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第2 章 はじめに
2.1 cloudpack とは
cloudpack は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）の導入設計、環境構築、運用までをトータルで
サポートするマネージドホスティングサービスです。
AWS を知り尽くし、その可 能性を最大限に引き出せる cloudpack のスタッフが、
Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2） や Amazon Simple
Storage Service（Amazon S3）をはじめとする AWS のプロダクトを、構築はもちろん
のこと、
24 時間サポートや、サービス監視、バックアップなどの作業代行や技術サポートをスピーディーかつ
丁寧に行い、お客様のさまざまな運用負荷を可能な限り軽減します。
お客様が、これまで悩みの種だったサーバー周りに関するさまざまな課題から解放され、本来取り
組むべきビジネスの課題に専念できるためのサービス、それが cloudpack です。

2.2 クラウド時代のシステム開発とシステム運用
AWS の登場によって、システム開発や運用に対する考え方も大きく変わってきています。
セキュリティにおける「責任共有モデル」
AWS やcloudpack が提示する「責任共有モデル」（Shared Responsibility
Model）は、クラウド運用の発展から生まれてきた考え方の一つです。
cloudpack は AWS クラウドインフラストラクチャを基盤にシステムを構築し、お客様は
cloudpackが構築したシステム上で業務アプリケーションを運用することになりますので、セキュリ
ティ上の責任はお客様とcloudpack とAWS の三者による分担となります。

お客様
セキュリティ設定（ファイアウォール含む）
アプリケーション

データ

Web アプリケーションフレームワークやライ
ブラリを含む

ミドルウェア

運用ツール

アカウント管理
チューニング
障害対応

セキュリティ設定（ファイアウォール含む）
ネットワーク設定

OS

アカウント管理
パラメータチューニング

AWS

AW
S

ファシリティ

ストレージインフラ

物理セキュリティ

ネットワークインフラ

コンピュートインフラ

仮想化レイヤー

ホストオペレーティングシステムや仮想レイヤーから、サービスが運用されている施設の物理セキュ
リティにおけるさまざまなコンポーネントの操作、管理、コントロールは、AWS によって行われ、
AWS インフラストラクチャ上に cloudpack が構築したシステムにおけるセキュリティは
cloudpack が保護いたします。cloudpack が構築したシステム上で運用される業務アプリ
ケーションおよびデータのセキュリティについてはお客様ご自身で保護していただく必要がありま
す。
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従来のオンプレミス（構内設置）環境ではすべてについてセキュリティを確保する必要があったこ
とと比較すると、cloudpack ご利用のお客様については、ご自分でセキュリティを確保してい
ただく範囲が限定されることを意味いたします。
ベストプラクティスによるシステム開発とシステム運用
AWS と cloudpack はクラウドシステム運用の長い経験から、それぞれに数多くのベストプラ
クティスを蓄積しています。
cloudpack は AWS が提供するベストプラクティスに従ったシステムを構築し、cloudpack の
持つベストプラクティスに従ってお客様の環境を運用しています。
従来はインフラストラクチャから業務アプリケーションまですべてにおいてお客様ご自身による運用ノ
ウハウの蓄積が必要でしたが、cloudpack ご利用のお客様は、お客様が利用される業務アプ
リケーションの範囲に集中してノウハウの蓄積をしていただければ良いことを意味いたします。
このように、システム構築、運用、セキュリティについて、お客様、cloudpack、AWS が そ れぞれに
役割と責任を分担することで、より少ない労力で、より早く、求めるものが得られる時代になったとい
えます。

2.3 本ホワイトペーパーについて
本ホワイトペーパーは、cloudpack がご提供する『請求代行サービス』の詳細をご紹介し、お客様
とcloudpack との間で、円滑な業務遂行を実現することを目的にご提供するものです。
対象読者 :
•「cloudpack 請求代行サービス」をご利用中のお客様
•「cloudpack 請求代行サービス」の導入をご検討中の方
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第3章 請求・決済のお悩みを解決する
「cloudpack 請求代行サービス」
3.1 「cloudpack 請求代行サービス」とは
「cloudpack 請求代行サービス」は、お客様から AWS への支払いを cloudpack が代行
し、cloudpack からお客様への請求を円建ての請求書で行うcloudpack 独自のサービ
スです。
https://cloudpack.jp/service/spinoff/invoice.html
AWS の利用料金を請求書払いに切り換えることにより、カード決済やメールによる請求書送付
などクラウドサービスの利用時に特有の調整を経理部門と行う必要がなくなります。お支払い期限
が、約1ヶ月繰り延べになるため、請求管理など企業内での経理処理がしやすくなります。
さらに「cloudpack 請求代行サービス」には、お客様の AWS ご利用料金を3% 割引きして
ご請求するcloudpack 独自の付加サービスが付いており、大きなコストメリットを享受すること
ができます。
「cloudpack 請求代行サービス」のご利用によって、AWS サービスの利用に制限が発生するこ
とはありません。AWS と直接契約した場合とほぼ変わらずに AWS のサービスをご利用いただ
くことができます。
cloudpack は「cloudpack 請求代行サービス」により、お客様の AWS 利用を経理面か
らご支援いたします。

3.2

「cloudpack 請求代行サービス」のメリット

メリット1：円建て請求書の郵送
「cloudpack 請求代行サービス」では、cloudpack

が円建ての請求書を発行し、お客様

に郵送いたします。
AWS との直接契約では、電子メールによる請求書の送付となりますが、「cloudpack 請求代
行サービス」を利用いただくことにより、郵送による請求書の受け取りが可能となります。
メリット2：銀行振込による支払い
「cloudpack 請求代行サービス」では、銀行振込により、ご利用料金をお支払いいただきます。
AWS との直接契約では、クレジットカードによる決済となりますが、「cloudpack 請求代行サー
ビス」を利用いただくことにより、銀行振込による決済が可能となります。
メリット3：コストの削減
「cloudpack 請求代行サービス」では、日本円に換算した AWS のご利用料金を 3% 割り引
きする「3% 割引」を適用してお客様にご請求いたします。「3% 割引」においては、AWS
Marketplace で販売されているライセンスは対象外となります。
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「cloudpack 請求代行サービス」は、最低利用期間などの利用期間の制限がなく、AWS 利用
料金以外の費用（初期費用、代行手数料やその他の追加費用）も発生いたしません。

