32】従量 6vCPU・32GB 台 81 円/時 10 円/時 

【e-xlarge48】従量 6vCPU・48GB 台 99 円/時 11 円/時 

【e-wlarge16】従量 8vCPU・16GB 台 89 円/時 10 円/時 

【e-wlarge24】従量 8vCPU・24GB 台 95 円/時 10 円/時 

【e-wlarge32】従量 8vCPU・32GB 台 120 円/時 10 円/時 

【e-wlarge48】従量 8vCPU・48GB 台 144 円/時 11 円/時 

【e-wlarge64】従量 8vCPU・64GB 台 173 円/時 11 円/時 

【e-wlarge96】従量 8vCPU・96GB 台 208 円/時 12 円/時 

【h2-mini】従量 1vCPU・512MB 台 4 円/時 3 円/時 

【h2-small】従量 1vCPU・1GB 台 15 円/時 3 円/時 

【h2-small2】従量 1vCPU・2GB 台 21 円/時 4 円/時 

【h2-small4】従量 1vCPU・4GB 台 29 円/時 4 円/時 

【h2-small8】従量 1vCPU・8GB 台 46 円/時 5 円/時 

【h2-small16】従量 1vCPU・16GB 台 67 円/時 7 円/時 

【h2-medium】従量 2vCPU・2GB 台 29 円/時 4 円/時 

【h2-medium4】従量 2vCPU・4GB 台 40 円/時 5 円/時 

【h2-medium8】従量 2vCPU・8GB 台 56 円/時 7 円/時 

【 h2-medium16 】 従

量 
2vCPU・16GB 

台 
92 円/時 7 円/時 

【 h2-medium24 】 従

量 
2vCPU・24GB 

台 
111 円/時 8 円/時 

【h2-large】従量 4vCPU・4GB 台 56 円/時 7 円/時 

【h2-large8】従量 4vCPU・8GB 台 77 円/時 7 円/時 

【h2-large16】従量 4vCPU・16GB 台 106 円/時 8 円/時 

【h2-large24】従量 4vCPU・24GB 台 142 円/時 9 円/時 

【h2-large32】従量 4vCPU・32GB 台 173 円/時 9 円/時 

【h2-xlarge8】従量 6vCPU・8GB 台 96 円/時 8 円/時 

【h2-xlarge16】従量 6vCPU・16GB 台 128 円/時 9 円/時 

【h2-xlarge24】従量 6vCPU・24GB 台 158 円/時 9 円/時 

【h2-xlarge32】従量 6vCPU・32GB 台 198 円/時 10 円/時 

【h2-xlarge48】従量 6vCPU・48GB 台 227 円/時 13 円/時 

【h2-wlarge16】従量 8vCPU・16GB 台 168 円/時 10 円/時 

【h2-wlarge24】従量 8vCPU・24GB 台 182 円/時 10 円/時 

【h2-wlarge32】従量 8vCPU・32GB 台 212 円/時 11 円/時 

【h2-wlarge48】従量 8vCPU・48GB 台 249 円/時 14 円/時 

【h2-wlarge64】従量 8vCPU・64GB 台 291 円/時 16 円/時 

【h2-wlarge96】従量 8vCPU・96GB 台 323 円/時 16 円/時 

【h2-tlarge32】従量 12vCPU・32GB 台 223 円/時 13 円/時 
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【h2-tlarge48】従量 12vCPU・48GB 台 261 円/時 16 円/時 

【h2-tlarge64】従量 12vCPU・64GB 台 305 円/時 16 円/時 

【h2-tlarge96】従量 12vCPU・96GB 台 338 円/時 16 円/時 

【h2-tlarge128】従量 12vCPU・128GB 台 362 円/時 17 円/時 

【h2-qlarge64】従量 16vCPU・64GB 台 324 円/時 16 円/時 

【h2-qlarge96】従量 16vCPU・96GB 台 371 円/時 21 円/時 

【 h2-qlarge128 】 従

量 
16vCPU・128GB 

台 
391 円/時 21 円/時 

【 h2-qlarge256 】 従

量 
16vCPU・256GB 

台 
469 円/時 25 円/時 

【h2-slarge128】従量 28vCPU・128GB 台 406 円/時 25 円/時 

【h2-slarge256】従量 28vCPU・256GB 台 492 円/時 25 円/時 

【 h2-olarge256 】 従

量 
32vCPU・256GB 

台 
528 円/時 26 円/時 

【 h2-olarge384 】 従

量 
32vCPU・384GB 

台 
721 円/時 28 円/時 

【 h2-olarge512 】 従

量 
32vCPU・512GB 

台 
942 円/時 32 円/時 

【mini】従量 1vCPU・512MB 台 7 円/時 5 円/時 

【small】従量 1vCPU・1GB 台 22 円/時 5 円/時 

【smalｌ2】従量 1vCPU・2GB 台 30 円/時 6 円/時 

【small4】従量 1vCPU・4GB 台 42 円/時 7 円/時 

【small8】従量 1vCPU・8GB 台 66 円/時 8 円/時 

【small16】従量 1vCPU・16GB 台 97 円/時 10 円/時 

【medium】従量 2vCPU・2GB 台 42 円/時 7 円/時 

【medium4】従量 2vCPU・4GB 台 58 円/時 8 円/時 

【medium8】従量 2vCPU・8GB 台 80 円/時 10 円/時 

【medium16】従量 2vCPU・16GB 台 132 円/時 11 円/時 

【medium24】従量 2vCPU・24GB 台 159 円/時 12 円/時 

【large】従量 4vCPU・4GB 台 80 円/時 10 円/時 

【large8】従量 4vCPU・8GB 台 110 円/時 11 円/時 

【large16】従量 4vCPU・16GB 台 152 円/時 12 円/時 

【large24】従量 4vCPU・24GB 台 204 円/時 13 円/時 

【large32】従量 4vCPU・32GB 台 248 円/時 14 円/時 

【xlarge8】従量 6vCPU・8GB 台 138 円/時 12 円/時 

【xlarge16】従量 6vCPU・16GB 台 184 円/時 13 円/時 

【xlarge24】従量 6vCPU・24GB 台 226 円/時 14 円/時 

【xlarge32】従量 6vCPU・32GB 台 284 円/時 15 円/時 

【xlarge48】従量 6vCPU・48GB 台 325 円/時 19 円/時 

【wlarge16】従量 8vCPU・16GB 台 240 円/時 15 円/時 

【wlarge24】従量 8vCPU・24GB 台 260 円/時 15 円/時 

【wlarge32】従量 8vCPU・32GB 台 303 円/時 17 円/時 

【wlarge48】従量 8vCPU・48GB 台 356 円/時 20 円/時 

【wlarge64】従量 8vCPU・64GB 台 416 円/時 23 円/時 

【wlarge96】従量 8vCPU・96GB 台 462 円/時 24 円/時 

【tlarge32】従量 12vCPU・32GB 台 319 円/時 19 円/時 

【tlarge48】従量 12vCPU・48GB 台 374 円/時 23 円/時 

【tlarge64】従量 12vCPU・64GB 台 437 円/時 24 円/時 

【tlarge96】従量 12vCPU・96GB 台 483 円/時 24 円/時 
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【tlarge128】従量 12vCPU・128GB 台 518 円/時 25 円/時 

【qlarge64】従量 16vCPU・64GB 台 464 円/時 24 円/時 

【qlarge96】従量 16vCPU・96GB 台 530 円/時 31 円/時 

【qlarge128】従量 16vCPU・128GB 台 559 円/時 31 円/時 

【qlarge256】従量 16vCPU・256GB 台 670 円/時 37 円/時 

【slarge128】従量 28vCPU・128GB 台 580 円/時 37 円/時 

【slarge256】従量 28vCPU・256GB 台 704 円/時 37 円/時 

【olarge256】従量 32vCPU・256GB 台 755 円/時 38 円/時 

【olarge384】従量 32vCPU・384GB 台 1,030 円/時 40 円/時 

【olarge512】従量 32vCPU・512GB 台 1,346 円/時 46 円/時 

※サーバは従量課金となり１時間単位で課金対象となります。 

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

 

（3）サービス管理 

摘要 料金（税抜） 

コントロールパネル 無料 

ニフクラＡＰＩ 無料 

コンソール 無料 

 

（4）OS利用料金 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

CentOS 式 無料 無料 

Red Hat Enterprise Linux  

（サブスクリプション付き） 

6vCPU 未満 式 6,700 円/月 12 円/時 

6vCPU 以上 式 14,700 円/月 25 円/時 

Red Hat Enterprise Linux （Cloud Access） 式 無料 無料 

Ubuntu 式 無料 無料 

Microsoft Windows Server vCPU 3,800 円/月 7 円/時 

※Red Hat Enterprise Linux の利用に関しては、この規約以外に、Red Hat 社が定める RED HAT SOFTWARE 

SUBSCRIPTION AGREEMENT (FOR END USERS IN THE CLOUD)の各条項を準用するものとします。 

※マイクロソフトソフトウエア製品の利用に関しては、この規約以外に、マイクロソフト社が定めるエンドユーザー

ライセンス条項の各条項を準用するものとします。 

※Red Hat Enterprise Linux（Cloud Access）は、VM インポートでのみご利用いただけます。 

 

（5）グローバル IPアドレス 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

固定 IP 台 無料 無料 

IP アドレスを利用しない※サーバ利用料金から減額 台 -500 円/月 -0.6 円/時 

DNS 逆引き設定 台 無料 無料 

※サーバ作成時の初期設定では、「固定グローバル IP」の設定が有効になっています。  

※「固定グローバル IP」の設定を外してサーバをご利用いただくと、「減額オプション」が適用されます。（サーバ

の起動中・停止中にかかわらず適用されます。） 

※DNS の逆引き設定は、別途、設定・解約申請が必要となります。 

 

（6）付替 IP購入管理費 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

付替 IP 購入管理費 IP 500 円/月 

※プライベート側、グローバル側それぞれゾーンごとに 5 個までとなります。 
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（7）イメージ化料金 

摘要 都度料金（税抜） 

イメージ化 無料 

イメージ配布 無料 

イメージ再配布防止機能 無料 

※イメージ化には、（7）イメージ化料金+（8）イメージ保守料金（月額）がかかります。 

 

（8）イメージ保守料金 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

Linux 系 OS 

CentOS、Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux ほか 
イメージ 1,200 円/月 （従量プランなし） 

Windows 系 OS 

Microsoft Windows Server ほか 
イメージ 1,600 円/月 （従量プランなし） 

増設ディスク 100GB 2,000 円/月 （従量プランなし） 

※VM インポートやパブリックイメージから作成されたサーバをイメージ化する場合も、上記の料金がかかります。 

※増設ディスクの利用料金は、2015 年 6 月度利用分より、上記の料金が適用されます。 

 

（9）オートスケール 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

オートスケール 設定 無料 （従量プランなし） 

※オートスケールの利用には別途カスタマイズイメージが必要です。 

また、スケールアウトサーバの利用料金として、最低 1 台以上のサーバと OS 利用料金が必要になります。 

 

（10）サーバコピー 

摘要 都度料金（税抜） 

サーバコピー 無料 

 

（11）VMインポート 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

VM インポート 式 無料 無料 

VM インポート超過ディスク 100GB 5,000 円/月 8 円/時 

※Windows Server 2003 をインポートする場合、Microsoft Windows Server 2008 R2（64bit）と同様の（4）OS 利用

料金が必要になります。  

※VM イメージをインポートする際に選択したサーバの利用料金（月額・従量）が必要になります。  

※インポートする VM イメージのローカルディスクサイズが、基本ディスク容量（Linux:30GB、Windows:80GB）を

超過した場合、100GB 単位で超過ディスク料金が発生します。  

※サーバの料金プランに付随して、月額・従量のプランが決定します。  

※オートスケール時は、超過ディスクの料金を含めたサーバ料金を従量で課金します。 

※Red Hat Enterprise LinuxサブスクリプションのOSイメージをインポートする場合、Red Hat Cloud Accessに登

録する必要があります。 

 

（12）増設ディスク 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

高速ディスク［A/B］ 100GB 5,000 円/月 8 円/時 
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標準ディスク 100GB 2,000 円/月 3 円/時 

フラッシュドライブ 100GB 24,000 円/月 40 円/時 

高速フラッシュドライブ 100GB 4,500 円/月 8 円/時 

標準フラッシュドライブ 100GB 1,500 円/月 3 円/時 

※100GB あたりの月額課金となります（例えば、200GB のディスクを 3 台作成した場合、200GB*3 台=600GB 分

の料金がかかります）。 

 

（13）ネットワーク転送量 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

プライベート側通信 GB 無料 無料 

グローバル側通信 
10TB/月まで GB 

（月額プランなし） 
無料 

10TB/月超過分 GB 15 円/GB 

※各リージョンごとに 10TB までとなります。 

 

