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○ブロードラインはTOKAIコミュニケーションズの登録商標です。
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法人向け通信サービス
「BroadLine」
のご紹介
TOKAIグループが保有する光ファイバは、北関東から西日本まで総延長約5,600kmにおよびます。
光ファイバは地下に埋設された管路（国土交通省の情報BOX等）に敷設されており、事故や災害にも強い
ネットワークインフラとして、
当社の情報通信事業を支えています。
当社が保有する光ファイバを活用し、専用線や広域イーサネットなどの拠点間通信サービス、
インターネットへの
接続サービスを提供いたします。製造業・流通業・サービス業などの一般企業から、通信事業者やxSPなど高い
品質を追求するサービス提供事業者まで、幅広いお客様に採用されています。
2013年4月、岡山データセンターの開業にあわせ、光ファイバネットワークを大阪〜香川〜岡山間に拡大
しました。
西日本エリアを新たなサービス提供エリアに加え、
さらなるサービス拡充・品質向上を実現してまいります。
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もちろん、
自家発電機・無停電電源装置を
備え、万が一の事故や災害に対しても通信
サービスの継続性を確保いたします。
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岡山データセンター

静岡データセンター

インターネット バックボーン

監視センター

災 害リスクの少ない立 地 条 件と安 全 性・信 頼 性に

お客 様のサーバ設 備などを、優れたファシリティと

IXにて多くのISPとピアリングを行い、大手ISPとはプライベート

ネットワークセンター内に24時間365日

優れた設備を兼ね備えたデータセンターです。近年

運用・監視体制を備えた当社データセンターでお預かり

ピアリング、
トランジット接続により、最適な経路を確保しています。

対 応 の 監 視 センターを設 置し、専 門 の

関心が高まるBCP（事業継続）やDR（災害時復旧）の

します。24時間365日の保守・運用体制で、万が一の

日々増大するトラフィックに応じてインターネットバックボーンを

スタッフが通信サービスの監視・障害対応

ニーズに対応したサービスを展開してまいります。

障害にも迅速に対応し、
お客様の負担を軽減します。

増強しています。

を行います。

■一般企業から通信事業者・xSPまで、幅広いお客様のニーズに応える高品質なネットワークサービスです。
■広帯域でセキュアなネットワークサービスを、
リーズナブルな料金で提供いたします。
■自営でネットワークを構築されるお客様には、
「光ファイバ専用サービス」
をご用意しております。

■最適経路と大容量バックボーンで、
高品質なインターネットサービスを提供いたします。
■お客様のご要望に応じ、
様々なアクセスタイプや通信速度をお選びいただけます。
■通信事業者・xSPなどのお客様には、
大容量・高品質の
「トランジット」
をご用意しております。

Ethernetインターネット

Ethernet専用線
2拠点間をEthernet方式で接続する専用線サービスです。
アクセス回線には光ファイバを利用し、拠点間の通信速度を
保証いたします。
中継網には冗長切替機能を備え、
また遅延の少ない高品質なネットワークを実現いたします。

お客様拠点からEthernet方式でインターネットに接続するサービスです。
アクセス回線には光ファイバを利用し、
当社
インターネットバックボーンまでの通信速度を保証いたします。高速で安定したインターネットアクセスが可能です。

100Gbps

リレーションEthernet
複数の拠点間をEthernet方式でフルメッシュに接続する広域イーサネットサービスです。10Mbps〜10Gbpsの
豊富な品目の中から、
お客様の用途やご予算に合わせて、
拠点ごとに最適な通信速度をお選びいただけます。
より高速な
回線をリーズナブルな価格で提供いたします。

光ファイバ専用サービス
TOKAIコミュニケーションズが保有する光ファイバ芯線を提供するサービスです。
北関東から西日本までの光ファイバを
アクセスポイント間で提供いたします。
また、
当社中継局のコロケーションスペースに、
お客様の中継設備を設置する
ことも可能です。

データセンター接続インターネット
データセンター内のお客様ハウジングラックからインターネットに接続するサービスです。
お客様の用途やご予算に
合わせて、
ベストエフォート型の
「共有タイプ」、通信速度を保証する
「専有タイプ」、共有タイプを2回線利用して冗長
構成を提供する
「冗長タイプ」
をお選びいただけます。

トランジット
インターネットサービス事業者向けの高速・高品質なトランジット接続サービスです。
お客様拠点からインターネット
バックボーンまでのアクセス回線を含めて提供いたします。
通信事業者・データセンター事業者・ケーブルテレビ事業者・
大学等の教育機関など、様々なお客様のご要望に合わせて提案いたします。

■お客様のご要望に応じ、
ネットワークの企画・設計から構築・運用までトータルにサポートいたします。
■当社が提供する各種ソリューションサービスを、
コスト削減やお客様の運用負荷軽減にお役立てください。
■回線サービスとクラウドサービスの活用で、
柔軟かつスピーディーなインフラ構築をお手伝いします。

