
 

2018年03月分

NIFCLOUDご利用料金明細書
発行日: 2018年04月25日

合計ご利用金額 ¥1,233,767

項目 単価 数量 計

コンピューティング     

  マルチアカウント     

    グローバル     

      月額 マルチアカウント - 17 ¥0

   小計 ¥0

  プライベートＬＡＮ(旧)     

    グローバル     

      月額 プライベートＬＡＮ(旧) ¥5,000 1 ¥5,000

   小計 ¥5,000

  料金明細サービス     

    グローバル     

      月額 料金明細サービス - 1 ¥0

   小計 ¥0

  サーバー     

    east-1     

      月額 small4 ¥24,200/台 1 ¥24,200

large8 ¥63,360/台 1 ¥63,360

   小計 ¥87,560

      従量起動 e-mini ¥4/台 351 ¥1,404

e-small2 ¥15/台 1021 ¥15,315

e-small4 ¥16/台 18 ¥288

   小計 ¥17,007

      従量停止 e-mini ¥3/台 393 ¥1,179

e-small4 ¥5/台 6 ¥30

e-small8 ¥6/台 351 ¥2,106

   小計 ¥3,315



項目 単価 数量 計

    east-2     

      従量起動 e-mini ¥4/台 744 ¥2,976

   小計 ¥2,976

    jp-east-4     

      月額 e-small2 ¥8,700/台 1 ¥8,700

   小計 ¥8,700

      従量起動 e-small8 ¥31/台 744 ¥23,064

   小計 ¥23,064

    west-1     

      従量起動 e-small ¥9/台 744 ¥6,696

   小計 ¥6,696

      従量停止 mini ¥5/台 744 ¥3,720

   小計 ¥3,720

  ＯＳ     

    east-1     

      月額
Microsoft Windows Server
2012 R2

¥2,500 5 ¥12,500

   小計 ¥12,500

      従量
Microsoft Windows Server
2012 R2

¥5 628 ¥3,140

Microsoft Windows Server
2016 Standard

¥5 744 ¥3,720

   小計 ¥6,860

    jp-east-4     

      従量
Microsoft Windows Server
2012 R2

¥5 744 ¥3,720

   小計 ¥3,720

  イメージ     

    east-1     

      月額 イメージ保持料金(Linux) ¥1,200 10 ¥12,000

イメージ保持料金(Windows) ¥1,600 3 ¥4,800

イメージ（追加ディスク） ¥2,000 2 ¥4,000

   小計 ¥20,800

    east-2     

      月額 イメージ保持料金(Linux) ¥1,200 1 ¥1,200

イメージ保持料金(Windows) ¥1,600 1 ¥1,600



項目 単価 数量 計

   小計 ¥2,800

    west-1     

      月額 イメージ保持料金(Linux) ¥1,200 11 ¥13,200

イメージ保持料金(Windows) ¥1,600 2 ¥3,200

イメージ（追加ディスク） ¥2,000 1 ¥2,000

   小計 ¥18,400

  追加ディスク     

    east-1     

      従量 標準ディスク ¥3 1755 ¥5,265

   小計 ¥5,265

    west-1     

      月額 標準ディスク ¥2,000 1 ¥2,000

   小計 ¥2,000

      従量 高速ディスクA ¥8 1488 ¥11,904

   小計 ¥11,904

  ネットワーク転送料     

    east-1     

      従量 ネットワーク転送料(無料分) - 4 ¥0

   小計 ¥0

    east-2     

      従量 ネットワーク転送料(無料分) - 1 ¥0

   小計 ¥0

    jp-east-4     

      従量 ネットワーク転送料(無料分) - 12 ¥0

   小計 ¥0

    west-1     

      従量 ネットワーク転送料(無料分) - 1 ¥0

   小計 ¥0

  ファイアウォール     

    east-1     

      従量 サーバー適用料金 - 8626 ¥0

   小計 ¥0

      月額 上限数変更料金（ログ） ¥1,000 3 ¥3,000

   小計 ¥3,000



項目 単価 数量 計

    west-1     

      従量 サーバー適用料金 - 1488 ¥0

   小計 ¥0

  ロードバランサー     

    east-1     

      月額 10Mbps ¥10,000 1 ¥10,000

   小計 ¥10,000

      従量 10Mbps ¥17 1488 ¥25,296

   小計 ¥25,296

    west-1     

      月額 10Mbps ¥10,000 1 ¥10,000

   小計 ¥10,000

  マルチロードバランサー     

    east-1     

      従量 10Mbps ¥6 1488 ¥8,928

   小計 ¥8,928

  付替IPアドレス     

    east-1     

      月額 グローバル ¥500 6 ¥3,000

プライベート ¥500 2 ¥1,000

   小計 ¥4,000

    west-1     

      月額 グローバル ¥500 2 ¥1,000

プライベート ¥500 2 ¥1,000

   小計 ¥2,000

  プライベートLAN     

    east-1     

      月額 プライベートLAN ¥5,000 2 ¥10,000

   小計 ¥10,000

      従量 プライベートLAN ¥9 10090 ¥90,810

   小計 ¥90,810

    east-2     

      従量 プライベートLAN ¥9 1488 ¥13,392

   小計 ¥13,392



項目 単価 数量 計

    east-3     

      従量 プライベートLAN ¥9 1488 ¥13,392

   小計 ¥13,392

    jp-east-4     

      従量 プライベートLAN ¥9 744 ¥6,696

   小計 ¥6,696

    west-1     

      月額 プライベートLAN ¥5,000 1 ¥5,000

   小計 ¥5,000

      従量 プライベートLAN ¥9 1488 ¥13,392

   小計 ¥13,392

  ルーター     

    east-1     

      従量 router.small(10ルール) ¥20 6370 ¥127,400

router.medium(30ルール) ¥32 744 ¥23,808