（14）ロードバランサー 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

10Mbps 式 10,000 円/月 17 円/時 

20Mbps 式 20,000 円/月 34 円/時 

30Mbps 式 30,000 円/月 51 円/時 

40Mbps 式 40,000 円/月 68 円/時 

100Mbps 式 78,000 円/月 120 円/時 

200Mbps 式 152,000 円/月 230 円/時 

300Mbps 式 222,000 円/月 340 円/時 

400Mbps 式 288,000 円/月 450 円/時 

500Mbps 式 350,000 円/月 560 円/時 

600Mbps 式 408,000 円/月 640 円/時 

700Mbps 式 462,000 円/月 720 円/時 

800Mbps 式 512,000 円/月 800 円/時 

900Mbps 式 558,000 円/月 880 円/時 

1000Mbps 式 600,000 円/月 960 円/時 

1100Mbps 式 638,000 円/月 1,000 円/時 

1200Mbps 式 672,000 円/月 1,040 円/時 

1300Mbps 式 702,000 円/月 1,080 円/時 

1400Mbps 式 728,000 円/月 1,120 円/時 

1500Mbps 式 750,000 円/月 1,160 円/時 

1600Mbps 式 768,000 円/月 1,180 円/時 

1700Mbps 式 782,000 円/月 1,200 円/時 

1800Mbps 式 792,000 円/月 1,220 円/時 

1900Mbps 式 798,000 円/月 1,240 円/時 

2000Mbps 式 800,000 円/月 1,260 円/時 

オプション設定 

（1 ポートあたり） 

SSL アクセラレーター ポート 無料 無料 

Sorry ページ ポート 無料 無料 

セッション固定 ポート 無料 無料 

※ロードバランサー1 つにつき、ポートを 3 つまで指定可能です。 

 

（15）マルチアカウント 

摘要 単位 料金（税抜） 



 25 

月額課金 従量課金 

マルチアカウント 設定 無料 無料 

 

（16）ファイアウォール 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

 基本料金 式 無料 無料 

オプション 
ログのフィルタ機能 式 無料 無料 

ログ取得（1,000 件→100,000 件） 式 1,000 円/月 （従量プランなし） 

 

（17）SSL証明書発行 

摘要 有効期間 
インストール可能

なサーバ数 
都度料金（税抜） 

サイバートラスト株式会社 

6 カ月 1 台 50,000 円/台 

無制限 100,000 円 

1 年 1 台 75,000 円/台 

無制限 150,000 円 

2 年 1 台 138,000 円/台 

無制限 276,000 円 

ジオトラスト（デジサート・ジャパン合同会社） 1 年 無制限 100 円/日 

ジオトラスト（デジサート・ジャパン合同会社） 

クイック ＳＳＬ プレミアムワイルドカード 

1 年 無制限 400 円/日 

※証明書の発行は、一括支払いとなります。月額課金および従量課金プランはございません。  

 

（18）監視 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

基本監視 台 無料 無料 

パフォーマンスチャート 台 無料 無料 

障害・お知らせ通知 台 無料 無料 

 

（19）ライセンスが必要な機能 

摘要 単位 都度料金（税抜） 

Oracle 製品利用設定 台 30,000 円/件 

※上記料金はサーバ 1 台あたりの料金です、サーバ複数台設定の場合は、サーバ台数分の料金が必要です。 

 

（20）プライベート LAN 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

プライベート LAN NW 5,000 円/月 9 円/時 

※(36)プライベートアクセス for SINET で利用中のプライベート LAN は、解除することができません。 

 

（21）ルーター 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

router.small（10 ルール） 式 12,000 円/月 20 円/時 

router.medium（30 ルール） 式 19,000 円/月 32 円/時 

router.large（80 ルール） 式 33,000 円/月 55 円/時 
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（22）拠点間 VPNゲートウェイ 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

vpngw.small（1 拠点） 式 12,000 円/月 20 円/時 

vpngw.medium（10 拠点） 式 19,000 円/月 32 円/時 

vpngw.large（50 拠点） 式 33,000 円/月 55 円/時 

 

（23）利用状況 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

料金明細サービス 件 無料 （従量プランなし） 

 

（24）削除 

 

（25）削除 

 

（26）リージョン／ゾーン選択 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

リージョン設定 設定 無料 無料 

ゾーン設定 設定 無料 無料 

 

（27）ワンデイスナップショット 

摘要 都度料金（税抜） 

ワンデイスナップショット 100 円/回 

※作成可能な世代数は１となります。 

※保持期限は作成から 24 時間、または作成後の更新差分が 20GB に達するまでとなります。保存期限の経過

後、スナップショットは自動削除されます。 

 

（28）DRサービス for NetApp 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

DR サービス for NetApp 式 無料 20,000 円/TB/月 

※「DR サービス for NetApp」の利用に関しては、利用開始月の翌月から課金が発生し、最低利用期間を２カ月

（利用開始月含む）とします。 

 

（29）有人監視 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

有人監視 基本料金 台 8,000 円/月 

 

（30）ダイレクトポート（東日本リージョン） 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

ダイレクトポート（東日本リージョン） ポート 30,000 円/月 

※ご利用にあたっては、(20)プライベートＬＡＮの契約が必要となります。 

※ダイレクトポートの利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラ

ダイレクトポート利用規約の各条項を準用するものとします。 

 

（31）インターネット VPN（H/W） 

摘要 単位 料金（税抜） 
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都度料金 月額課金 

インターネット VPN（H/W） 拠点 45,000 円 25,000 円/月 

※接続拠点ごとに上記の利用料金が発生します。 

 

（32）ディスク受取サービス 

摘要 単位 都度料金（税抜） 

スタンダードプラン ディスク受取サービス（2TB

毎） 

媒体 25,000 円 

VMインポート ovfファイル

追加料金 1ovf あたり 

ovf 20,000 円 

プレミアムプラン ディスク受取サービス（2TB

毎） 

媒体 45,000 円 

VMインポート ovfファイル

追加料金 1ovf あたり 

ovf 40,000 円 

 

（33）バックアップ/DRサービス for VMware vSphere® 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

レプリケーション【ストレージ 100GB まで】 台 無料 5,000 円/台/月 

レプリケーション【ストレージ 500GB まで】 台 無料 20,000 円/台/月 

レプリケーション【ストレージ 1TB まで】 台 無料 38,000 円/台/月 

レプリケーション【ストレージ 2TB まで】 台 無料 72,000 円/台/月 

レプリケーション【ストレージ 3TB まで】 台 無料 102,000 円/台/月 

レプリケーション【ストレージ 4TB まで】 台 無料 128,000 円/台/月 

SSL-VPN 式 無料 無料 

フェイルオーバー（DR 機能） 台 60,000 円/90 日/台 （月額プランなし） 

フェイルバック 台 無料 無料 

マルチポイント（10 世代） 組織

VDC 

無料 20,000 円/組織 VDC 

/10 世代/月 

※バックアップ/DR サービス for VMware vSphere®は、2019 年 3 月 22 日以降、新規申込受付を停止し、2019

年 12 月 6 日でサービスを終了します。 

 

（34）ライセンス利用料金 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

Microsoft SQL Server Standard Edition（4vCPU まで） 式 48,300 円/月 

Microsoft SQL Server Standard Edition（6vCPU） 式 72,450 円/月 

Microsoft SQL Server Standard Edition（8vCPU） 式 96,600 円/月 

Microsoft SQL Server Standard Edition（12vCPU） 式 144,900 円/月 

Microsoft SQL Server Standard Edition（16vCPU） 式 193,200 円/月 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition（4vCPU まで） 式 198,600 円/月 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition（6vCPU） 式 297,900 円/月 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition（8vCPU） 式 397,200 円/月 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition（12vCPU） 式 595,800 円/月 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition（16vCPU） 式 794,400 円/月 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition（28vCPU） 式 1,390,200 円/月 

Microsoft Windows Server リモートデスクトップ接続

（RDS）ライセンス 

ライセンス 1,150 円/月 

Microsoft Office Standard ライセンス ライセンス 3,600 円/月 
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Microsoft Office Professional Plus ライセンス ライセンス 4,500 円/月 

※Microsoft SQL Server、リモートデスクトップ接続、office Standard、office Professional Plus 単体での申し込み

は受け付けておりません。 

 

（35）NAS 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

NAS 高速タイプ TB 50,000 円/月 

NAS 標準タイプ 100GB 3,000 円/月 

 

（36）プライベートアクセス for SINET 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

プライベートアクセス for SINET プライベート LAN 10,000 円/月 

※SINET5 に加入している必要があります。 

※ご利用にあたっては、(20)プライベートＬＡＮの契約が必要となります。 

 

（37）マルチロードバランサー 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

10Mbps 式 3,800 円/月 6 円/時 

20Mbps 式 7,600 円/月 12 円/時 

30Mbps 式 11,400 円/月 18 円/時 

40Mbps 式 15,200 円/月 24 円/時 

100Mbps 式 38,000 円/月 60 円/時 

200Mbps 式 76,000 円/月 120 円/時 

300Mbps 式 114,000 円/月 180 円/時 

400Mbps 式 152,000 円/月 240 円/時 

500Mbps 式 190,000 円/月 300 円/時 

 

（38）削除 

 

（39）サーバーセパレート 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

サーバーセパレート ルール 30,000 円/月 

 

（40）削除 

 

（41）追加 NIC 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

追加 NIC 台 300 円/月 

 

（42）プライベートアクセス for クラウドゲートウェイクロスコネクト 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

プライベートアクセス for クラウド プライベート LAN 8,000 円/月 
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ゲートウェイクロスコネクト 

※東日本電信電話株式会社の「フレッツ・ＶＰＮ ワイド」または「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」および「クラウドゲート

ウェイ クロスコネクト」へのお申し込みが必要となります。 

 

（43）バックアップ 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

バックアップルール 

（1 世代あたり） 

Linux 系 OS 基本料金 30GB 270 円/月 

超過ディスク料金 100GB 900 円/月 

増設ディスク料金 100GB 900 円/月 

Windows 系 OS 基本料金 80GB 720 円/月 

超過ディスク料金 100GB 900 円/月 

増設ディスク料金 100GB 900 円/月 

※保持する世代数を変更した場合は、当月内の最大契約台数にて月額料金が発生します。 

 

（44）IDS 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

基本利用料金 ID 無料 150,000 円/月 

監視対象料金 IP 無料 15,000 円/月 

オプション カスタムポリシー 

導入作業料金 

回 580,000 円/回 （月額プランなし） 

カスタムポリシー 

利用料金 

ID 無料 75,000 円/月 

 

（45）リモートアクセス VPN ゲートウェイ 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

ravgw.small 式 9,800 円/月 18 円/時 

ravgw.medium 式 18,000 円/月 33 円/時 

ravgw.large 式 59,000 円/月 106 円/時 

 
（46）ニフクラ OVM 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

OVM 

サーバー 

ovm.small8 1vCPU・8GB 台 無料 40,600 円/月 

ovm.small16 1vCPU・16GB 台 無料 54,600 円/月 

ovm.medium8 2vCPU・8GB 台 無料 83,800 円/月 

ovm.medium16 2vCPU・16GB 台 無料 88,800 円/月 

ovm.medium24 2vCPU・24GB 台 無料 95,800 円/月 

ovm.medium32 2vCPU・32GB 台 無料 113,800 円/月 

ovm.large16 4vCPU・16GB 台 無料 179,200 円/月 

ovm.large32 4vCPU・32GB 台 無料 192,200 円/月 

ovm.large48 4vCPU・48GB 台 無料 207,200 円/月 

ovm.large64 4vCPU・64GB 台 無料 228,200 円/月 

ovm.wlarge32 8vCPU・32GB 台 無料 359,000 円/月 

ovm.wlarge64 8vCPU・64GB 台 無料 384,000 円/月 
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ovm.wlarge96 8vCPU・96GB 台 無料 414,000 円/月 

ovm.wlarge128 8vCPU・128GB 台 無料 564,000 円/月 

ovm.qlarge64 16vCPU・64GB 台 無料 1,050,600 円/月 

ovm.qlarge128 16vCPU・128GB 台 無料 1,127,600 円/月 

ovm.qlarge192 16vCPU・192GB 台 無料 1,216,600 円/月 

ovm.qlarge256 16vCPU・256GB 台 無料 1,322,600 円/月 

OVM ディスク 100GB 無料 3,000 円/月 

OS タイプ Oracle Linux vCPU 無料 2,800 円/月 

Microsoft Windows Server vCPU 無料 3,800 円/月 

オプション サーバーセパレート 式 無料 30,000 円/月 

Oracle RAC 向けディスク・ 

ネットワーク設定 

式 150,000 円 無料 

スタンバイサーバー 台 無料 30,000 円/月 

※OVM サーバー及びスタンバイサーバーにディスクが付随しないため、100GB 以上のディスク利用が必要とな

ります。 

 

（47）プライベートブリッジ（旧） 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

プライベート

ブリッジ 

基本料金 ブリッジ 無料 

接続オプション／

リーチャビリティ 

東西エリア間接続点 ブリッジ 30,000 円/月 

jp-east-1 ブリッジ 10,000 円/月 

jp-east-3 ブリッジ 10,000 円/月 

jp-west-1 ブリッジ 10,000 円/月 

jp-west-2 ブリッジ 10,000 円/月 

コネクター 基本料金 コネクター 10,000 円/月 

アタッチメント ベストエフォート コネクター 無料 

帯域確保 100Mbps コネクター 90,000 円/月 

200Mbps コネクター 180,000 円/月 

※ご利用にあたっては、(20)プライベートＬＡＮの契約が必要となります。 

 

