光ファイバネットワークとデータセンター
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
7,000km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

光ファイバネットワーク

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

クラウド接続ソリューション

として、
当社の情報通信事業を支えています。
また、2013年4月、災害リスクの少ない岡山県に「岡山データセンター」を開
業しました。BCP・DRニーズに対応すべく、
「静岡データセンター」とあわ
せ、更なるサービス拡充・品質向上を実現してまいります。
岡山データセンター

静岡データセンター

キャリア・企業向け通信サービス「BroadLine」
BroadLineは、
TOKAIコミュニケーションズが提供するキャリア・企業向け通信サービスです。
TOKAIグループ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をはじめとした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など広帯域で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。

リレーション Ethernet

Ethernet 専用線

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

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

トサービスです。10Mbps〜最大10Gbpsの豊富な品目の中から、お客様

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

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

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

ます。
より高速な回線をよりリーズナブルな価格で提供いたします。

します。
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Ethernet 専用線
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終端装置

光ファイバー
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終端装置

お客様
ネットワーク

VIC-VPN

Ethernet インターネット
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

VIC-VPNはNTTフレッツ回線を利用したインターネットVPNサービス

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

です。日本全国をカバーするNTTフレッツ回線と、当社よりレンタル提供

ボーンまでの通信速度を確保いたします。高速で安定したインターネット

するVPNルータで、
セキュアなプライベート接続を実現します。

アクセスが可能です。
お客様拠点

光ファイバー
お客様
ネットワーク

終端装置

中継網

IPsecによる暗号化通信

お客様拠点

弊社収容局

フレッツ回線

インターネット
弊社設備

VPN ルータ

ONU

ISP 網

お客様拠点

フレッツ回線
ONU

VPN ルータ

Ethernetインターネット

※アマゾンウェブサービス、
Amazon Web Service、
およびAWS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。
※Microsoft、
Microsoft Azureは、
米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
※IBM、
IBMロゴは、
世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。
※Google、
および Google Cloud Platform は、Google LLC の商標または登録商標です。
※Oracleは、
Oracle Corporation及びその子会社、
関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
※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。

TOKAIコミュニケーションズは、AWS Partner Network(APN)
アドバンスドコンサルティングパートナーです。

本

社

静岡県静岡市葵区常盤町2-6-8 TOKAIビル Tel.054-254-3881

東

京

東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ Tel.03-5404-7315

大

阪

大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー Tel.06-6397-7175

お問い合わせ

20190701

クラウド接続ソリューションの概要

クラウド接続ソリューション対応サービス

お客様拠点のオンプレミス環境と大手クラウドサービスをセキュアで高品質な専用線・広域イーサネットなどのネットワークサービスで接続
いたします。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。

大手クラウドサービス

サービス

サービス提供会社

AWS

アマゾン ウェブ サービス
（AWS）

お客様拠点

広域イーサネット

BroadLine
専用線
お客様拠点

Oracle Cloud

クラウド接続

Amazon Web Services, Inc.

Microsoft Azure

日本マイクロソフト株式会社

IBM Cloud

International Business Machines Corp.

Google Cloud Platform

Google LLC

IDCFクラウド

株式会社IDCフロンティア

IIJ GIOサービス

株式会社インターネットイニシアティブ

Oracle Cloud

Oracle Corporation

BroadCenter クラウドプラットフォーム

ソリューション

Oracle Cloud

当社クラウド

お客様拠点

アマゾン ウェブ サービス（AWS）

BroadCenter プラクラ ホステッドプライベートクラウド

株式会社TOKAIコミュニケーションズ

● 各クラウドサービスの契約が別途必要となります。

TOKAIコミュニケーションズの取り組み
当社は、自らがクラウドサービス提供事業者であると同時に、各クラウドサービス事業者のパートナーとして、クラウド環境の利用拡大を推
進しています。当社では、各クラウドサービスと当社ネットワークサービスの相互接続を積極的に進めており、
「よりスムーズ」に「よりリーズ
ナブル」に各クラウドサービスの導入を実現いたします。