3.3「cloudpack

請求代行サービス」の仕組み

「cloudpack 請求代行サービス」は、お客様に cloudpack 名義の AWS アカウントをご利
用いただくことで、AWS からの請求をcloudpack が建て替え払いする仕組みを実現してい
ます。
cloudpack
お客様専用のAWS アカウントを開設し、管理者相当の権限を持つユーザーを作成し、お客様に
お渡しいたします。AWS アカウントは cloudpack が厳重に管理いたします。
お客様
管理者相当の権限を持つユーザーにより、AWS のサービスをご利用いただきます。AWS アカ
ウントの権限（以下、「AWS アカウント権限」）が必要な一部の作業を除き、AWS と直接契約した場
合と変らず AWS サービスをご利用いただけます。
AWS
お客様のサービス利用は cloudpack による利用として認識され、利用料金の請求は
cloudpack に対して行われます。

ご利用
ご請求

AWS アカウント

お支払い

お客様

請求

支払い

AWS アカウント管理
によるAWS サービスのご利用

請求代行

図 3.1 「cloudpack 請求代行サービス」の仕組み

AWS アカウント権限による作業の代行
「cloudpack 請求代行サービス」では、AWS アカウント権限が必要な作業をcloudpack
が代行いたします。
「cloudpack サーバー監視・運用サービス」をご利用のお客様
「cloudpack サーバー監視・運用サービス」では、24 時間 365 日お客様の AWS ご利用を
サポートする「cloudpack サポートデスク」をご提供しています。「cloudpack サーバー監視・運
用サービス」では、AWS アカウント権限が必要な作業をはじめ、お客様のシステム環境に最適な
サポートを行います。
「cloudpack サポートデスク」の詳細については、サポートデスクホワイトペーパー
（https://cloudpack.jp/whitepaper/supportdesk.html）をご参照ください。
「cloudpack サーバー監視・運用サービス」をご利用ではないお客様
「cloudpack 請求代行サービス」では、「cloudpack サーバー監視・運用サービス」をご利
用ではないお客様に対して「cloudpack サポート代行・支援サービス」を無料でご
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提供しています。「cloudpack サポート代行・支援サービス」では、AWS アカウント権限が必要
な作業をお客様に代わって実施する他、AWS 利用上の一般的なサポートを行います。
「cloudpack サポート代行・支援サービス」の詳細については、『第6章 サポート利用のお悩み
を解決する「cloudpack サポート代行・支援サービス」』をご参照ください。
AWS アカウント権限が必要な作業には、主に以下のものがあります。
• AWS サポートへの申請（上限緩和、DNS の逆引き設定、脆弱性診断などの申請 ）
• コスト配分タグの設定

3.4 お申し込みと導入の流れ
「cloudpack 請求代行サービス」の導入およびお手続きは、新規に AWS アカウントを開設す
る場合と、ご利用中の AWS アカウントを引き続きご利用いただく場合（cloudpack に譲渡す
る場合）で異なります。
新規に AWS アカウントを開設する場合
新規に AWS アカウントを開設して「cloudpack 請求代行サービス」をご利用いただく場合
は、cloudpack が AWS アカウントを作成し、管理者相当の権限を持つユーザーをお客様
に発行いたします。

1週間～

3営業日程度

STEP.1

STEP.2

STEP.3

お問い合わせ

ご契約

お手続き

請求代行開始

請求書の発行
3% 割引
AWS の利用開始

図 3.2 導入の流れ（新規に AWS アカウントを作成する場合）

請求代行開始と同時に AWS の利用が可能となり、ご利用料金はすべて「3% 割引」の適用対
象となります。
ご利用中のAWS アカウントをcloudpack に譲渡する場合
お客様ご利用中のAWS アカウントで「cloudpack 請求代行サービス」をご利用いただく場
合は、お客様、cloudpack、AWS の 3 者間でAWS アカウント譲渡契約を締結する必要が
あります。

1週間～
STEP.1

3営業日程度

STEP.2

お問い合わせ

ご契約

1ヵ月程度

STEP.3

STEP.4

お手続き

譲渡契約

請求代行開始

請求書の発行
3% 割引
AWS アカウント
権限の移転

AWS の利用

IAM ユーザーによるご利用

図 3.3 導入の流れ（ご利用中の AWS アカウントを cloudpack に譲渡する場合）

譲渡契約の成立日以降、ご利用料金については「3% 割引」の適用対象となり、AWS アカウン
トは cloudpack の管理となります。
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AWS サービスのご利用は、譲渡契約の進捗に関わらず特に影響を受けません。
「cloudpack 請求代行サービス」ご契約前の状態から引き続きご利用いただくことができま
す。また、譲渡手続きは無料です。
譲渡契約の詳細については、「5.2 AWS アカウントの譲渡手続き」をご参照ください。
「cloudpack 請求代行サービス」導入の詳細については、『第5章「cloudpack

請求代行

サービス」の導入』をご参照ください。

3.5 オプションサービス
「cloudpack 請求代行サービス」では、技術サポートや導入コンサルティングなどを行う
「cloudpack クラウドコーディネートサービス」やインスタンスの監視や運用保守を行う
「cloudpack サーバー監視・運用サービス」などを組み合わせてご契約することが可能です。
cloudpack サーバー監視・運用サービス
cloudpack では、サーバーインスタンスの監視や運用保守を行う「cloudpack