（48）マルチ IPアドレス 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

マルチ IP アドレス IP アドレス 3,000 円/月 

 

（49）Liveマイグレーション 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

マイグレーション Hub 費用（small） 式 1,600,000 円/月 

マイグレーション Hub 費用（medium） 式 2,900,000 円/月 

マイグレーション転送費用（small） 式 440,000 円/月 

マイグレーション転送費用（medium） 式 2,250,000 円/月 

※マイグレーション Hub 費用（small）（1,600,000 円/月）およびマイグレーション転送費用（small）（440,000 円/

月）は、キャンペーン（利用が 2021 年 9 月 30 日までのもの）につき、マイグレーション Hub 費用（small）（440,000

円/月）およびマイグレーション転送費用（small）（121,000 円/月）にて提供します。なお、本キャンペーンは移行

検証時のみ適用となり、実移行では対象外です。 
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（50）プライベートアクセス for OPTAGE 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

プライベートアクセス for OPTAGE プライベート LAN 8,000 円/月 

※株式会社オプテージの「IP-VPN」、「イーサネットVPN」または「イーサネット VPNワイドアドバンス」および「ネッ

トワークエクスチェンジ」へのお申し込みが必要となります。 

 

（51）オブジェクトストレージサービス 

摘要 単位 従量課金（税抜） 

オブジェクトストレージサービス GB 0.0025 円/月 

※ニフクラ上のリソースからオブジェクトストレージサービスを利用する場合、ネットワーク転送料金の集計対象と

なります。バケットやフォルダーの作成、一覧の取得はストレージの使用料には含まれませんが、ネットワーク転

送料金（10TB まで無料）に計上されます。なお、オブジェクトストレージサービス自体のネットワーク転送料金は

発生しません。 

※1GB 未満の利用量については切り上げ（1GB 分を課金）となります。 

※料金計算は世界標準時（UTC）で行われます。日本時間で 1 日の AM09:00～翌月 1 日の AM08:59 で料金

計算を行います。 

※請求は月遅れ請求となります。 

 

（52）プライベートブリッジ 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

プライベート

ブリッジ 

基本料金 ブリッジ 無料 

接続オプション 
コネクター接続設定 ブリッジ 10,000 円/月 

東西エリア間接続点 ブリッジ 30,000 円/月 

リーチャビリティ 

jp-east-1 ブリッジ 10,000 円/月 

jp-east-3 ブリッジ 10,000 円/月 

jp-west-1 ブリッジ 10,000 円/月 

jp-west-2 ブリッジ 10,000 円/月 

コネクター 基本料金 コネクター 無料 

アタッチメント ベストエフォート コネクター 無料 

帯域確保 100Mbps コネクター 90,000 円/月 

200Mbps コネクター 180,000 円/月 

※ご利用にあたっては、(20)プライベートＬＡＮの契約が必要となります。 

※コネクター接続設定が１本のみの場合は無料となります。 

 

（53）物理ポート 

コロケーションプラン 

摘要 単位 
料金（税抜） 

初期費用 月額課金 

1000BASE-T ポート 無料 30,000 円/月 

1000BASE-LX ポート 150,000 円 30,000 円/月 

10GBASE-LR ポート 150,000 円 ６0,000 円/月 

メタル回線敷設 回線 100,000 円 － 

構内接続プラン 

摘要 単位 料金（税抜） 
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初期費用（税抜） 月額課金（税抜） 

1000BASE-T ポート 無料 10,000 円/月 

1000BASE-SX ポート 無料 10,000 円/月 

1000BASE-LX ポート 150,000 円 10,000 円/月 

10GBASE-SR ポート 無料 40,000 円/月 

10GBASE-LR ポート 150,000 円 40,000 円/月 
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２国内リージョン（エンジニアリングパーツ／ソリューションサービス） 

 

２－１ RDB 

  （1）【月額課金】ＤＢサーバ費用 

サーバタイプ 単位 料金（税抜） 

【db.e-small】固定 1vCPU・1GB 台 7,400 円/月 

【db.e-smalｌ2】固定 1vCPU・2GB 台 12,400 円/月 

【db.e-small4】固定 1vCPU・4GB 台 13,500 円/月 

【db.e-small8】固定 1vCPU・8GB 台 24,900 円/月 

【db.e-small16】固定 1vCPU・16GB 台 37,300 円/月 

【db.e-medium】固定 2vCPU・2GB 台 13,500 円/月 

【db.e-medium4】固定 2vCPU・4GB 台 21,300 円/月 

【db.e-medium8】固定 2vCPU・8GB 台 29,900 円/月 

【db.e-medium16】固定 2vCPU・16GB 台 39,100 円/月 

【db.e-medium24】固定 2vCPU・24GB 台 46,800 円/月 

【db.e-large】固定 4vCPU・4GB 台 29,900 円/月 

【db.e-large8】固定 4vCPU・8GB 台 35,500 円/月 

【db.e-large16】固定 4vCPU・16GB 台 49,700 円/月 

【db.e-large24】固定 4vCPU・24GB 台 51,600 円/月 

【db.e-large32】固定 4vCPU・32GB 台 54,000 円/月 

【db.e-xlarge8】固定 6vCPU・8GB 台 44,100 円/月 

【db.e-xlarge16】固定 6vCPU・16GB 台 59,000 円/月 

【db.e-xlarge24】固定 6vCPU・24GB 台 63,200 円/月 

【db.e-xlarge32】固定 6vCPU・32GB 台 66,200 円/月 

【db.e-xlarge48】固定 6vCPU・48GB 台 80,300 円/月 

【db.e-wlarge16】固定 8vCPU・16GB 台 72,500 円/月 

【db.e-wlarge24】固定 8vCPU・24GB 台 77,600 円/月 

【db.e-wlarge32】固定 8vCPU・32GB 台 98,000 円/月 

【db.e-wlarge48】固定 8vCPU・48GB 台 117,600 円/月 

【db.e-wlarge64】固定 8vCPU・64GB 台 141,200 円/月 

【db.e-wlarge96】固定 8vCPU・96GB 台 169,500 円/月 

【db.mini】固定 1vCPU・512MB 台 9,600 円/月 

【db.small】固定 1vCPU・1GB 台 15,200 円/月 

【db.smalｌ2】固定 1vCPU・2GB 台 20,700 円/月 

【db.small4】固定 1vCPU・4GB 台 29,000 円/月 

【db.small8】固定 1vCPU・8GB 台 44,400 円/月 

【db.small16】固定 1vCPU・16GB 台 67,000 円/月 

【db.medium】固定 2vCPU・2GB 台 29,000 円/月 

【db.medium4】固定 2vCPU・4GB 台 40,100 円/月 

【db.medium8】固定 2vCPU・8GB 台 55,200 円/月 

【db.medium16】固定 2vCPU・16GB 台 91,200 円/月 

【db.medium24】固定 2vCPU・24GB 台 109,400 円/月 

【db.large】固定 4vCPU・4GB 台 55,200 円/月 

【db.large8】固定 4vCPU・8GB 台 76,000 円/月 

【db.large16】固定 4vCPU・16GB 台 105,000 円/月 

【db.large24】固定 4vCPU・24GB 台 141,100 円/月 

【db.large32】固定 4vCPU・32GB 台 171,200 円/月 

【db.xlarge8】固定 6vCPU・8GB 台 94,800 円/月 
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【db.xlarge16】固定 6vCPU・16GB 台 121,600 円/月 

【db.xlarge24】固定 6vCPU・24GB 台 157,600 円/月 

【db.xlarge32】固定 6vCPU・32GB 台 187,200 円/月 

【db.xlarge48】固定 6vCPU・48GB 台 224,400 円/月 

【db.wlarge16】固定 8vCPU・16GB 台 165,600 円/月 

【db.wlarge24】固定 8vCPU・24GB 台 179,200 円/月 

【db.wlarge32】固定 8vCPU・32GB 台 209,600 円/月 

【db.wlarge48】固定 8vCPU・48GB 台 245,200 円/月 

【db.wlarge64】固定 8vCPU・64GB 台 286,900 円/月 

【db.wlarge96】固定 8vCPU・96GB 台 319,000 円/月 

【db.tlarge32】固定 12vCPU・32GB 台 229,200 円/月 

【db.tlarge48】固定 12vCPU・48GB 台 268,800 円/月 

【db.tlarge64】固定 12vCPU・64GB 台 314,400 円/月 

【db.tlarge96】固定 12vCPU・96GB 台 333,600 円/月 

【db.tlarge128】固定 12vCPU・128GB 台 357,600 円/月 

【db.qlarge64】固定 16vCPU・64GB 台 321,300 円/月 

【db.qlarge96】固定 16vCPU・96GB 台 366,000 円/月 

【db.qlarge128】固定 16vCPU・128GB 台 386,400 円/月 

【db.slarge128】固定 28vCPU・128GB 台 400,800 円/月 

※月額課金の日割り計算は行いません。 

 

（2）【従量課金】ＤＢサーバ費用 

サーバタイプ 単位 料金（税抜） 

【db.e-small】従量 1vCPU・1GB 台 13 円/時 

【db.e-smalｌ2】従量 1vCPU・2GB 台 22 円/時 

【db.e-small4】従量 1vCPU・4GB 台 24 円/時 

【db.e-small8】従量 1vCPU・8GB 台 44 円/時 

【db.e-small16】従量 1vCPU・16GB 台 65 円/時 

【db.e-medium】従量 2vCPU・2GB 台 24 円/時 

【db.e-medium4】従量 2vCPU・4GB 台 37 円/時 

【db.e-medium8】従量 2vCPU・8GB 台 52 円/時 

【db.e-medium16】従量 2vCPU・16GB 台 68 円/時 

【db.e-medium24】従量 2vCPU・24GB 台 82 円/時 

【db.e-large】従量 4vCPU・4GB 台 52 円/時 

【db.e-large8】従量 4vCPU・8GB 台 62 円/時 

【db.e-large16】従量 4vCPU・16GB 台 87 円/時 

【db.e-large24】従量 4vCPU・24GB 台 90 円/時 

【db.e-large32】従量 4vCPU・32GB 台 94 円/時 

【db.e-xlarge8】従量 6vCPU・8GB 台 77 円/時 

【db.e-xlarge16】従量 6vCPU・16GB 台 103 円/時 

【db.e-xlarge24】従量 6vCPU・24GB 台 110 円/時 

【db.e-xlarge32】従量 6vCPU・32GB 台 115 円/時 

【db.e-xlarge48】従量 6vCPU・48GB 台 140 円/時 

【db.e-wlarge16】従量 8vCPU・16GB 台 126 円/時 

【db.e-wlarge24】従量 8vCPU・24GB 台 135 円/時 

【db.e-wlarge32】従量 8vCPU・32GB 台 171 円/時 

【db.e-wlarge48】従量 8vCPU・48GB 台 205 円/時 

【db.e-wlarge64】従量 8vCPU・64GB 台 246 円/時 

【db.e-wlarge96】従量 8vCPU・96GB 台 295 円/時 



 35 

【db.mini】従量 1vCPU・512MB 台 17 円/時 

【db.small】従量 1vCPU・1GB 台 27 円/時 

【db.smalｌ2】従量 1vCPU・2GB 台 36 円/時 

【db.small4】従量 1vCPU・4GB 台 51 円/時 

【db.small8】従量 1vCPU・8GB 台 78 円/時 

【db.small16】従量 1vCPU・16GB 台 117 円/時 

【db.medium】従量 2vCPU・2GB 台 51 円/時 

【db.medium4】従量 2vCPU・4GB 台 70 円/時 

【db.medium8】従量 2vCPU・8GB 台 96 円/時 

【db.medium16】従量 2vCPU・16GB 台 159 円/時 

【db.medium24】従量 2vCPU・24GB 台 190 円/時 

【db.large】従量 4vCPU・4GB 台 96 円/時 

【db.large8】従量 4vCPU・8GB 台 132 円/時 

【db.large16】従量 4vCPU・16GB 台 183 円/時 

【db.large24】従量 4vCPU・24GB 台 245 円/時 

【db.large32】従量 4vCPU・32GB 台 298 円/時 

【db.xlarge8】従量 6vCPU・8GB 台 165 円/時 

【db.xlarge16】従量 6vCPU・16GB 台 212 円/時 

【db.xlarge24】従量 6vCPU・24GB 台 274 円/時 

【db.xlarge32】従量 6vCPU・32GB 台 325 円/時 

【db.xlarge48】従量 6vCPU・48GB 台 390 円/時 

【db.wlarge16】従量 8vCPU・16GB 台 288 円/時 

【db.wlarge24】従量 8vCPU・24GB 台 312 円/時 

【db.wlarge32】従量 8vCPU・32GB 台 364 円/時 

【db.wlarge48】従量 8vCPU・48GB 台 426 円/時 

【db.wlarge64】従量 8vCPU・64GB 台 499 円/時 

【db.wlarge96】従量 8vCPU・96GB 台 554 円/時 

【db.tlarge32】従量 12vCPU・32GB 台 398 円/時 

【db.tlarge48】従量 12vCPU・48GB 台 467 円/時 

【db.tlarge64】従量 12vCPU・64GB 台 546 円/時 

【db.tlarge96】従量 12vCPU・96GB 台 580 円/時 

【db.tlarge128】従量 12vCPU・128GB 台 621 円/時 

【db.qlarge64】従量 16vCPU・64GB 台 558 円/時 

【db.qlarge96】従量 16vCPU・96GB 台 636 円/時 

【db.qlarge128】従量 16vCPU・128GB 台 671 円/時 

【db.slarge128】従量 28vCPU・128GB 台 696 円/時 

 