VPN

各クラウドサービスの認定パートナーとして

1

安定した通信を実現

（閉域網接続、冗長接続 等）

各クラウドサービスの閉域網接続や冗長接続に対応し、安定的
で高品質なプライベート接続を実現いたします。

3

柔軟な接続帯域

（10Mbps から 10Gbps まで）

通信速度は、低速から高速まで多数のメニューを用意してい
ます。将来的な増速にも柔軟に対応いたします。

2

多彩な回線メニュー

（広域イーサネット、専用線、VPN 等）

各クラウドサービスに対応する多彩な回線メニューで、用途や
お客様環境に応じて最適な構成を提案いたします。

4

ご要望に柔軟に対応

（宅内ルータ、冗長接続 等）

お客様宅内のルータレンタルやキャリア冗長・サイト冗長での
冗長接続など、お客様のご要望にお応えします。

クラウド接続がもっと便利になるオプションサービス
クラウド接続ルーティングオプション

ルータレンタルサービス

本オプションをご利用いただくことで、お客様ルータ・複数
回線を別途用意することなく複数のクラウドサービスとの冗
長での接続を実現します。

お客様のネットワーク設計に基づき、クラウド接続及び拠点間
通信のネットワーク構築に必要となる CPE ルータの提供と設
計・設置・運用保守を一括して提供します。

TOKAIコミュニケーションズのクラウド接続ソリューションは、多くのお客様にご利用いただいております。

当社は、各クラウドサービスのパートナー制度に積極的に参画し、それぞれのクラウドサービスに最適な接続サービスをご提案するための技
術・ノウハウを蓄積しております。各クラウドサービスの認定パートナーとして、信頼性と安定性に優れた接続環境の提供に努め、お客様のク
ラウドサービスの利用を促進するとともに、今後もお客様に安心してご利用いただける満足度の高いサービスを提供してまいります。
サービス

取得パートナー制度

アマゾン ウェブ サービス（AWS）

AWS Partner Network（APN）アドバンスドコンサルティングパートナー
AWS Direct Connect パートナー（AWS ネットワーキングコンピテンシー認定取得）
AWS パブリックセクターパートナー（公共部門パートナー）

Microsoft Azure

ExpressRouteサービス提供パートナー（通信事業者）

IBM Cloud

IBM Cloud ビジネス・パートナー
Direct Linkサポートパートナー

Google Cloud Platform

Google Cloud Interconnect サービスプロバイダ
Google Cloud Platform テクノロジーパートナー

クラウドインテグレータとして
当社は、システムインテグレータとして長年培った技術・ノウハウを活かし、クラウドサービス導入のご相談から設計・構築・運用・監視まで全
てのステップにおいてトータルにお客様を支援いたします。加えて、当社のクラウドサービスや複数の大手クラウドサービスと組み合わせた
ハイブリッド／マルチクラウドにも対応し、お客様に最適なクラウドインテグレーションを提供いたします。

クラウド導入支援サービス

決済代行サービス

クラウド上へのお客様環境の構築や、オンプレミスとのハイブ
リッド環境の構築を支援いたします。

クラウド利用料金のクレジットカード支払いを当社が代行し、
円建ての請求書を発行いたします。

監視・運用代行サービス

回線一時利用サービス

クラウド上のお客様システムに対し、24時間365日、監視やオペ
レーション代行を行います。

クラウド上のお客様環境への接続回線を、当社データセンター等
から一時的に利用できるサービスです。

ルータレンタルサービス

クラウド接続ルーティングオプション

クラウドサービスとの接続用に必要なお客様宅内のルータを、当
社がレンタルサービスとして提供いたします。設定、設置、監視・
保守など、お客様の負荷を軽減いたします。

お客様拠点とクラウドサービス間、または複数のクラウドサービ
ス間で、相互をレイヤ3接続しルーティングする機能を、当社ネッ
トワーク内で提供いたします。