サーバー監

視・運用サービス」をご提供しています。
お客様自身で日夜行っている、サーバーインスタンスの監視やサーバーやネットワークの変更・OS や
ミドルウェアの各種設定変更を、cloudpack にお任せいただくことで運用負荷を軽減するこ
とが可能です。
24 時間 365 日の徹底した監視体制
cloudpack 監視センターにおいて有人による監視を行い、緊急の対応にも連絡が取れる体制
を整えています。
Backlog によるプロジェクト管理
お客様との質疑応答や、設計についての諸情報、構築ノウハウ等を蓄積する為のお客様専用のプ
ロジェクトを作成いたします。
サーバーインスタンス１台から対応可能
インスタンス1 つから監視・運用保守を行います。月の途中からのご契約やご解約の場合は日割
りでご請求をさせていただきますので、柔軟な導入が可能です。
「cloudpackサーバー監視・運用サービス」の詳細については、「cloudpackサーバー監視・ 運用
サービス」公式サイト（https://cloudpack.jp/service/spin-off/maintenance.
html）をご参照ください。
cloudpack クラウドコーディネートサービス
cloudpack では、技術サポートや導入コンサルティングなどを行う「cloudpack クラウドコー
ディネートサービス」をご提供しています。
「cloudpack クラウドコーディネートサービス」の詳細については、cloudpack 営業担当まで
お問い合わせください。
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3.6 「cloudpack 請求代行サービス」における責任共有モデル
「cloudpack 請求代行サービス」では、「cloudpack

請求代行サービス責任共有モデル」に

基づき、お客様と cloudpack で以下の通り分担いたします。

お客様

お客様の AWS 利用状況の把握

請

cloudpack

AWS に対する料金支払い
お客様への請求額の決定

求
お客様への請求書発行
cloudpack に対する料金お支払い

AWS ユーザー（IAM）の 管理

Ａ
Ｗ
Ｓ
利
用

AWS に関するセキュリティ管理

AWS アカウントの管理
AWS アカウント権限作業の代行
AWS に対する申請の代行

図 3.4 cloudpack 請求代行サービス 責任共有モデル

請求における分担
「cloudpack 請求代行サービス」では、お客様の AWS 利用料金について、AWS への支払
いとお客様へのご請求をcloudpack が行います。
• AWS に対する料金支払い
• お客様への請求額の決定
• お客様への請求書発行

お客様には、AWS のご利用状況の適切な把握および請求期限までの料金お支払いをお願い
いたします。
• お客様のAWS 利用状況の把握
• cloudpack に対する料金お支払い

なお、お客様の AWS ご利用上の管理不備による請求額の減額や払い戻しはいたしかねます。
AWS 利用における分担
「cloudpack 請求代行サービス」では、お客様ご利用の AWS アカウントを cloudpack が
管理し、AWS アカウント権限の必要な作業や AWS サポートへの申請を cloudpack が行
います。
• AWS アカウントの管理
• AWS アカウント権限作業の代行
• AWS に対する申請の代行
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お客様は、AWS 環境を自在にご活用いただくことができますが、ご利用の AWS ユーザー
（AWS Identify and Access Management（IAM およびAWS に関するセキュリ
ティについて適切な管理をお願いいたします。
• AWS ユーザー（IAM）の管理
• AWS に関するセキュリティ管理

作業および申請の代行は「cloudpack サポート代行・支援サービス」を通じてご提供いたします。
「cloudpack サポート代行・支援サービス」については、『第6 章 サポート利用のお悩みを解決す
る「cloudpack サポート代行・支援サービス」』をご参照ください。
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第4 章「cloudpack 請求代行サービス」
ご利用上の基礎知識
本章では、「cloudpack 請求代行サービス」ご利用上の基礎知識について解説していきます。

4.1 ご請求とお振り込み
ご請求とお振り込みのスケジュール
「cloudpack 請求代行サービス」では、ご請求とお振り込みのスケジュールは以下になります。

AWSご利用月

AWS 利用料

翌月

請求

支払い

（=1日～末日）

INVOICE

ご利用月分AWS 利用料請求
※翌月7営業日頃に円建て支払額確定

ご利用月分AWS 利用料
請求書送付

請求

支払い

￥
お客様
ご利用分 AWS 利用
料お支払い

図 4.1 AWS ご利用料金のご請求の流れ

翌月・月初 : ご利用料金の確定（AWS）
お客様がご利用された AWS の利用料金は、毎月月初からの利用分について翌月・月初（日本時
間午前 9 時ごろ）を締め日として確定いたします。
翌月・月初 : ご利用料金の決済（cloudpack）
ご利用月の翌月・月初に AWS からcloudpack に対する請求が行われ、カード決済により
cloudpack からAWS への支払いが完了いたします。
翌月・月初 7 営業日以内 : お客様への請求額の確定（cloudpack）
ご利用月の翌月・月初 7 営業日以内にcloudpack からお客様への円建てでの請求額が確
定いたします。（AWS の請求スケジュールにより 8 営業日以降になる場合もあります）
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翌月・月初 10 営業日以内 : お客様に対する請求書の送付（cloudpack）
ご利用月の翌月・月初10 営業日以内にcloudpack において請求書を発行し、お客様へお
送りいたします。
翌月月末 : cloudpack に対するお振り込み（お客様）
ご利用月の翌月月末に請求額を、cloudpack 指定の口座にお振り込みいただきます。
AWS のご利用料金について
AWS のご利用料金の総額は、AWS マネージメントコンソールの「請求情報とコスト管理ダッシ
ュボード」よりお客様ご自身でご確認いただくことができます。
「cloudpack 請求代行サービス」の請求書がお手元に届く前に、ご利用料金の概算を確認す
る場合にご活用ください。
ご請求額について
「cloudpack 請求代行サービス」では、「3% 割引」の適用により一律で利用料金を 3% 割り引
きいたします。（AWS Marketplace で販売されているライセンスは対象外となります。）
「cloudpack 請求代行サービス」では、みずほ銀行の「外国為替公示相場ヒストリカルデータ」
（http://www.mizuhobank.co.jp/rate/market/historical.html