（3）増設ディスク 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

高速ディスク 50GB 4,500 円/月 8 円/時 

フラッシュドライブ 50GB 24,000 円/月 42 円/時 

標準フラッシュドライブ 50GB 1,500 円/月 3 円/時 

高速フラッシュドライブ 50GB 4,500 円/月 8 円/時 

※増設ディスクは最大 250GB までとなります。 

 

（4）バックアップ 

摘要 単位 料金（税抜） 

自動バックアップ 50GB 550 円/月 
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（5）DBスナップショット 

摘要 単位 料金（税抜） 

DB スナップショット 50GB 550 円/月 

 

 

２－２ DNS 

（1）DNS 

摘要 単位 料金（税抜） 

DNS 10 ﾚｺｰﾄﾞ 500 円/月 

GSLB 

（広域負荷分散） 

重みづけ設定 1 ﾚｺｰﾄﾞ 500 円/月 

フェイルオーバー 1 ﾚｺｰﾄﾞ 1,000 円/月 

レイテンシーベース 1 ﾚｺｰﾄﾞ 500 円/月 

ドメイン取得・転入 ccTLD（JP）ドメイン 1 ﾄﾞﾒｲﾝ 7,500 円/年 

gTLD ドメイン 1 ﾄﾞﾒｲﾝ 3,800 円/年 

※DNS はゾーンごとの設定となります。 

※GSLB（広域負荷分散）は当月内の最大契約数にて月額料金が発生します。 

※ドメイン転入を行う場合は、ドメイン転入完了時に「ドメイン取得・転入」料金が発生します。 

 

 

２－３ ESS 

（1）ESS 

摘要 料金（税抜） 

1 万通/月 まで 3,500 円/月 

3 万通/月 まで 10,000 円/月 

10 万通/月 まで 30,000 円/月 

25 万通/月 まで 70,000 円/月 

50 万通/月 まで 130,000 円/月 

100 万通/月 まで 160,000 円/月 

150 万通/月 まで 190,000 円/月 

200 万通/月 まで 220,000 円/月 

250 万通/月 まで 250,000 円/月 

※ESS の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラ ESS 利用

規約の各条項を準用するものとします。 

 

 

２－４ タイマー 

（1）タイマー 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

タイマー ID 2,000 円/月 

 

 

２－５ Webアプリケーションファイアウォール（Scutum） 

（1）Webアプリケーションファイアウォール（Scutum） 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

低トラフィック 

プラン 

【～500Kbps】 式 98,000 円 29,800 円/月 

【500Kbps～5Mbps】 式 98,000 円 59,800 円/月 

【5Mbps～10Mbps】 式 98,000 円 128,000 円/月 

高トラフィック 【10Mbps～50Mbps】 式 198,000 円 148,000 円/月 
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プラン 【50Mbps～100Mbps】 式 198,000 円 198,000 円/月 

【100Mbps～200Mbps】 式 198,000 円 298,000 円/月 

【200Mbps 超/100Mbps

毎】 

式 198,000 円 100,000 円 

/100Mbps 毎/月 

FQDN 追加/変更

設定 

低トラフィックプラン 

1FQDN 

式 98,000 円 無料 

高トラフィックプラン 

1FQDN 

式 98,000 円 無料 

高トラフィックプラン 

2～10FQDN 追加 

式 198,000 円 無料 

高トラフィックプラン 

11FQDN 以上追加 

1FQDN あたり 

1FQDN 19,800 円 

/１FQDN 毎 

無料 

トラフィックプラン 

変更 

低トラフィックプラン → 

高トラフィックプラン 

式 198,000 円 無料 

高トラフィックプラン → 

高トラフィックプラン 

10FQDN まで 

式 198,000 円 無料 

高トラフィックプラン → 

高トラフィックプラン 

11FQDN 以上 1FQDN

あたり 

1FQDN 19,800 円 

/１FQDN 毎 

無料 

高トラフィックプラン → 

低トラフィックプラン 

1FQDN 98,000 円 無料 

オプション設定 ホスト追加 

SSL/TLS 利用無 

1FQDN 無料 5,000 円/月 

ホスト追加 

SSL/TLS 利用有 

固定 IP アドレス無(SNI) 

1FQDN 無料 5,000 円/月 

ホスト追加 

SSL/TLS 利用有 

固定 IP アドレス有 

1FQDN 無料 10,000 円/月 

月次報告書 1FQDN 無料 20,000 円/月 

キャプチャ認証 ログイン先 3 箇所まで 式 500,000 円 

 

50,000 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約、株式会社セキュアスカイ・テクノロジーが定める SaaS 型 WAF サービス「Scutum」利用

規約および Scutum 利用特約の各条項を準用するものとします。 

※10Mbps 以上であれば、SSL を利用する場合、SSL 利用ホスト追加に係る利用料金が、1FQDN まで基本料金

に含まれます。2FQDN 以上利用する場合は、SSL 利用ホスト追加料金が別途発生します。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※当月の 21 日以降に設定が完了した場合、都度料金は翌々月に請求します。 

※初期設定後に FQDN を追加設定する場合は、「FQDN 追加設定」料金が発生します。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

※200Mbps 以上の場合は、298,000 円に対して 100Mbps 毎に 100,000 円を加算した金額となります。 

※低トラフィックプランは、1FQDN のみ利用可能です。2FQDN ご利用の場合は、2 契約目の追加申込が必要と

なります。 

※高トラフィックプランで 11FQDN 以上を追加／変更する場合は、198,000 円に 10FQDN を超える 1FQDN あた

り 19,800 円を加算した料金が発生します。 



 38 

※11FQDN 以上を利用中に高トラフィックプラン間でトラフィックプランを変更する場合は、198,000 円に

10FQDN を超える 1FQDN あたり 19,800 円（21,384 円）を加算した料金が発生します。 

 

 

２－６ L7ロードバランサー（Ivanti Virtual Traffic Manager） 

（1）L7ロードバランサー（Ivanti Virtual Traffic Manager） 

摘要 料金（税抜） 

600 シリーズ 【10Mbps】 50,600 円/月 

【100Mbps】 73,700 円/月 

【150Mbps】 93,900 円/月 

【300Mbps】 102,000 円/月 

【500Mbps】 118,100 円/月 

【1Gbps】 215,800 円/月 

1000 シリーズ 【10Mbps】 110,000 円/月 

【200Mbps】 161,800 円/月 

【1Gbps】 258,900 円/月 

2000 シリーズ 【1Gbps】 357,400 円/月 

【2Gbps】 518,700 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約、Pulse Secure Virtual Traffic Manager 利用規約、図研ネットウェイブ株式会社が定め

るサポートサービス約款および Pulse Secure 社が定める Eula Agreement の各条項を準用するものとします。 

※利用開始翌月 1 日からの 1 カ月間を最低利用期間とします。 

※料金プランを変更した翌月より、変更後の料金プランが適用されます。 

※上記料金とは別にニフティクラウドのサーバ費用が別途課金されます。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

 

 

２－７ サーバ向けクラウド型セキュリティ（Trend Micro Cloud One - Workload Security） 

（1）サーバ向けクラウド型セキュリティ（Trend Micro Cloud One - Workload Security） 

摘要 単位 料金（税抜） 

サーバ向けクラウド型セキュリティ 

（Trend Micro Cloud One - Workload Security） 

台 20,000 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約および Trend Micro 社が定める Trend Micro License Agreement の各条項を準用する

ものとします。 

※前月 21 日から当月 20 日までを１カ月単位とします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※契約台数を変更した場合は、当月内の最大契約台数にて月額料金が発生します。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

 

 

２－８ ウイルス・スパイウエア対策（ESET Server Security） 

（1）ウイルス・スパイウエア対策（ESET Server Security） 

摘要 単位 料金（税抜） 

ウイルス・スパイウエア対策 

（ESET File Security for ニフクラ） 

台 1,100 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約および ESET 社が定めるソフトウエア使用に関するエンドユーザライセンス契約書の各
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条項を準用するものとします。 

※前月 21 日から当月 20 日までを１カ月単位とします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※契約台数を変更した場合は、当月内の最大契約台数にて月額料金が発生します。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

 

 

２－９ 削除 

 

 

２－１０ バックアップ/セキュリティサービス（Acronis Cyber Protect Cloud） 

（1）バックアップ/セキュリティサービス（Acronis Cyber Protect Cloud） 

摘要 単位 料金（税抜） 

Acronis Cloud プラン Backup 容量 250GB まで 式 5,000 円/月 

Backup 容量 追加（250GB を

超えた場合） 

GB 20 円/月 

ロケーション 

フリープラン 

オンプレミス物理サーバー 台 5,000 円/月 

オンプレミス仮想マシン  台 2,500 円/月 

ニフクラサーバー 台 2,500 円/月 

クライアント OS 台 1,000 円/月 

Acronis Cloud への保存 台 20 円/月 

保存容量課金プラン 基本料金 式 4,000 円/月 

Acronis Cloud 保存容量 

超過料金 

GB 15 円/月 

ローカルストレージ 

利用料金 

GB 10 円/月 

ワークロード 

課金プラン 

オンプレミス物理サーバー 台 4,500 円/月 

オンプレミス仮想マシン 台 2,000 円/月 

ニフクラサーバー 台 2,000 円/月 

クライアント OS 台 800 円/月 

Acronis Cloud 利用料金 GB 15 円/月 

オプション機能 アドバンスドセキュリティ 台 208 円/月 

アドバンスドマネージメント 台 162 円/月 

アドバンスドバックアップ 

（オンプレミス物理サーバー） 

台 2,560 円/月 

アドバンスドバックアップ 

（オンプレミス仮想マシン） 

台 1,180 円/月 

アドバンスドバックアップ 

（ニフクラサーバー） 

台 1,180 円/月 

アドバンスドバックアップ 

（クライアント OS） 

台 256 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約の各条項を準用するものとします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※契約数を変更した場合は、当月内の最大契約数にて月額料金が発生します。 

※毎月月末の 23:59UTC 時点（日本時間翌日 AM8:59）の使用量で請求します。 

※基本料金、超過料金ともに翌々月に請求します。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 
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２－１１ CDNサービス（Fastly） 

 (1)転送量 

Fastly リージョン 転送量 単位 月額課金（税抜） 

Japan/Asia 

～10TB GB 21.33 円/月 

10～50TB GB 15.83 円/月 

50TB～ GB 13.5 円/月 

South Korea 

～10TB GB 21.33 円/月 

10～50TB GB 15.83 円/月 

50TB～ GB 13.5 円/月 

North America 

～10TB GB 13.5 円/月 

10～50TB GB 9 円/月 

50TB～ GB 6.83 円/月 

Europe 

～10TB GB 13.5 円/月 

10～50TB GB 9 円/月 

50TB～ GB 6.83 円/月 

Australia/NZ 

～10TB GB 21.33 円/月 

10～50TB GB 15.83 円/月 

50TB～ GB 13.5 円/月 

Africa 

～10TB GB 31.5 円/月 

10～50TB GB 30 円/月 

50TB～ GB 30 円/月 

India 

～10TB GB 31.5 円/月 

10～50TB GB 30 円/月 

50TB～ GB 30 円/月 

South America 

～10TB GB 21.33 円/月 

10～50TB GB 15.83 円/月 

50TB～ GB 13.5 円/月 

 

 (2)リクエスト数 

Fastly リージョン 単位 月額課金（税抜） 

Japan/Asia /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

South Korea /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

North America /10,000 リクエスト 1.42 円/月 

Europe /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

Australia/NZ /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

Africa /10,000 リクエスト 3 円/月 

India /10,000 リクエスト 3 円/月 

South America /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

 

 (3)オプション料金 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

TLS/SSL

セキュア

接続 

共有証明書 式 50,000 円 10,000 円/月 

共有ワイルドカード証明書 式 50,000 円 27,500 円/月 

証明書のホスティング 式 166,000 円 100,000 円/月 

Fastly 

TLS 

非営利 CA/持込 FQDN 無料 5,000 円/月 

商用 CA FQDN 無料 67,000 円/月 
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※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約および Fastly 社の「Terms of Service」の各条項を準用するものとします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を３カ月（利用開始月含む）とします。 