   小計 ¥151,208

    east-2     

      従量 router.small(10ルール) ¥20 744 ¥14,880

   小計 ¥14,880

    east-3     

      従量 router.small(10ルール) ¥20 744 ¥14,880

   小計 ¥14,880

    west-1     

      従量 router.small(10ルール) ¥20 2232 ¥44,640

   小計 ¥44,640

  VPNゲートウェイ     

    east-1     

      月額 vpngw.small(1拠点) ¥12,000 1 ¥12,000

   小計 ¥12,000

      従量 vpngw.small(1拠点) ¥20 5952 ¥119,040

vpngw.medium(10拠点) ¥32 744 ¥23,808

   小計 ¥142,848

    east-2     

      従量 vpngw.small(1拠点) ¥20 744 ¥14,880



項目 単価 数量 計

   小計 ¥14,880

    jp-east-4     

      月額 vpngw.small(1拠点) ¥12,000 1 ¥12,000

   小計 ¥12,000

    west-1     

      従量 vpngw.small(1拠点) ¥20 1488 ¥29,760

vpngw.medium(10拠点) ¥32 744 ¥23,808

   小計 ¥53,568

  サーバーセパレート     

    east-1     

      月額 ¥30,000 1 ¥30,000

   小計 ¥30,000

  追加NIC     

    east-1     

      月額 プライベート ¥300 2 ¥600

   小計 ¥600

  動的ＩＰ     

    east-2     

      従量 動的ＩＰ - 744 ¥-446

   小計 ¥-446

クラウドストレージ（旧）     

  クラウドストレージ（旧）     

    east-1     

      従量 ¥11 4.5 ¥55

   小計 ¥55

    west-1     

      従量 ¥11 0.4 ¥11

   小計 ¥11

DNS     

  DNSゾーン管理     

    共通     

      月額 レイテンシベース ¥500 1 ¥500

レコード ¥500 1 ¥500

   小計 ¥1,000



項目 単価 数量 計

Message Queue     

  キュー     

    east-1     

      月額 Pro ¥10,000/キュー 2 ¥20,000

   小計 ¥20,000

MQTT     

  メッセージ数     

    共通     

      従量 メッセージ数 ¥10 0 ¥0

   小計 ¥0

  MQTTサーバー     

    共通     

      月額 Mqtt.small ¥10,000 2 ¥20,000

   小計 ¥20,000

NAS     

  NAS     

    east-1     

      月額 CIFS(高速)(TB) ¥50,000 1 ¥50,000

NFS(標準)(100GB) ¥3,000 1 ¥3,000

   小計 ¥53,000

    west-1     

      月額 CIFS(高速)(TB) ¥50,000 1 ¥50,000

   小計 ¥50,000

    east-2     

      月額 NFS(高速)(TB) ¥50,000 2 ¥100,000

   小計 ¥100,000

RDB     

  バックアップ・スナップショッ
ト

    

    east-1     

      月額 バックアップ(50GB) ¥550 4 ¥2,200

   小計 ¥2,200

    east-2     

      月額 バックアップ(50GB) ¥550 1 ¥550



項目 単価 数量 計

   小計 ¥550

  ディスク     

    east-1     

      月額 ディスク(HDD)(50GB) ¥4,500/50GB 3 ¥13,500

   小計 ¥13,500

  サーバー     

    east-1     

      月額 DBサーバー(e-small) ¥7,400/台 2 ¥14,800

冗長化(e-small) ¥7,400/台 1 ¥7,400

   小計 ¥22,200

タイマー     

  タイマー     

    共通     

      月額 タイマー ¥2,000/台 1 ¥2,000

   小計 ¥2,000

合計 ¥1,233,767

サーバー名 作成日時
リージョン

ゾーン
料金
タイプ

起動時間
停止時間

サーバー
費用

ネットワーク
転送量

メモ

削除済
2017/10/17

20:13:08
east-2 従量

744
0

¥2,976 0 B

test20171026
2017/10/26

10:13:41
jp-east-4
jp-east-41

月額
0
0

¥8,700 383801435 B

test1026
2017/10/26

10:30:06
jp-east-4
jp-east-41

従量
744
0

¥26,784 11746404558 B

削除済
2017/11/24

10:32:24
east-1 従量

0
351

¥3,861 0 B

削除済
2018/01/18

18:17:44
east-1 月額

0
0

¥73,360 1537805972 B

削除済
2018/01/26

10:15:00
east-1 月額

0
0

¥26,700 470865293 B

mtest
2018/02/16

16:46:50
west-1
west-12

従量
744
0

¥6,696 35670033 B

mtestm-01
2018/02/16

17:25:21
west-1
west-11

従量
0

744
¥3,720 0 B

削除済
2018/02/27

16:08:42
east-1 従量

351
393

¥2,583 138418405 B

hoshi2016
2018/02/28

14:42:36
east-1
east-11

従量
744
0

¥14,880 1919376 B

削除済
2018/03/14

14:43:29
east-1 従量

18
6

¥318 1064172 B

削除済
2018/03/20

11:43:07
east-1 従量

277
0

¥5,540 958201884 B

合計 ¥176,118 15274151128 B



※記載の料金はすべて税抜表示価格です。
※詳しくは、弊社商品の価格表示についてをご覧ください。
※スケールアウトサーバーは、サーバー毎のサーバー費用・ネットワーク転送量を表示しておりません。
※リージョン毎のネットワーク転送料には、クラウドストレージ利用・セキュアネットワーク利用によるネット
ワーク転送料を含みます。

©FUJITSU CLOUD TECHNOLOGIES LIMITED

http://www.nifty.com/wnew/sougakuhyoji/