）で

発 表 されるUSドルの月中平均データにより、ご請求額の US ドルから日本円への換算を行っ
ています。
1 円未満の端数については、切り上げとなります。
請求書の発行について
「cloudpack 請求代行サービス」では、AWS アカウント単位で請求書を発行いたします。
1つ の AWS アカウント内に存在するシステム単位や環境単位で請求書を分けたい場合は、
AWS アカウントを独立する手続きが必要となります。AWS アカウントの独立に関しては、
「4.4 AWS アカウントの独立について」をご参照ください。
AWS 利用料金が発生しない月については、請求書を発行いたしません。
請求書の送付先について
「cloudpack 請求代行サービス」では、契約書の「ご請求先情報」にご記載の住所に請求書を送付
いたします。請求書の送付先に変更がある場合は、事前に営業担当までご連絡ください。
なお、「cloudpack 請求代行サービス」では、円建て請求書の郵送以外の送付方法はご利用い
ただくことはできません。
お支払いについて
「cloudpack 請求代行サービス」におけるお支払いは、請求書に記載の cloudpack 指定
口座に日本円でお振り込みください。
なお、「cloudpack 請求代行サービス」では、銀行振込以外の決済方法はご利用いただけま
せん。
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支払いサイトの変更
「cloudpack 請求代行サービス」では、ご利用月の翌月・月初締め、翌月末のお支払いとなりま
す。お客様の支払いサイトが異なる場合は、事前に営業担当までご相談ください。
係争や訴訟における関係
「cloudpack

請求代行サービス」における係争および訴訟に関する対応は、「cloudpack 請

求代行サービス利用規約」に従い、原則としてお客様と cloudpack との間にて行います。準拠法
は日本法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま
す。
不正使用（Abuse）通知について
お客様のAWS環境において、DoSなどの外部攻撃に利用されている場合や、アクセスキーが漏
洩した場合など、お客様でご提示のメールアドレス宛にAWSから迅速な対応を求める通知が
くることがあります。
対応はお客様にて迅速に行なっていただく必要がございます。対応いただけない場合は、アカ
ウント停止などの措置を取られる可能性があります。
また、フォローアップとして、弊社からお客様の緊急連絡先にご連絡させていただくことがござ
います。緊急連絡先には複数の連絡先を用意いただくなど、必ず連絡がつくものをご準備いた
だくようにお願いいたします。

4.2 AWS Cost and Usage Report のご利用制限について
「cloudpack 請求代行サービス」では「、
AWS Cost and Usage Report」機能を利用
する以下のサービスの利用をご希望の場合、別途手続きが必要となります。
• 時間毎やサービス毎に発生している利用料金の月の途中での確認
• コスト配分タグの設定

これらの機能は「AWS Cost and Usage Report」を有効にすることで利用が可能となりま
すが、
「cloudpack 請求代行サービス」では AWS の一括請求機能を利用しており、「AWS Cost
and Usage Report」を有効にしてしまうと他の AWS アカウントの使用量、コスト、タグへのア
クセスを適切に制限することができないため、これらの機能をご提供しておりません。
「cloudpack 請求代行サービス」で「AWS Cost and Usage Report」および関連す
る機能の利用をご希望の場合は、「4.4 AWS アカウントの独立について」をご参照くださ
い。

4.3 リザーブドインスタンスのご利用制限について
「cloudpack 請求代行サービス」では、リザーブドインスタンスの利用をご希望の場合、別途手続
きが必要となります。
リザーブドインスタンスは、お客様が初期費用を前払いすることでインスタンスの総費用を安価にす
る仕組みですが、「cloudpack 請求代行サービス」では AWS の一括請求機能を利用してい
るため、リザーブドインスタンスの値引き効果が「cloudpack 請求代行サービス」利用中のすべ
てのAWS アカウントに適用されます。
これにより、お客様ご利用中のインスタンスに対する値引き効果は希薄化し、インスタンス費用はほと
んど安くならない結果となります。万が一、リザーブドインスタンスを購入された場合、リザーブドイン
スタンスの売却やキャンセル、得られなかったコストメリットの返金はできかねますので、あらかじめご了
承ください。
「cloudpack 請求代行サービス」でリザーブドインスタンスご利用をご希望の場合は「、4.4.
AWS アカウントの独立について」をご参照ください。
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リザーブドインスタンスご購入の詳細については、ご購入前に必ず営業担当までご相談ください。
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4.4 AWS アカウントの独立について
「cloudpack 請求代行サービス」では、お客様ご利用の AWS アカウントは、原則として
cloudpack 請求代行用支払いアカウントに対して一括請求の設定を行います。これにより、お客
様のAWS アカウントは、cloudpack が受けるデータ転送量などのボリューム割引の 対象とな
ります。
以下の場合は一括請求の対象とすることができないため、お客様ご利用のAWS アカウントを
一括請求しないアカウント（以下「独立アカウント」）としてcloudpack で管理する必要があります。
• 時間毎やサービス毎に発生している利用料金を月の途中に確認する必要がある場合
• コスト配分タグを設定する場合
• リザーブドインスタンスを利用する場合