※ご利用の転送量とリクエスト数を元に従量で課金します。 

※毎月月末の 23:59UTC 時点（日本時間翌日 AM8:59）の使用量で請求します。 

※申込月に限り、基本料金を 3,000 円分まで無償でご利用いただけます。 

※オプション料金は実装した月の翌月から課金開始となります。 

※基本料金、オプション料金ともに翌々月に請求します。ただし、オプション料金の都度料金に関しては、20 日

までに納品した場合、翌月に請求します。 

※本機能のプラン変更／解除を希望する場合は、プラン変更／解除を希望する月の20日までに当社指定の方

法にて手続きすることにより、当該月の末日をもって本機能のプラン変更／解除をできるものとします。 

※オプションサービスの証明書のホスティングの最低利用期間は、実装月の翌月 1 日から 12 カ月間とします。 

※オプションサービスの証明書のホスティングは、契約解除の申請がない場合、契約満了月の翌月 1 日を起算

日として、契約期間を 12 ヵ月間自動更新します。契約期間を自動更新しない場合は、契約満了日の 60 日前か

ら 30 日前までに当社指定の方法にて手続きすることにより、オプションサービスの解除をできるものとします。 

※Fastly TLS（非営利 CA）は、Let's Encrypt 発行の証明書となります。 

 

 

２－１２ ジョブ管理ミドルウェア（Systemwalker Operation Manager） 

（1）ジョブ管理ミドルウェア（Systemwalker Operation Manager） 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

Systemwalker Operation Manager  

Standard Editon 

/2vCPU 無料 １5,000 円/月 

Systemwalker Operation Manager  

Enterprise Editon 

/2vCPU 無料 30,000 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約の各条項を準用するものとします。 

※上記料金は2vCPU分のライセンス料金となります。お客さまのご利用環境に応じた vCPU数分のライセンス数

をお申し込みください。  

※サーバの CPU 数に応じてライセンスが必要です。2vCPU 毎に 1 ライセンスのお申し込みが必要です。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※本機能のプラン変更／解除を希望する場合は、プラン変更／解除を希望する月の20日までに当社指定の方

法にて手続きすることにより、当該月の末日をもって本機能をプラン変更／解除をできるものとします。 

 

 

２－１３ Web改ざん検知（GREDセキュリティサービス） 

（1）Web改ざん検知（GRED セキュリティサービス） 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

ライトプラン ライトプラン A 

解析ページ数：50 

チェック回数：1 回/日 

式 無料 1,000 円/月 

ライトプラン B 

解析ページ数：100 

チェック回数：1 回/日 

式 無料 2,000 円/月 

ライトプラン C 

解析ページ数：300 

チェック回数：1 回/日 

式 無料 5,000 円/月 

ライトプラン D 式 無料 10,000 円/月 
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解析ページ数：1,000 

チェック回数：1 回/日 

パックプラン パック A 

解析ページ数：3,000 

チェック回数：4 回/日 

式 無料 45,000 円/月 

パック B 

解析ページ数：5,000 

チェック回数：4 回/日 

式 無料 60,000 円/月 

パック C 

解析ページ数：10,000 

チェック回数：4 回/日 

式 無料 90,000 円/月 

カスタマイズ 

プラン 

基本 

解析ページ数：1,000URL 

サイト数：1FQDN 

チェック回数：4 回/日 

式 無料 30,000 円/月 

オプション 

1,000URL 追加ライセンス 

式 無料 10,000 円/月 

オプション  

1FQDN 追加ライセンス 

式 無料 10,000 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約、株式会社セキュアブレインが定める『GRED Web 改ざんチェック』利用規約の各条項

を準用するものとします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※料金プラン、ライセンスを変更した翌月より、変更後の料金プランが適用されます。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

 

 

２－１４ mobile backend 

（1）mobile backend 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

Expert

プラン 

スクリプト API コール数 1,000,000 回 

まで、累計処理時間 500,000 秒まで 

式 無料 50,000 円/月 

スクリプト API コール数 

（500,000 回を超えた場合） 

/500,000

回 

1,000 円 無料 

累計処理時間追加分 

（30,000 秒を超えた場合） 

/30,000

秒 

300 円 無料 

※Expert プランではスクリプト API コール数および累計処理時間の利用制限を超えた場合、自動で課金されま

す。 

※月途中でのプラン変更時は、当月内の最上位プランにて月額料金が発生します。 

 

 

２－１５ スクリプト 

（1）スクリプト 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

スクリプト実行回数 /500,000 回 1,000 円/月 

スクリプト処理時間 /30,000 秒 300 円/月 
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２－１６ Webアプリケーションファイアウォール（攻撃遮断くん） 

（1）サーバセキュリティタイプ 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

サーバセキュリティ

タイプ 

ベーシックプラン 台 10,000 円 40,000 円/月 

攻撃ログ表示数追加 10,000 件 無料 5,000 円/月 

 

（2）WEBセキュリティタイプ 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

1FQDN プラン ～500Kbps 式 30,000 円 10,000 円/月 

500Kbps～2Mbps 式 30,000 円 30,000 円/月 

2Mbps～5Mbps 式 30,000 円 50,000 円/月 

5Mbps～10Mbps 式 30,000 円 100,000 円/月 

FQDN無制限プラン ～100Mbps 式 150,000 円 180,000 円/月 

101Mbps～200Mbps 式 220,000 円 340,000 円/月 

201Mbps～300Mbps 式 220,000 円 450,000 円/月 

301Mbps～400Mbps 式 220,000 円 550,000 円/月 

401Mbps～500Mbps 式 220,000 円 600,000 円/月 

501Mbps～1Gbps 式 220,000 円 700,000 円/月 

 

（3）DDoSセキュリティタイプ 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

1FQDN プラン ～500Kbps 式 30,000 円 15,000 円/月 

500Kbps～2Mbps 式 30,000 円 40,000 円/月 

2Mbps～5Mbps 式 30,000 円 60,000 円/月 

5Mbps～10Mbps 式 30,000 円 120,000 円/月 

FQDN無制限プラン ～100Mbps 式 450,000 円 250,000 円/月 

101Mbps～200Mbps 式 450,000 円 450,000 円/月 

201Mbps～300Mbps 式 600,000 円 600,000 円/月 

301Mbps～400Mbps 式 700,000 円 700,000 円/月 

401Mbps～500Mbps 式 800,000 円 800,000 円/月 

501Mbps～1Gbps 式 1,000,000 円 1,000,000 円/月 

 

（4）オプション（WEBセキュリティ/DDoSセキュリティタイプ共通） 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

オプション 月次レポート FQDN 無料 20,000 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約および株式会社サイバーセキュリティクラウドの「攻撃遮断くん」WEB セキュリティタイプ

契約約款、サービスに関する利用規約、サイトに関する利用規約の各条項を準用するものとします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。なお、FQDN

無制限プランのみ、最低利用期間を７カ月（利用開始月含む）とします。 

※当月の 21 日以降に設定が完了した場合、都度料金は翌月に請求します。 

※本機能のプラン変更を行う場合は、プラン変更後の都度料金が発生し、翌月より変更後の料金プランが適用

されます。 

※FQDN の総数が 21 を超過する場合、都度料金については富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が申し込み
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時に算定する料金を適用します。 

※本機能のプラン変更／解除を希望する場合は、プラン変更／解除を希望する月の20日までに当社指定の方

法にて手続きすることにより、当該月の末日をもって本機能をプラン変更／解除をできるものとします。 

 

 

２－１７ CDNサービス（J-Stream CDNext） 

（1）基本料金 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 超過料金 

1,000GB プラン 式 63,800 円 16,500 円/月 19.5 円/GB/月 

5,000GB プラン 式 63,800 円 82,500 円/月 19.5 円/GB/月 

10,000GB プラン 式 63,800 円 135,000 円/月 15 円/GB/月 

20,000GB プラン 式 63,800 円 270,000 円/月 15 円/GB/月 

30,000GB プラン 式 63,800 円 405,000 円/月 15 円/GB/月 

50,000GB プラン 式 63,800 円 675,000 円/月 15 円/GB/月 

 

（2）オプション料金 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

持込証明書（SNI 配信） 式 無料 無料 

ワイルドカード証明書 式 無料 無料 

専用 IP SSL オプション 式 318,800 円 89,200 円/月 

マルチドメイン SSL オプション 式 127,500 円 89,200 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約および株式会社 J ストリームの J ストリームサービス基本規約の各条項を準用するものと

します。 

※当月のデータ転送量が申し込みプランを超過した場合、GB 単位で超過料金が発生します。  

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※当月の 21 日以降に設定が完了した場合、都度料金は翌月に請求します。 

※本機能のプラン変更／解除を希望する場合は、プラン変更／解除を希望する月の当社の第 10 営業日前ま

でに当社指定の方法にて手続きすることにより、当該月の末日をもって本機能をプラン変更／解除をできるもの

とします。 

※基本料金、オプション料金ともに翌々月に請求します。 

 

 

２－１８ サーバー証明書（セコムパスポート for Web） 

（1）サーバー証明書（セコムパスポート for Web） 

摘要 単位 都度料金（税抜） 

セコムパスポート for Web SR3.0 6 カ月 FQDN 42,900 円 

1 年 FQDN 55,000 円 

セコムパスポート for Web EV2.0 1 年 FQDN 130,000 円 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約およびセコムトラストシステムズ株式会社のセコムパスポート for Web SR3.0 利用規約、

セコムパスポート for Web EV2.0 利用規約の各条項を準用するものとします。 

※当月の 21 日以降に納品が完了した場合、都度料金は翌月に請求します。 
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３北米リージョン（エンジニアリングパーツ／ソリューションサービス以外） 

  
（1）【月額課金】サーバ費用 

サーバタイプ 単位 料金（税抜） 

【c-small】固定 1vCPU・1GB 台 2,600 円/月 

【c-smalｌ2】固定 1vCPU・2GB 台 4,300 円/月 

【c-small4】固定 1vCPU・4GB 台 6,000 円/月 

【c-medium】固定 2vCPU・2GB 台 6,000 円/月 

【c-medium4】固定 2vCPU・4GB 台 8,000 円/月 

【c-medium8】固定 2vCPU・8GB 台 14,000 円/月 

【c-large】固定 4vCPU・4GB 台 14,000 円/月 

【c-large8】固定 4vCPU・8GB 台 22,000 円/月 

【e-mini】固定 1vCPU・512MB 台 2,210 円/月 

【e-small】固定 1vCPU・1GB 台 5,200 円/月 

【e-smalｌ2】固定 1vCPU・2GB 台 8,700 円/月 

【e-small4】固定 1vCPU・4GB 台 9,500 円/月 

【e-small8】固定 1vCPU・8GB 台 17,500 円/月 

【e-small16】固定 1vCPU・16GB 台 26,200 円/月 

【e-medium】固定 2vCPU・2GB 台 9,500 円/月 

【e-medium4】固定 2vCPU・4GB 台 15,000 円/月 

【e-medium8】固定 2vCPU・8GB 台 21,000 円/月 

【e-medium16】固定 2vCPU・16GB 台 27,500 円/月 

【e-medium24】固定 2vCPU・24GB 台 32,900 円/月 

【e-large】固定 4vCPU・4GB 台 21,000 円/月 

【e-large8】固定 4vCPU・8GB 台 25,000 円/月 

【e-large16】固定 4vCPU・16GB 台 35,000 円/月 

【e-large24】固定 4vCPU・24GB 台 36,300 円/月 

【e-large32】固定 4vCPU・32GB 台 38,000 円/月 

【e-xlarge8】固定 6vCPU・8GB 台 31,000 円/月 

【e-xlarge16】固定 6vCPU・16GB 台 41,500 円/月 

【e-xlarge24】固定 6vCPU・24GB 台 44,500 円/月 

【e-xlarge32】固定 6vCPU・32GB 台 46,600 円/月 

【e-xlarge48】固定 6vCPU・48GB 台 56,500 円/月 

【e-wlarge16】固定 8vCPU・16GB 台 51,000 円/月 

【e-wlarge24】固定 8vCPU・24GB 台 54,600 円/月 

【e-wlarge32】固定 8vCPU・32GB 台 69,000 円/月 

【e-wlarge48】固定 8vCPU・48GB 台 82,800 円/月 

【e-wlarge64】固定 8vCPU・64GB 台 99,400 円/月 

【e-wlarge96】固定 8vCPU・96GB 台 119,300 円/月 

【h2-mini】固定 1vCPU・512MB 台 3,360 円/月 

【h2-small】固定 1vCPU・1GB 台 8,890 円/月 

【h2-small2】固定 1vCPU・2GB 台 12,090 円/月 

【h2-small4】固定 1vCPU・4GB 台 16,940 円/月 

【h2-small8】固定 1vCPU・8GB 台 25,900 円/月 

【h2-small16】固定 1vCPU・16GB 台 39,060 円/月 

【h2-medium】固定 2vCPU・2GB 台 16,940 円/月 

【h2-medium4】固定 2vCPU・4GB 台 23,380 円/月 

【h2-medium8】固定 2vCPU・8GB 台 32,200 円/月 
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【h2-medium16】固定 2vCPU・16GB 台 53,200 円/月 