クラウド接続ソリューション

BroadCenter データセンター
お客様のサーバ設備などを、優れたファシリティと運用・監視体制を備えた当社データセンターでお預かりします。
24時間365日の保守・運用体制で、万が一の障害にも迅速に対応し、お客様の運用負荷の軽減やシステムの
可用性向上、TCO削減などに寄与します。

静岡データセンター

施設名称
敷地面積
建物構造

クラウド環境とお客様拠点やデータセンターを、専用線・広域イーサネットなど、セキュアで安定したネットワークで
接続します。社内基幹業務のクラウド移行や、バックアップ・DR環境としての利用に求められる、より安全で信頼性
の高いクラウド接続が可能となります。
当社は、当社の各種通信サービスと大手クラウドサービスとの接続を積極的に進めています。お客様のネット
ワーク環境や用途、ご予算に応じて最適なネットワークサービスを提案いたします。
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岡山データセンター

光ファイバ

施設名称
敷地面積
建物構造

クラウドサービス

データセンター

光ファイバ

・アマゾン ウェブ サービス
（AWS） ・ Microsoft Azure
主な
・ IBMクラウド
・ Google Cloud Platform
対応クラウド
・ IDCFクラウド
・ IIJ GIO
・ビットアイルクラウド
サービス
・ BroadCenter クラウドプラットフォーム
など

終端装置

建

物

電源設備

AWS接続サービス
広域イーサネット・専用線などの閉域網サービスやVPNサービスを用いて、
お客様拠点やデータセンターとアマゾン
ウェブ サービス
（AWS）
の間をセキュアで高品質な専用ネットワークで接続します。複数の接続プランから、
お客様の
用途や環境にあわせた最適な接続構成を提案いたします。
当社はAWS Partner Network
（APN）
コンサルティングパートナーとして、
お客様のAWSとの接続を全面的にサポー
トいたします。
アマゾン ウェブ サービス

お客様拠点

光ファイバ
ルータ

終端装置

中継網

光ファイバ

AWS Direct Connect

ルータ

Amazon EC2

BroadCenter静岡データセンター
9,427.49㎡
RC造・免震構造・5階建て
延床面積：8,026㎡
ラック数：最大約800ラック
免震構造
セットアップ用レンタルルーム、仮眠室、
シャワー室、
プレゼンテーションルーム完備
2系統受電
自家発電機（72時間連続運転可能）
BroadCenter岡山データセンター
7,222.23㎡
RC造・免震構造・3階建て
延床面積：約3,410㎡
ラック数：200ラック
（拡張可能）
免震構造 外気冷却
セットアップ用レンタルルーム完備
リフレッシュルーム、
シャワー室完備
2系統受電
自家発電機（72時間連続運転可能）

当社データセンター内で運用・管理されている高品質な仮想サーバ環境を、お客様のご要望にあわせて柔軟かつ
リーズナブルにご利用いただけるクラウドサービスです。導入から日々の運用・管理までワンストップで提供します。

BroadCenter プラクラ ホステッドプライベートクラウド
当社データセンター内にお客様専有の仮想化基盤環境をご用意し、
お客様が自由にマシンを構築できるホステッド・
プライベートクラウドサービスです。
オリジナルの管理画面で、簡単に仮想マシンの作成や操作を行うことが可能です。

ネットワークインテグレーション
高速化・コスト削減・セキュリティ対策・事業継続計画（BCP）
・運用負荷の低減など、お客様の様々な課題を解決
するネットワークソリューションを提案いたします。BroadLineは、
お客様の拠点間・インターネットを接続するだけで
なく、
当社が提供するデータセンター・クラウドサービス・各種情報系ソリューションのご利用にも最適です。
●ネットワーク、
データセンター、
クラウドサービスを組み合わせたトータルソリューション提案
●既存ネットワークの高速化、
コスト削減を実現するリプレイス提案
●インターネット回線のセキュリティ対策
●ルータなどネットワーク機器の提供、保守運用のアウトソーシング

OneOfﬁce ソリューション
ハイスペックデータセンター「BroadCenter」
を基盤としたトータルアウトソーシングサービスです。
メールセキュリティ、
WEBセキュリティ、
データセキュリティを核とした包括的なソリューションで、
お客様の効果的なIT投資とビジネスの
成功をサポートいたします。

ワンオフィス・アイディスク

※アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、Amazon VPC、Amazon EC2、AWS Direct Connectおよび"Powered by Amazon Web Services"ロゴは、米国その他の諸国における、Amazon.com,inc.またはその関連会社の商標です。
※その他記載されている会社名、製品名、
サービス名、
ロゴ等は各社の商標または登録商標です。