独立アカウントでは、AWS のボリューム割引の対象にはなりませんが、cloudpack 独自の
「3% 割引」は適用されます。

cloudpackアカウント
（請求代行サービス決済用）

請求代行

一括請求機能

cloudpack アカウント配下

独立アカウント

お客様専用 AWS アカウント

お客様専用 AWS アカウント

お客様
AWSアカウント管理

IAMユーザーのご利用

お客様
AWSアカウント管理

IAMユーザーのご利用

請求代行

○ 3% 割引
○ ボリューム割引
× リザーブドインスタス
× 請求の詳細確認

○
3% 割引
× ボリューム割引
○
リザーブドインスタンス
○
請求
の詳細確認
図 4.2 cloudpack アカウントと独立アカウント

ボリューム割引の詳細については、AWS の公式ドキュメント（http://docs.aws.
amazon.com/ja_jp/awsaccountbilling/latest/aboutv2/useconsolidate
dbillingdiscounts.html）をご参照ください。
アカウントの独立の申請については、『第9 章「cloudpack サポート代行・支援サービス」のご利
用』をご参照ください。
独立アカウントでリザーブドインスタンスをご利用の場合
支払いオプションに「一部前払い」もしくは「前払いなし」を指定したリザーブドインスタンスを独立ア
カウントでご利用の場合に、期間満了前に解約されるときは、残存期間のリザーブドインスタンス利
用料金は一括払いとなります。
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第5章「cloudpack 請求代行サービス」の導入
5.1 お申し込みと導入の流れ
「cloudpack

請求代行サービス」を導入は、以下のステップで進みます。
お申し込み

STEP.1
ヒアリング 事
項のご確認

STEP.2
申込書の
ご記入・ご送付

お手続き

STEP.3
ご契約

請求代行開始
新規に AWS アカウントを
開設する場合
管理者相当ユーザー
（IAM）の発行
ご利用中のAWS アカウントを
cloudpack に譲渡する場合

請求書の発行
3% 割引

AWS アカウント
の譲渡手続き

図 5.1 お申し込みからサービスご利用開始までの流れ

Step1. お申し込みに必要な事項のご確認
「cloudpack 請求代行サービス」のお申し込みには、以下の事項が必要となります。あらかじめ
ご確認をお願いいたします。
契約ドメインまたは サイト名、プロジェクト名など（必須事項）
お客様のサービスを特定するために利用いたします。
お支払い条件（必須事項）
原則として、翌月初締め翌月末払いとなります。他の条件をご希望の場合は営業担当までご相談く
ださい。
AWS Cost and Usage Report ご利用の有無（必須事項）
「cloudpack 請求代行サービス」においては、AWS Cost and Usage Reportを標
準ではご提供しておりません。
以下の場合は、AWS Cost and Usage Report の利用をご選択ください。
• 時間毎やサービス毎に発生している利用料金を月の途中に確認する必要がある場合
• コスト配分タグを設定する場合
AWS Cost and Usage Report をご利用の場合、AWS のボリューム割引の対象外と
なります。
リザーブドインスタンスご利用の有無（必須事項）
「cloudpack 請求代行サービス」においては、リザーブドインスタンスを標準ではご提供しており
ません。リザーブドインスタンスの利用をご希望の場合、あらかじめ以下の情報が必要となります。
• インスタンスタイプ
• 台数
• 購入日
• リージョン
• アベイラビリティゾーン
• OS
• リザーブドインスタンスタイプ
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リザーブドインスタンスをご利用の場合、AWS のボリューム割引の対象外となります。
サイトの内容またはサーバーインスタンスの用途（必須事項）
「cloudpack 請求代行サービス」契約対象となるサイトの内容またはサーバーインスタンス用途
をご確認ください。
AWS サービスを Amazon Web Services 適正利用規約
（https://aws.amazon.com/ jp/aup/ ）に反する目的でのご利用はできませ
ん。必ず事前にご一読ください。
cloudpack 技術サポート（必須事項）
「cloudpack 請求代行サービス」では、「cloudpack

サーバー監視・運用サービス」をご利用

ではないお客様に対して「cloudpack サポート代行・支援サービス」を無料でご提供しています。
「cloudpack サポート代行・支援サービス」のご利用の有無を、あらかじめご検討ください。
「cloudpack サポート代行・支援サービス」の詳細については、『第 6 章 サポート利用のお悩み
を解決する「cloudpack サポート代行・支援サービス」』をご参照ください。
お客様情報（必須事項）
「cloudpack 請求代行サービス」のお申し込みには、お客様の連絡先情報として以下の情報が必
要となります。
• 会社名
• ご担当者名
• 住所（郵便物が届くために必要なビル名や部屋番号などの情報もご記入ください）
• 部署
• 役職
• TEL
• FAX
• E-Mail
ご請求先情報
「cloudpack 請求代行サービス」のご請求書送付先および請求宛先が、「お客様情報」と異なる
場合は、「ご請求先情報」として以下の情報が必要となります。
• 会社名
• ご担当者名
• 住所（郵便物が届くために必要なビル名や部屋番号などの情報もご記入ください）
• 部署
• 役職
• TEL
• FAX
• E-Mail
AWS からのメール転送先
お客様情報にご登録いただいた担当者様以外に AWS からのメールの送付をご希望の場合
は、「AWS からのメール転送先」として以下の情報が必要となります。
• 会社名
• ご担当者名
• 部署
• 役職
• E-Mail
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ご利用開始日
「cloudpack 請求代行サービス」のご利用開始までに、以下のお手続き期間が必要となりま
す。
• 新規 AWS アカウントの場合 : 3 営業日
• ご利用中のAWS アカウントを移管する場合 : 約 1 ヶ月
これらの日数をお含み置きの上、ご希望の利用開始日をご検討ください。
Step2. 申込書のご記入・ご送付
Step1 で ご 確 認 い た だ い た 事 項 を 「 請 求 代 行 サ ー ビ ス お 申 込 書 （」
http://cloudpack.jp/ pdf/spinoffInvoiceApplicationForm.zip ）に
ご 記 入 い た だ き 、 cloudpack 営 業 担 当 ま で E メ ー ル で ご 送 付 く だ さ い （ 宛先：
sales@cloudpack.jp）。
Step3. ご契約
ご送付いただいた「請求代行サービスお申込書」の内容を確認した後、cloudpack 営業担当
から契約成立のご連絡をいたします。
新規に AWS アカウントを開設する場合は、契約成立後3 営業日以内に、ご担当者様に対し
てAWS の管理者相当の権限を持つユーザー（IAM）を発行いたします。ご利用中の
AWS アカウントを cloudpack に譲渡する場合は、譲渡手続き完了前にお客様の AWS
運用上必要なユーザーの作成をお願いいたします。
「cloudpack 請求代行サービス」のご利用開始
「3% 割引」の開始
新規に AWS アカウントを開設する場合は、契約が成立した月の AWS ご利用料金全額につ
いて、cloudpack からの請求となり、「3% 割引」の対象となります。
譲渡契約の成立日
月初