【h2-medium24】固定 2vCPU・24GB 台 63,770 円/月 

【h2-large】固定 4vCPU・4GB 台 32,200 円/月 

【h2-large8】固定 4vCPU・8GB 台 44,350 円/月 

【h2-large16】固定 4vCPU・16GB 台 61,280 円/月 

【h2-large24】固定 4vCPU・24GB 台 82,320 円/月 

【h2-large32】固定 4vCPU・32GB 台 99,890 円/月 

【h2-xlarge8】固定 6vCPU・8GB 台 55,300 円/月 

【h2-xlarge16】固定 6vCPU・16GB 台 70,980 円/月 

【h2-xlarge24】固定 6vCPU・24GB 台 91,980 円/月 

【h2-xlarge32】固定 6vCPU・32GB 台 109,200 円/月 

【h2-xlarge48】固定 6vCPU・48GB 台 130,900 円/月 

【h2-wlarge16】固定 8vCPU・16GB 台 96,600 円/月 

【h2-wlarge24】固定 8vCPU・24GB 台 104,510 円/月 

【h2-wlarge32】固定 8vCPU・32GB 台 122,290 円/月 

【h2-wlarge48】固定 8vCPU・48GB 台 143,080 円/月 

【h2-wlarge64】固定 8vCPU・64GB 台 167,370 円/月 

【h2-wlarge96】固定 8vCPU・96GB 台 186,060 円/月 

【h2-tlarge32】固定 12vCPU・32GB 台 133,700 円/月 

【h2-tlarge48】固定 12vCPU・48GB 台 156,800 円/月 

【h2-tlarge64】固定 12vCPU・64GB 台 183,400 円/月 

【h2-tlarge96】固定 12vCPU・96GB 台 194,600 円/月 

【h2-tlarge128】固定 12vCPU・128GB 台 208,600 円/月 

【h2-qlarge64】固定 16vCPU・64GB 台 187,390 円/月 

【h2-qlarge96】固定 16vCPU・96GB 台 213,500 円/月 

【h2-qlarge128】固定 16vCPU・128GB 台 225,400 円/月 

【h2-qlarge256】固定 16vCPU・256GB 台 270,200 円/月 

【h2-slarge128】固定 28vCPU・128GB 台 233,800 円/月 

【h2-slarge256】固定 28vCPU・256GB 台 283,500 円/月 

【h2-olarge256】固定 32vCPU・256GB 台 304,500 円/月 

【h2-olarge384】固定 32vCPU・384GB 台 415,100 円/月 

【h2-olarge512】固定 32vCPU・512GB 台 542,500 円/月 

【mini】固定 1vCPU・512MB 台 4,800 円/月 

【small】固定 1vCPU・1GB 台 12,700 円/月 

【smalｌ2】固定 1vCPU・2GB 台 17,280 円/月 

【small4】固定 1vCPU・4GB 台 24,200 円/月 

【small8】固定 1vCPU・8GB 台 37,000 円/月 

【small16】固定 1vCPU・16GB 台 55,800 円/月 

【medium】固定 2vCPU・2GB 台 24,200 円/月 

【medium4】固定 2vCPU・4GB 台 33,400 円/月 

【medium8】固定 2vCPU・8GB 台 46,000 円/月 

【medium16】固定 2vCPU・16GB 台 76,000 円/月 

【medium24】固定 2vCPU・24GB 台 91,100 円/月 

【large】固定 4vCPU・4GB 台 46,000 円/月 

【large8】固定 4vCPU・8GB 台 63,360 円/月 

【large16】固定 4vCPU・16GB 台 87,550 円/月 

【large24】固定 4vCPU・24GB 台 117,600 円/月 

【large32】固定 4vCPU・32GB 台 142,700 円/月 

【xlarge8】固定 6vCPU・8GB 台 79,000 円/月 
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【xlarge16】固定 6vCPU・16GB 台 101,400 円/月 

【xlarge24】固定 6vCPU・24GB 台 131,400 円/月 

【xlarge32】固定 6vCPU・32GB 台 156,000 円/月 

【xlarge48】固定 6vCPU・48GB 台 187,000 円/月 

【wlarge16】固定 8vCPU・16GB 台 138,000 円/月 

【wlarge24】固定 8vCPU・24GB 台 149,300 円/月 

【wlarge32】固定 8vCPU・32GB 台 174,700 円/月 

【wlarge48】固定 8vCPU・48GB 台 204,400 円/月 

【wlarge64】固定 8vCPU・64GB 台 239,100 円/月 

【wlarge96】固定 8vCPU・96GB 台 265,800 円/月 

※月額課金の日割計算は行いません。 

 

（2）【従量課金】サーバ費用 

サーバタイプ 単位 
料金（税抜） 

起動中 停止時 

【c-small】従量 1vCPU・1GB 台 5 円/時 3 円/時 

【c-smalｌ2】従量 1vCPU・2GB 台 8 円/時 4 円/時 

【c-small4】従量 1vCPU・4GB 台 11 円/時 4 円/時 

【c-medium】従量 2vCPU・2GB 台 11 円/時 4 円/時 

【c-medium4】従量 2vCPU・4GB 台 14 円/時 4 円/時 

【c-medium8】従量 2vCPU・8GB 台 25 円/時 5 円/時 

【c-large】従量 4vCPU・4GB 台 25 円/時 5 円/時 

【c-large8】従量 4vCPU・8GB 台 39 円/時 6 円/時 

【e-mini】従量 1vCPU・512MB 台 4 円/時 3 円/時 

【e-small】従量 1vCPU・1GB 台 9 円/時 5 円/時 

【e-smalｌ2】従量 1vCPU・2GB 台 15 円/時 5 円/時 

【e-small4】従量 1vCPU・4GB 台 16 円/時 5 円/時 

【e-small8】従量 1vCPU・8GB 台 31 円/時 6 円/時 

【e-small16】従量 1vCPU・16GB 台 46 円/時 7 円/時 

【e-medium】従量 2vCPU・2GB 台 16 円/時 5 円/時 

【e-medium4】従量 2vCPU・4GB 台 26 円/時 6 円/時 

【e-medium8】従量 2vCPU・8GB 台 37 円/時 7 円/時 

【e-medium16】従量 2vCPU・16GB 台 48 円/時 7 円/時 

【e-medium24】従量 2vCPU・24GB 台 58 円/時 8 円/時 

【e-large】従量 4vCPU・4GB 台 37 円/時 7 円/時 

【e-large8】従量 4vCPU・8GB 台 43 円/時 7 円/時 

【e-large16】従量 4vCPU・16GB 台 61 円/時 8 円/時 

【e-large24】従量 4vCPU・24GB 台 63 円/時 8 円/時 

【e-large32】従量 4vCPU・32GB 台 66 円/時 8 円/時 

【e-xlarge8】従量 6vCPU・8GB 台 54 円/時 8 円/時 

【e-xlarge16】従量 6vCPU・16GB 台 73 円/時 10 円/時 

【e-xlarge24】従量 6vCPU・24GB 台 78 円/時 10 円/時 

【e-xlarge32】従量 6vCPU・32GB 台 81 円/時 10 円/時 

【e-xlarge48】従量 6vCPU・48GB 台 99 円/時 11 円/時 

【e-wlarge16】従量 8vCPU・16GB 台 89 円/時 10 円/時 

【e-wlarge24】従量 8vCPU・24GB 台 95 円/時 10 円/時 

【e-wlarge32】従量 8vCPU・32GB 台 120 円/時 10 円/時 

【e-wlarge48】従量 8vCPU・48GB 台 144 円/時 11 円/時 

【e-wlarge64】従量 8vCPU・64GB 台 173 円/時 11 円/時 
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【e-wlarge96】従量 8vCPU・96GB 台 208 円/時 12 円/時 

【h2-mini】従量 1vCPU・512MB 台 4 円/時 3 円/時 

【h2-small】従量 1vCPU・1GB 台 15 円/時 3 円/時 

【h2-small2】従量 1vCPU・2GB 台 21 円/時 4 円/時 

【h2-small4】従量 1vCPU・4GB 台 29 円/時 4 円/時 

【h2-small8】従量 1vCPU・8GB 台 46 円/時 5 円/時 

【h2-small16】従量 1vCPU・16GB 台 67 円/時 7 円/時 

【h2-medium】従量 2vCPU・2GB 台 29 円/時 4 円/時 

【h2-medium4】従量 2vCPU・4GB 台 40 円/時 5 円/時 

【h2-medium8】従量 2vCPU・8GB 台 56 円/時 7 円/時 

【 h2-medium16 】 従

量 
2vCPU・16GB 

台 
92 円/時 7 円/時 

【 h2-medium24 】 従

量 
2vCPU・24GB 

台 
111 円/時 8 円/時 

【h2-large】従量 4vCPU・4GB 台 56 円/時 7 円/時 

【h2-large8】従量 4vCPU・8GB 台 77 円/時 7 円/時 

【h2-large16】従量 4vCPU・16GB 台 106 円/時 8 円/時 

【h2-large24】従量 4vCPU・24GB 台 142 円/時 9 円/時 

【h2-large32】従量 4vCPU・32GB 台 173 円/時 9 円/時 

【h2-xlarge8】従量 6vCPU・8GB 台 96 円/時 8 円/時 

【h2-xlarge16】従量 6vCPU・16GB 台 128 円/時 9 円/時 

【h2-xlarge24】従量 6vCPU・24GB 台 158 円/時 9 円/時 

【h2-xlarge32】従量 6vCPU・32GB 台 198 円/時 10 円/時 

【h2-xlarge48】従量 6vCPU・48GB 台 227 円/時 13 円/時 

【h2-wlarge16】従量 8vCPU・16GB 台 168 円/時 10 円/時 

【h2-wlarge24】従量 8vCPU・24GB 台 182 円/時 10 円/時 

【h2-wlarge32】従量 8vCPU・32GB 台 212 円/時 11 円/時 

【h2-wlarge48】従量 8vCPU・48GB 台 249 円/時 14 円/時 

【h2-wlarge64】従量 8vCPU・64GB 台 291 円/時 16 円/時 

【h2-wlarge96】従量 8vCPU・96GB 台 323 円/時 16 円/時 

【h2-tlarge32】従量 12vCPU・32GB 台 223 円/時 13 円/時 

【h2-tlarge48】従量 12vCPU・48GB 台 261 円/時 16 円/時 

【h2-tlarge64】従量 12vCPU・64GB 台 305 円/時 16 円/時 

【h2-tlarge96】従量 12vCPU・96GB 台 338 円/時 16 円/時 

【h2-tlarge128】従量 12vCPU・128GB 台 362 円/時 17 円/時 

【h2-qlarge64】従量 16vCPU・64GB 台 324 円/時 16 円/時 

【h2-qlarge96】従量 16vCPU・96GB 台 371 円/時 21 円/時 

【 h2-qlarge128 】 従

量 
16vCPU・128GB 

台 
391 円/時 21 円/時 

【 h2-qlarge256 】 従

量 
16vCPU・256GB 

台 
469 円/時 25 円/時 

【h2-slarge128】従量 28vCPU・128GB 台 406 円/時 25 円/時 

【h2-slarge256】従量 28vCPU・256GB 台 492 円/時 25 円/時 

【 h2-olarge256 】 従

量 
32vCPU・256GB 

台 
528 円/時 26 円/時 

【 h2-olarge384 】 従

量 
32vCPU・384GB 

台 
721 円/時 28 円/時 

【 h2-olarge512 】 従

量 
32vCPU・512GB 

台 
942 円/時 32 円/時 



 49 

【mini】従量 1vCPU・512MB 台 7 円/時 5 円/時 

【small】従量 1vCPU・1GB 台 22 円/時 5 円/時 

【smalｌ2】従量 1vCPU・2GB 台 30 円/時 6 円/時 

【small4】従量 1vCPU・4GB 台 42 円/時 7 円/時 

【small8】従量 1vCPU・8GB 台 66 円/時 8 円/時 

【small16】従量 1vCPU・16GB 台 97 円/時 10 円/時 

【medium】従量 2vCPU・2GB 台 42 円/時 7 円/時 

【medium4】従量 2vCPU・4GB 台 58 円/時 8 円/時 

【medium8】従量 2vCPU・8GB 台 80 円/時 10 円/時 

【medium16】従量 2vCPU・16GB 台 132 円/時 11 円/時 

【medium24】従量 2vCPU・24GB 台 159 円/時 12 円/時 

【large】従量 4vCPU・4GB 台 80 円/時 10 円/時 

【large8】従量 4vCPU・8GB 台 110 円/時 11 円/時 

【large16】従量 4vCPU・16GB 台 152 円/時 12 円/時 

【large24】従量 4vCPU・24GB 台 204 円/時 13 円/時 

【large32】従量 4vCPU・32GB 台 248 円/時 14 円/時 

【xlarge8】従量 6vCPU・8GB 台 138 円/時 12 円/時 

【xlarge16】従量 6vCPU・16GB 台 184 円/時 13 円/時 

【xlarge24】従量 6vCPU・24GB 台 226 円/時 14 円/時 

【xlarge32】従量 6vCPU・32GB 台 284 円/時 15 円/時 

【xlarge48】従量 6vCPU・48GB 台 325 円/時 19 円/時 

【wlarge16】従量 8vCPU・16GB 台 240 円/時 15 円/時 

【wlarge24】従量 8vCPU・24GB 台 260 円/時 15 円/時 

【wlarge32】従量 8vCPU・32GB 台 303 円/時 17 円/時 

【wlarge48】従量 8vCPU・48GB 台 356 円/時 20 円/時 

【wlarge64】従量 8vCPU・64GB 台 416 円/時 23 円/時 

【wlarge96】従量 8vCPU・96GB 台 462 円/時 24 円/時 

※サーバは従量課金となり１時間単位で課金対象となります。 

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

 