月末

請求月のすべてが『cloudpack 請求代行サービス』の対象
『3%割引』の対象

図 5.2 「3% 割引」の開始（新規に AWS アカウントを開設する場合）

ご利用中のAWS アカウントをcloudpack に譲渡する場合は、譲渡手続き完了前のご利用
分は AWS からの請求（「3% 割引」の対象外）となり、譲渡手続き完了後のご利用分は
cloudpack からの請求（「3% 割引」の対象）となります。
譲渡契約の成立日
月初

月末

契約日以前はAWSからの請求
『3%割引』の対象外

契約日以降が『cloudpack 請求代行サービス』の対象
『3%割引』の対象

図 5.3 「3% 割引」の開始（ご利用中の AWS アカウントを譲渡する場合）

請求書発行の開始
請求代行サービスに切り替えた月のご利用料金の請求書について、翌月から請求書を発行い
たします。
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5.2 AWS アカウントの譲渡手続き
お客様ご利用中のAWS アカウントで「cloudpack 請求代行サービス」をご利用いただく場
合は、お客様の AWS アカウントを cloudpack に譲渡していただく必要があります。
AWS

Customer

（ http://aws.amazon.com/jp/agreement/

Agreement
「 13.8 譲渡」において、アカウン
）

トの譲渡には AWS, Inc. の書面による承諾が必要とされているため、「cloudpack 請求代
行サービス」のご利用開始前にお客様、cloudpack、AWS の
3者間でAWS アカウント譲渡同意書を作成し、譲渡契約を締結いたします。
AWS アカウントの譲渡による稼働中のサービスへの影響はありません。また、契約手続きは無料
です。
譲渡手続きの前提
未払いが無いこと
譲渡対象のAWS アカウントに未払いの請求が無いことが AWS アカウント譲渡の前提と
なります。
AWS アカウントのお支払い履歴は、AWS マネジメントコンソール（https://console.
aws.amazon.com/billing/home#/paymenthistory/history）でご確認いただけ
ます。
月額利用料金が 5 万ドルを超えないこと
譲渡対象の AWS アカウントの月額利用料金が 5 万ドルを超えていないことが AWS アカ
ウント譲渡の前提となります。
支払い方法がカード払いになっていること
譲渡対象の AWS アカウントの支払い方法がカード払いになっていることが AWS アカウント譲
渡の前提となります。
カード払い以外の支払い方法をご利用されている場合は、譲渡手続き前にカード払いに変更し
ていただく必要があります。該当する AWS アカウントで「お問い合わせケース」をお客様ご自身
でご作成いただき、支払い方法の切替、請求書情報の変更を AWS サポートに対してご依頼くだ
さい。
リザーブドインスタンスご利用中の AWS アカウントの譲渡
AWS アカウント譲渡前に購入したリザーブドインスタンスは、譲渡後も継続してご利用可能です。
一括請求機能を利用してリザーブドインスタンスを複数のアカウントで共有している場合は、リザー
ブドインスタンスを共有しているすべてのAWS アカウントをcloudpack に譲渡いただく必要
があります。
AWS アカウント譲渡後もリザーブドインスタンスご利用の場合は、AWS アカウントの独立の手
続きが必要となります。詳細は「4.4 AWS アカウントの独立について」をご参照ください。
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譲渡手続きの流れ
AWS アカウントの譲渡手続きの流れは下記の図のようになります。
お客様