（3）サービス管理 

摘要 料金（税抜） 

コントロールパネル 無料 

ニフクラＡＰＩ 無料 

コンソール 無料 

 

（4）OS利用料金 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

CentOS 式 無料 無料 

Red Hat Enterprise Linux  

（サブスクリプション付き） 

6vCPU 未満 式 6,700 円/月 12 円/時 

6vCPU 以上 式 14,700 円/月 25 円/時 

Red Hat Enterprise Linux （Cloud Access） 式 無料 無料 

Ubuntu 式 無料 無料 

Microsoft Windows Server vCPU 3,800 円/月 7 円/時 

※Red Hat Enterprise Linux の利用に関しては、この規約以外に、Red Hat 社が定める RED HAT SOFTWARE 

SUBSCRIPTION AGREEMENT (FOR END USERS IN THE CLOUD)の各条項を準用するものとします。 

※マイクロソフトソフトウエア製品の利用に関しては、この規約以外に、マイクロソフト社が定めるエンドユーザー

ライセンス条項の各条項を準用するものとします。 
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※Red Hat Enterprise Linux（Cloud Access）は、VM インポートでのみご利用いただけます。 

 

（5）グローバル IPアドレス 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

固定 IP 台 無料 無料 

IP アドレスを利用しない※サーバ利用料金から減額 台 -500 円/月 -0.6 円/時 

DNS 逆引き設定 台 無料 無料 

※サーバ作成時の初期設定では、「固定グローバル IP」の設定が有効になっています。  

※「固定グローバル IP」の設定を外してサーバをご利用いただくと、「減額オプション」が適用されます。（サーバ

の起動中・停止中にかかわらず適用されます。） 

※DNS の逆引き設定は、別途、設定・解約申請が必要となります。 

 

（6）付替 IP購入管理費 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

付替 IP 購入管理費 IP 500 円/月 

※プライベート側、グローバル側それぞれゾーンごとに 5 個までとなります。 

 

（7）イメージ化料金 

摘要 都度料金（税抜） 

イメージ化 無料 

イメージ配布 無料 

イメージ再配布防止機能 無料 

※イメージ化には、（7）イメージ化料金+（8）イメージ保守料金（月額）がかかります。 

 

（8）イメージ保守料金 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

Linux 系 OS 

CentOS、Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux ほか 

イメージ 1,200 円/月 （従量プランなし） 

Windows 系 OS 

Microsoft Windows Server ほか 

イメージ 1,600 円/月 （従量プランなし） 

増設ディスク 100GB 2,000 円/月 （従量プランなし） 

※VM インポートやパブリックイメージから作成されたサーバをイメージ化する場合も、上記の料金がかかります。 

 

（9）オートスケール 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

オートスケール 設定 無料 （従量プランなし） 

※オートスケールの利用には別途カスタマイズイメージが必要です。 

また、スケールアウトサーバの利用料金として、最低 1 台以上のサーバと OS 利用料金が必要になります。 

 

（10）サーバコピー 

摘要 都度料金（税抜） 

サーバコピー 無料 

 

（11）VMインポート 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 
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VM インポート 式 無料 無料 

VM インポート超過ディスク 100GB 5,000 円/月 8 円/時 

※Windows Server 2003 をインポートする場合、Microsoft Windows Server 2008 R2（64bit）と同様の（4）OS 利用

料金が必要になります。  

※VM イメージをインポートする際に選択したサーバの利用料金（月額・従量）が必要になります。  

※インポートする VM イメージのローカルディスクサイズが、基本ディスク容量（Linux:30GB、Windows:80GB）を

超過した場合、100GB 単位で超過ディスク料金が発生します。  

※サーバの料金プランに付随して、月額・従量のプランが決定します。  

※オートスケール時は、超過ディスクの料金を含めたサーバ料金を従量で課金します。 

※Red Hat Enterprise LinuxサブスクリプションのOSイメージをインポートする場合、Red Hat Cloud Accessに登

録する必要があります。 

 

（12）増設ディスク 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

高速ディスク［A/B］ 100GB 5,000 円/月 8 円/時 

※100GB あたりの月額課金となります（例えば、200GB のディスクを 3 台作成した場合、200GB*3 台=600GB 分

の料金がかかります）。 

 

（13）ネットワーク転送量 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

プライベート側通信 GB 無料 無料 

グローバル側通信 GB （月額プランなし） 15 円/GB 

 

（14）ロードバランサー 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

10Mbps 式 10,000 円/月 17 円/時 

20Mbps 式 20,000 円/月 34 円/時 

30Mbps 式 30,000 円/月 51 円/時 

40Mbps 式 40,000 円/月 68 円/時 

100Mbps 式 78,000 円/月 120 円/時 

200Mbps 式 152,000 円/月 230 円/時 

300Mbps 式 222,000 円/月 340 円/時 

400Mbps 式 288,000 円/月 450 円/時 

オプション設定 

SSL アクセラレーター ポート 無料 無料 

Sorry ページ ポート 無料 （従量プランなし） 

セッション固定 ポート （月額プランなし） 無料 

※ロードバランサー1 つにつき、ポートを 3 つまで指定可能です。 

 

（15）マルチアカウント 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

マルチアカウント 設定 無料 無料 

 

（16）ファイアウォール 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

 基本料金 式 無料 無料 
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オプション 
ログのフィルタ機能 式 無料 無料 

ログ取得（1,000 件→100,000 件） 式 1,000 円/月 （従量プランなし） 

 

（17）SSL証明書発行 

SSL 証明書 有効期間 
インストール可能

なサーバ数 
都度料金（税抜） 

サイバートラスト株式会社 

6 カ月 1 台 50,000 円/台 

無制限 100,000 円 

1 年 1 台 75,000 円/台 

無制限 150,000 円 

2 年 1 台 138,000 円/台 

無制限 276,000 円 

日本ジオトラスト株式会社 1 年 無制限 100 円/日 

日本ジオトラスト株式会社 

クイック ＳＳＬ プレミアムワイルドカード 

1 年 無制限 400 円/日 

※証明書の発行は、一括支払いとなります。月額課金および従量課金プランはございません。  

 

（18）監視 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

基本監視 台 無料 無料 

パフォーマンスチャート 台 無料 無料 

障害・お知らせ通知 台 無料 無料 

 

（19）ライセンスが必要な機能 

摘要 単位 都度料金（税抜） 

Oracle 製品利用設定 台 30,000 円/件 

※上記料金はサーバ 1 台あたりの料金です、サーバ複数台設定の場合は、サーバ台数分の料金が必要です。 

 

（20）プライベート LAN 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

プライベート LAN NW 5,000 円/月 9 円/時 

 

（21）ルーター 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

router.small（10 ルール） 式 12,000 円/月 20 円/時 

router.medium（30 ルール） 式 19,000 円/月 32 円/時 

router.large（80 ルール） 式 33,000 円/月 55 円/時 

 

（22）拠点間 VPNゲートウェイ 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

vpngw.small（1 拠点） 式 12,000 円/月 20 円/時 

vpngw.medium（10 拠点） 式 19,000 円/月 32 円/時 

vpngw.large（50 拠点） 式 33,000 円/月 55 円/時 

 

（23）利用状況 
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摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

料金明細サービス 件 無料 （従量プランなし） 

 

（24）リージョン／ゾーン選択 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

リージョン設定 設定 無料 無料 

ゾーン設定 設定 無料 無料 

 

（25）ワンデイスナップショット 

摘要 都度料金（税抜） 

ワンデイスナップショット 100 円/回 

※作成可能な世代数は１となります。 

※保持期限は作成から 24 時間、または作成後の更新差分が 20GB に達するまでとなります。保存期限の経過

後、スナップショットは自動削除されます。 

 

（26）有人監視 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

有人監視 基本料金 台 8,000 円/月 

 

（27）マルチロードバランサー 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

10Mbps 式 3,800 円/月 6 円/時 

20Mbps 式 7,600 円/月 12 円/時 

30Mbps 式 11,400 円/月 18 円/時 

40Mbps 式 15,200 円/月 24 円/時 

100Mbps 式 38,000 円/月 60 円/時 

200Mbps 式 76,000 円/月 120 円/時 

300Mbps 式 114,000 円/月 180 円/時 

400Mbps 式 152,000 円/月 240 円/時 

500Mbps 式 190,000 円/月 300 円/時 

 

（28）追加 NIC 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

追加 NIC 台 300 円/月 

 

（29）リモートアクセス VPN ゲートウェイ 

摘要 単位 
料金（税抜） 

月額課金 従量課金 

ravgw.small 式 9,800 円/月 18 円/時 

ravgw.medium 式 18,000 円/月 33 円/時 

ravgw.large 式 59,000 円/月 106 円/時 
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４北米リージョン（エンジニアリングパーツ／ソリューションサービス） 
 

４－１ タイマー 

（1）タイマー 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

タイマー ID 2,000 円/月 

 

 

４－２ L7ロードバランサー（Ivanti Virtual Traffic Manager） 

（1）L7ロードバランサー（Ivanti Virtual Traffic Manager） 

摘要 料金（税抜） 

600 シリーズ 【10Mbps】 50,600 円/月 

【100Mbps】 73,700 円/月 

【150Mbps】 93,900 円/月 

【300Mbps】 102,000 円/月 

【500Mbps】 118,100 円/月 

【1Gbps】 215,800 円/月 

1000 シリーズ 【10Mbps】 110,000 円/月 

【200Mbps】 161,800 円/月 

【1Gbps】 258,900 円/月 

2000 シリーズ 【1Gbps】 357,400 円/月 

【2Gbps】 518,700 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約、Pulse Secure Virtual Traffic Manager 利用規約、図研ネットウェイブ株式会社が定め

るサポートサービス約款および Pulse Secure 社が定める Eula Agreement の各条項を準用するものとします。 

※利用開始翌月 1 日からの 1 カ月間を最低利用期間とします。 

※料金プランを変更した翌月より、変更後の料金プランが適用されます。 

※上記料金とは別にニフティクラウドのサーバ費用が別途課金されます。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

 

 

４－３ サーバ向けクラウド型セキュリティ（Trend Micro Cloud One - Workload Security） 

（1）サーバ向けクラウド型セキュリティ（Trend Micro Cloud One - Workload Security） 

摘要 単位 料金（税抜） 

サーバ向けクラウド型セキュリティ 

（Trend Micro Cloud One - Workload Security） 

台 20,000 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約および Trend Micro 社が定める Trend Micro License Agreement の各条項を準用する

ものとします。 

※前月 21 日から当月 20 日までを１カ月単位とします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※契約台数を変更した場合は、当月内の最大契約台数にて月額料金が発生します。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

 

 

４－４ ウイルス・スパイウエア対策（ESET Server Security） 

（1）ウイルス・スパイウエア対策（ESET Server Security） 

摘要 単位 料金（税抜） 
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ウイルス・スパイウエア対策 

（ESET File Security for ニフクラ） 

台 1,100 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約および ESET 社が定めるソフトウエア使用に関するエンドユーザライセンス契約書の各

条項を準用するものとします。 

※前月 21 日から当月 20 日までを１カ月単位とします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※契約台数を変更した場合は、当月内の最大契約台数にて月額料金が発生します。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

 

 

４－５ 削除 

 

 

４－６ バックアップ/セキュリティサービス（Acronis Cyber Protect Cloud） 

（1）バックアップ/セキュリティサービス（Acronis Cyber Protect Cloud） 

摘要 単位 料金（税抜） 

Acronis Cloud プラン Backup 容量 250GB まで 式 5,000 円/月 

Backup 容量 追加（250GB を

超えた場合） 

GB 20 円/月 

ロケーション 

フリープラン 

オンプレミス物理サーバー 台 5,000 円/月 

オンプレミス仮想マシン  台 2,500 円/月 

ニフティクラウドサーバー 台 2,500 円/月 

クライアント OS 台 1,000 円/月 

Acronis Cloud への保存 台 20 円/月 

保存容量課金プラン 基本料金 式 4,000 円/月 

Acronis Cloud 保存容量 

超過料金 

GB 15 円/月 

ローカルストレージ 

利用料金 

GB 10 円/月 

ワークロード 

課金プラン 

オンプレミス物理サーバー 台 4,500 円/月 

オンプレミス仮想マシン 台 2,000 円/月 

ニフクラサーバー 台 2,000 円/月 

クライアント OS 台 800 円/月 

Acronis Cloud 利用料金 GB 15 円/月 

オプション機能 アドバンスドセキュリティ 台 208 円/月 

アドバンスドマネージメント 台 162 円/月 

アドバンスドバックアップ 

（オンプレミス物理サーバー） 

台 2,560 円/月 

アドバンスドバックアップ 

（オンプレミス仮想マシン） 

台 1,180 円/月 

アドバンスドバックアップ 

（ニフクラサーバー） 

台 1,180 円/月 

アドバンスドバックアップ 

（クライアント OS） 

台 256 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約の各条項を準用するものとします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を２カ月（利用開始月含む）とします。 

※契約数を変更した場合は、当月内の最大契約数にて月額料金が発生します。 
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※毎月月末の 23:59UTC 時点（日本時間翌日 AM8:59）の使用量で請求します。 

※基本料金、超過料金ともに翌々月に請求します。 

※本機能の解除を希望する場合は、解除を希望する月の 20 日までに当社指定の方法にて手続きすることによ

り、当該月の末日をもって本機能を解除できるものとします。 

 

 

４－７ CDNサービス（Fastly） 

(1)転送量 

Fastly リージョン 転送量 単位 月額課金（税抜） 

Japan/Asia 

～10TB GB 21.33 円/月 

10～50TB GB 15.83 円/月 

50TB～ GB 13.5 円/月 

South Korea 

～10TB GB 21.33 円/月 

10～50TB GB 15.83 円/月 

50TB～ GB 13.5 円/月 

North America 

～10TB GB 13.5 円/月 

10～50TB GB 9 円/月 

50TB～ GB 6.83 円/月 

Europe 

～10TB GB 13.5 円/月 

10～50TB GB 9 円/月 

50TB～ GB 6.83 円/月 

Australia/NZ 

～10TB GB 21.33 円/月 

10～50TB GB 15.83 円/月 

50TB～ GB 13.5 円/月 

Africa 

～10TB GB 31.5 円/月 

10～50TB GB 30 円/月 

50TB～ GB 30 円/月 

India 

～10TB GB 31.5 円/月 

10～50TB GB 30 円/月 

50TB～ GB 30 円/月 

South America 

～10TB GB 21.33 円/月 

10～50TB GB 15.83 円/月 

50TB～ GB 13.5 円/月 

 

 (2)リクエスト数 

Fastly リージョン 単位 月額課金（税抜） 

Japan/Asia /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

South Korea /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

North America /10,000 リクエスト 1.42 円/月 

Europe /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

Australia/NZ /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

Brazil /10,000 リクエスト 3 円/月 

South Africa /10,000 リクエスト 3 円/月 

India /10,000 リクエスト 3 円/月 

South America /10,000 リクエスト 1.67 円/月 

 

 (3)オプション料金 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 
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TLS/SSL

セキュア

接続 

共有証明書 式 50,000 円 10,000 円 

共有ワイルドカード証明書 式 50,000 円 27,500 円 

証明書のホスティング 式 166,000 円 100,000 円 

Fastly 

TLS 

非営利 CA/持込 FQDN 無料 5,000 円/月 

商用 CA FQDN 無料 67,000 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約および Fastly 社の「Terms of Service」の各条項を準用するものとします。 

※利用開始月の翌月から月額課金が発生し、最低利用期間を３カ月（利用開始月含む）とします。 

※ご利用の転送量とリクエスト数を元に従量で課金します。 

※毎月月末の 23:59UTC 時点（日本時間翌日 AM8:59）の使用量で請求します。 

※申込月に限り、基本料金を 3,000 円分まで無償でご利用いただけます。 

※オプション料金は実装した月の翌月から課金開始となります。 

※基本料金、オプション料金ともに翌々月に請求します。ただし、オプション料金の都度料金に関しては、20 日

までに納品した場合、翌月に請求します。 

※本機能のプラン変更／解除を希望する場合は、プラン変更／解除を希望する月の20日までに当社指定の方

法にて手続きすることにより、当該月の末日をもって本機能のプラン変更／解除をできるものとします。 

※オプションサービスの証明書のホスティングの最低利用期間は、実装月の翌月 1 日から 12 カ月間とします。 

※オプションサービスの証明書のホスティングは、契約解除の申請がない場合、契約満了月の翌月 1 日を起算

日として、契約期間を 12 ヵ月間自動更新します。契約期間を自動更新しない場合は、契約満了日の 60 日前か

ら 30 日前までに当社指定の方法にて手続きすることにより、オプションサービスの解除をできるものとします。 

※Fastly TLS（非営利 CA）は、Let's Encrypt 発行の証明書となります。 

 

 

４－８ mobile backend 

（1）Mobile backend 

摘要 単位 
料金（税抜） 

都度料金 月額課金 

Expert

プラン 

スクリプト API コール数 1,000,000 回 

まで、累計処理時間 500,000 秒まで 

式 無料 50,000 円/月 

スクリプト API コール数 

（500,000 回を超えた場合） 

/500,000

回 

1,000 円 無料 

累計処理時間追加分 

（30,000 秒を超えた場合） 

/30,000

秒 

300 円 無料 

※Expert プランではスクリプト API コール数および累計処理時間の利用制限を超えた場合、自動で課金されま

す。 

※月途中でのプラン変更時は、当月内の最上位プランにて月額料金が発生します。 

 

 

４－９ スクリプト 

（1）スクリプト 

摘要 単位 月額課金（税抜） 

スクリプト実行回数 /500,000 回 1,000 円/月 

スクリプト処理時間 /30,000 秒 300 円/月 

 

 

４－１０ DNS 

（1）DNS 

摘要 単位 料金（税抜） 

DNS 10 ﾚｺｰﾄﾞ 500 円/月 
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GSLB 

（広域負荷分散） 

重みづけ設定 1 ﾚｺｰﾄﾞ 500 円/月 

フェイルオーバー 1 ﾚｺｰﾄﾞ 1,000 円/月 

レイテンシーベース 1 ﾚｺｰﾄﾞ 500 円/月 

ドメイン取得・転入 ccTLD（JP）ドメイン 1 ﾄﾞﾒｲﾝ 7,500 円/年 

gTLD ドメイン 1 ﾄﾞﾒｲﾝ 3,800 円/年 

※DNS はゾーンごとの設定となります。 

※GSLB（広域負荷分散）は当月内の最大契約数にて月額料金が発生します。 

※ドメイン転入を行う場合は、ドメイン転入完了時に「ドメイン取得・転入」料金が発生します。 

 

 

４－１１ サーバー証明書（セコムパスポート for Web） 

（1）サーバー証明書（セコムパスポート for Web） 

摘要 単位 都度料金（税抜） 

セコムパスポート for Web SR3.0 6 カ月 FQDN 42,900 円/月 

1 年 FQDN 55,000 円/月 

セコムパスポート for Web EV2.0 1 年 FQDN 130,000 円/月 

※本機能の利用に関しては、この規約以外に、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が定めるニフクラソリュー

ションサービス利用規約およびセコムトラストシステムズ株式会社のセコムパスポート for Web SR3.0 利用規約、

セコムパスポート for Web EV2.0 利用規約の各条項を準用するものとします。 

※当月の 21 日以降に納品が完了した場合、都度料金は翌月に請求します。 
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Ⅱ．料金の計算方法 

 

（1）基本計算方法 

ニフクラ for OPTAGE の利用料金は月末締めになるため、月末にて一度請求をまとめることとなります。 

【月額課金サーバの場合】 

月額課金サーバは起動・停止の状態や、時間の長短にかかわらず、利用料金が満額発生します。 

【従量課金サーバの場合】 

月末でいったん課金を締め、月初を起点に 1 時間単位で以下の課金基準を元に計算を行います。 

【停止時間】=【有効時間】-【起動時間】 

・有効時間：起動・停止の状態にかかわらずサーバが存在している時間 

・起動時間：従量課金のステータスにて起動中の時間として計算される時間 

・停止時間：従量課金のステータスにて停止中の時間として計算される時間 

※計算は 1 時間単位(分以下繰上げ)となります。 

※計算は時刻ではなく、利用時間を元に計算を行います。 

※小数点以下の金額は切り捨てとなります。 

※月をまたいでの利用は、月末にて、いったん課金を締め、月初を起点に再度1時間単位で計算をし

なおします。 

【利用料金】=（【起動時間】*起動時単価）+（【停止時間】*停止時単価） 

※固定 IP 減額オプションを利用している場合、上記金額より、【有効時間】*0.63 円分が減額されます。 

 

（2）ご利用中のサーバの料金プランやサーバタイプをコントロールパネル上で変更した場合 

① 同一サーバタイプ内での料金プラン（従量課金←→月額料金）変更 

料金プランを変更した翌月より、変更後の料金プランが適用されます。なお、料金プラン変更を複数回

行った場合、最後の料金プランが適用されます。 

② サーバタイプ変更（mini→small など） 

コントロールパネルでのお手続き後すぐ、変更後のサーバタイプでご利用いただけます。 

【月額料金サーバの場合】 

その月に存在した最も大きなサーバタイプの料金が適用されます。 

（月額料金は、サーバの「起動」「停止」にかかわらず定額です。） 

【従量課金サーバの場合】 

その都度、利用しているサーバタイプの従量課金の利用料金が積算されます。 

③ サーバの停止、再起動（従量課金でご利用の場合） 

従量課金でご利用の場合、サーバの停止・起動を繰り返した場合、その都度、利用料金が積算されま

す。 

④ サーバの削除・再作成の場合 

同月内でサーバ削除後、サーバを再作成した場合、作成した台数分だけ利用料金が積算されます。 

※削除したサーバと同じ構成（サーバ名、タイプ、OS、料金コース）で作成した場合でも、作成した台数

分だけ積算されます。 

 

（3）本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 
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Ⅲ．附帯サービスに係る料金 

   
１ 適用 

附帯サービスに係る料金について、次のとおりとします。 

 

Ａ 代行申請などに係るもの 

区 分 内 容 

(1) 代行申請など

に 係 る料 金の

適用 

契約者からの請求により、当社がＪＰＲＳへの代行申請などを行う場合には、契約者

は、２（料金額）の支払いを要します。 

(2) 代行申請など

に 係 る料 金の

適用除外また

は減免など 

当社は、２（料金額）の規定に係らず、代行申請などに係る事務処理の態様を勘案し

て別に定めるところにより、代行申請などに係る料金の適用を除外し、またはその額

を減額して適用することがあります。 

 

 Ｂ ＤＮＳなどの設定に係るもの 

区 分 内 容 

(1) 事務手数料の

適用 

契約者からの請求により、当社のＤＮＳなどの設定の提供もしくは内容の変更を行う

場合には、契約者は２（料金額）に規定する事務手数料の支払いを要します。 

(2) 事務手数料の

適用除外または

減免など 

当社は、２（料金額）の規定にかかわらず、事務処理の態様を勘案して別に定めると

ころにより、事務手数料の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあ

ります。 

 

２ 料金額 

 

Ａ 代行申請などに係るもの 

（１）ドメイン名申請手数料 

区 分 単 位 料金額（税抜） 

ドメイン名に係るＪＰＲＳへの代行申請手

数料 

１のドメイン名申請ごとに 1,000 円 

（注）上記の手数料のほか、ＪＰＲＳへの手数料（実費）が必要となります。 

 

（２）ドメインに係る維持管理料 

区 分 単 位 料金額（税抜） 

ドメイン名維持管理料 １ドメイン名ごとに 500 円/月 

プライマリＤＮＳ維持管理料 １ドメイン名ごとに 1,000 円/月 

セカンダリＤＮＳ維持管理料 １ドメイン名ごとに 300 円/月 

（注）セカンダリＤＮＳ維持管理料は５ドメインまでは無料とします。 

 

（３）その他手数料 

区 分 単 位 料金額（税抜） 

（１）以外のＪＰＲＳに係るその他変更申

請手数料 

１申請ごとに 1,000 円 
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Ｂ ＤＮＳなどの設定に係るもの 

種 別 区 分 単 位 料金額（税抜） 

ア プライマリＤＮ

Ｓ初期設定料 

当社のＤＮＳ環境に、プライマリＤ

ＮＳを設定することが必要となる

場合 

１のドメイン名に係る

設定ごとに 

5,000 円 

イ セカンダリＤＮ

Ｓ初期設定料 

当社のＤＮＳ環境に、セカンダリＤ

ＮＳを設定することが必要となる

場合 

基

本

額 

１申込ごとに 2,000 円 

加

算

額 

１の申込みにい

て、５ドメイン名

を超える場合、５

ドメイン名を超え

る 部 分 に つ い

て、５ドメインごと

に 

5,000 円 

ウ ＤＮＳ設定料 当社のＤＮＳ環境の変更が必要と

なる場合 

１設定ごとに 2,000 円 

エ その他設定料 アからウ以外の設定が必要となる

場合 

１設定ごとに 5,000 円 

（注）プライマリＤＮＳ初期設定と同時にセカンダリＤＮＳ初期設定の申込みがあった場合、イ（セカンダリＤ

ＮＳ初期設定料）については支払いを減免することがあります。 

 

 

 

2023年４月１日現在 