提示

譲渡に必要な情報

送付

譲渡申請書の作成

送付

譲
渡
契
約

送付

譲渡同意書の作成

譲渡同意書へのサイン

譲渡同意書へのサイン
送付

譲渡同意書の受領

移
管

送付

アカウント情報の更新

譲渡同意書の確認

送付

譲渡同意書の受領

譲渡同意書へのサイン
最終版の作成

送付

アカウント情報の更新

譲渡の完了

図 5.4 AWS アカウント譲渡手続きの流れ

cloudpack およびAWS が行う作業に通常3〜 4 週間の期間が必要となります。お客様
の作業で時間を要しますと、譲渡完了までの日数も長くなりますのであらかじめご了承ください。
1. 譲渡に必要な情報のご提示（お客様）
cloudpack スタッフに対して、譲渡同意書の作成に必要となる下記の情報のご提示をお願い
いたします。
• 譲渡するAWS アカウントの ID（12 桁の数字）
• 会社名（英語表記）
• 住所（英語表記）
• 譲渡の際にサインをいただく方の役職（英語表記 : 会社の代表権が必要となります）
• 譲渡の際にサインをいただく方のお名前（英語表記）
cloudpack では、いただいた情報を基に AWS への譲渡契約の申請を行います。
2. 譲渡同意書の作成（AWS）
AWS では、cloucpack が提出した申請に基づき、譲渡同意書を作成し cloudpack に
送付いたします。
cloudpack では、譲渡同意書の内容を確認し、問題が無ければお客様に送付いたします。
3. 譲渡同意書へのサイン（cloudpack）
cloudpack の代表者が譲渡同意書にサインをし、AWS に返送いたします。
4. 譲渡同意書へのサイン（お客様）
お客様の代表者様に譲渡同意書に対してサインをいただき、cloudpack に返送いただきま
す。
5. 譲渡同意書へのサイン、最終版の作成（AWS）
AWS の代表者がサインし、譲渡同意書の最終版が PDF で作成されます。
作 成 さ れ た PDF 版 の 譲 渡 同 意 書 は cloudpack を 通 し て お 客 様 に 送 付 さ れ 、
cloudpack で1通、AWS で1通それぞれ保管されます。到着した譲渡同意書は大切に保管を
お願いいたします。
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契約上の譲渡手続きは以上で完了ですが、実際に譲渡が完了し「cloudpack 請求代行サー
ビス」のご提供を開始するためには、お客様から cloudpack に対する AWS アカウントの
移管が必要となります。
6. AWS アカウント情報の更新（お客様）
AWS アカウントの移管に必要な更新をお客様に実施していただきます。
多要素認証（MFA）の解除
AWS アカウントを多要素認証（MFA）で保護している場合は、その解除をお願いいたします。
AWS ユーザー（IAM）の作成
お客様のAWS 環境で必要となるAWS ユーザー（IAM）の作成をお願いいたします。
仮パスワードの設定
AWS アカウントに cloudpack がログインするためのパスワードを設定していただきま
す。設定したパスワードは、安全な方法により cloudpack スタッフにお伝えください。
認証情報の切り替え
現状ルートアカウントの認証情報をご利用中の場合は、事前に IAM の認証情報に切り替え
をお願いいたします。
7. AWS アカウント情報の更新（cloudpack）
cloudpack スタッフが「cloudpack 請求代行サービス」の開始に必要な設定を AWS
アカウントに対して実施いたします。
• アカウント名変更
• メールアドレス変更
• パスワード変更
• 請求代行の開始に必要な設定（一括請求・支払方法の変更など）
この更新作業以降、AWS アカウント権限による作業は cloucpack が行うことになります。
以上で、AWS アカウント譲渡手続きは完了となります。
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第6章 サポート利用のお悩みを解決する
「cloudpack サポート代行・支援サービス」
6.1 「cloudpack サポート代行・支援サービス」とは
「cloudpack サポート代行・支援サービス」は、お客様の AWS 利用における一次問い合わせ
窓口として、以下のサポートサービスをご提供いたします。
代行サービス
「cloudpack サポート代行・支援サービス」では、以下の 2 つの代行サービスをご提供いたしま
す。
AWS アカウント権限作業代行
「cloudpack 請求代行サービス」でご利用中の AWS 環境に関する AWS アカウント権限
作業（請求関連の設定など）を代行いたします。
申請代行
上限緩和申請や侵入テスト実施申請など、お客様ご利用環境で必要となる AWS への申請作業
を代行いたします。
支援サービス
「cloudpack サポート代行・支援サービス」では、以下の 2 つの支援サービスをご提供いたしま
す。
仕様調査支援
AWS から提供されている豊富な公式ドキュメントをお客様が円滑に活用し、AWS サービスの機
能や仕様を適切に調査できるようにご支援いたします。
トラブルシューティング支援
お客様環境で発生したトラブルについて、お客様ご提供の情報を基に迅速な解決に向けた情報整
理のご支援および AWS に対する緊急問い合わせの代行を行います。
「cloudpack サポート代行・支援サービス」には、お客様のシステムに関するコンサルティングや運
用保守は含まれておりません。
AWS アカウント権限作業の代行を除き、お客様環境（AWS マネージメントコンソールやインスタン
スなど）へのログイン、参照、操作は、原則として行いません。

6.2

「cloudpack サポート代行・支援サービス」の仕組み

「cloudpack サポート代行・支援サービス」は、お客様に cloudpack 名義の AWS アカウ
ントをご利用いただくことで、cloudpack が契約している AWS エンタープライズサポートをお
客様が間接的にご利用いただける仕組みを実現しています。
cloudpack
cloudpack 名義のAWS アカウントをお客様にご提供いたします。お客様の AWS 利用に
おける一次問い合わせ窓口の役割を担います。
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お客様
cloudpack 名義 の AWS アカウントを管理者相当の権限を持つユーザーによりご利用いただ
きます。AWS のエンタープライズサポートを間接的にご利用いただけます。
AWS
お客様のサービスご利用はcloudpackによる利用として認識され、お客様に対するサポート も
cloudpack を介して提供されます。

代行のご依頼
完了報告
支援のご依頼

支援サービス

ご支援

仕様調査支援
トラブルシューティング支援

お客様

AWS アカウント

代行サービス
AWS アカウント権限作業代行
支援代行

AWS アカウント権限
作業の代行

申請の代行

エンタープライズ
サポート

問い合わせ
（必要時のみ）

サポート
アカウントの
利用

cloudpackサポート代行・支援サービス
図 6.1 「cloudpack サポート代行・支援サービス」の仕組み

お客様が AWS サポートを直接ご利用いただくことはできません。必ずcloudpack を通して
ご依頼・お問い合わせください。

6.3

「cloudpack」活用による AWS 活用の高度化

一般的な AWS 利用では、AWS 環境の構築や運用、監視および障害対応など、サービスの維持
に必要な全ての作業や管理をお客様自らの手で行わなければなりません。また、AWS を本格的に
活用するためには、数多くあるAWS のサービスの仕様を把握し、AWS のサポートセンターに対し
て各種の申請や問い合わせなどを行う必要も生じてきます。

監視
障害通知・管理
障害調査・対応

構築
運用

お客様が実施

AWS アカウント管理
AWS アカウント
権限作業の実施

お客様

仕様調査
AWS への申請
AWS への問い合わせ

など…

図 6.2 一般的な AWS 利用

Step Up1.「cloudpack サポート代行・支援サービス」の活用
「cloudpack サポート代行・支援サービス」をご利用いただくと、AWS アカウント権限による作業
の代行、AWS サポートに対する申請の代行、仕様調査の支援、トラブルシューティングの支援を受ける
ことができます。お客様は、cloudpack の間接的な支援を受けながら、
AWS 上でのサービスの構築、運用、維持に集中することができます。
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監視
障害通知・管理

お客様が実施

障害調査・対応
構築
運用
AWS アカウント権限
作業の代行

仕様調査

AWSアカウント管理
お客様

代行サービスのご依頼
申請の代行

エンタープライズ
サポート

支援サービスのご依頼
問い合わせ代行

仕様調査のご支援
トラブルシューティングのご支援

cloudpackサポート代行・支援サービス
図 6.3 「cloudpack サポート代行・支援サービス」の活用

「cloudpack サポート代行・支援サービス」では、代行サービスの実施に必要な場合を除いてお
客様のAWS アカウントにログインすることはありません。トラブルシューティング支援などの支援サー
ビスにおいては、お客様がご依頼時にご提供いただく情報のみで確認し、回答いたします。
以下の作業や調査をご希望の場合は、「cloudpack サーバー監視・運用代行サービス」をお
申し込みください。
• AWS マネジメントコンソールにログインしての調査
• インスタンスにログインしての調査
• AWS コマンドラインツール（AWS CLI）による調査、など
Step Up2.「cloudpack サーバー監視・運用サービス」の活用
「cloudpack サーバー監視・運用サービス」をご利用いただくと、お客様自身で日夜行っているイン
スタンスの監視、ネットワークやインスタンスの構成変更・OS やミドルウェアの設定変更など AWS
環境に関わる作業を cloudpack が実施いたします。cloudpack の 先 進的なサポートに
より、お客様はサービスの運営、拡大に集中することができます。

障害通知・管理

監視

復旧作業のご依頼

障害調査対応
構築

お客様

運用

AWSアカウント管理

作業のご依頼

AWS アカウント権限
作業の代行

エンタープライズ
サポート

各種ご相談
申請の代行

コンサルティング
オプション

問い合わせ代行
仕様調査

cloudpackサーバー監視・運用サービス

図 6.4 「cloudpack サーバー監視・運用サービス」の活用

「cloudpack サーバー監視・運用サービス」の詳細については「、
cloudpack サーバー監視・運
用サービス」公式サイト（https://cloudpack.jp/service/spinoff/maintenance.
html）をご参照ください。
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6.4 お申し込みと導入の流れ
「cloudpack 請求代行サービス」では、「cloudpack

サーバー監視・運用サービス」をご利用

ではないお客様に対して「cloudpack サポート代行・支援サービス」を無料でご提供していま
す。
「cloudpack 請求代行サービス」ご契約後、「cloudpack サポート代行・支援サービス」用の
サポートアカウントをお客様ご自身で作成いただくことで、即日ご利用いただくことができます。

即日

サポート ア
カウント作
成

ご契約

サポート代行開始

（お客様）

代行サービス

支援サービス

AWS アカウント
権限作業代行 申
請代行

仕様調査支援
トラブルシューテ
ィング支援

図 6.5 お申し込みと導入の流れ

サポートアカウントの作成およびご利用開始については、『第11章「cloudpack サポート」サイトの
ご利用方法』をご参照ください。

「cloudpack
スレベル目標
6.5

サポート代行・支援サービス」におけるサービ

「cloudpack 請求代行サービス」では、サービス品質を高く維持するために、主要な作業に対し
てサービスレベル目標（SLO: Service Level Objective）を定めています。
「cloudpack サポート代行・支援サービス」の提供時間
サポート受付 :
24 時間 365 日（「cloudpack サポート」サイトよりお問い合わせください）
サポート対応 :
平日10:00 〜19:00
「cloudpack サポート代行・支援サービス」におけるサービスレベル目標
サポートサービスの種類

サービスレベル目標

代行サービス

サポートに必要な情報が揃ってから
3 営業日以内に完了

支援サービス

サポートに必要な情報が揃ってから
3 営業日以内に完了

支援サービスのうち「トラブルシューティング支援」については、優先度「緊急」のご依頼（ご依頼時点でサー
ビスに影響が出ているものに限る）の受信から15 分以内に一次回答を行うことを目標として
います。
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「cloudpack サポート代行・支援サービス」における責任
共有モデル
6.6

「cloudpack サポート代行・支援サービス」においては、「cloudpack サポート代行・支援サー
ビス責任共有モデル」に基づき、お客様と cloudpack で以下の通り分担いたします。
お客様

代
行

作業代行に必要な情報のご提示

AWS アカウントの管理

申請代行に必要な情報のご提示

AWS アカウント権限作業の代行

適切な納期指定によるご依頼

AWS に対する申請の代行

AWS リソースの管理
AWS リソースの操作
公式ドキュメントなどの調査
仕様調査支援に必要な情報のご提示

支
援

仕様調査のご支援

トラブルシューティング支援に必
要な情報のご提示
適切な納期指定によるご依頼

トラブルシューティングのご支援

トラブルシューティングの実施
AWS に関するセキュリティ管理

図 6.6 cloudpack サポート代行・支援サービス 責任共有モデル

代行サービスにおける分担
「cloudpack サポート代行・支援サービス」の代行サービスでは、お客様ご利用の AWS アカウ
ントをcloudpack が管理し、AWS アカウント権限の必要な作業やAWS サポートへの申
請をcloudpack が行います。
• AWS アカウントの管理
• AWS アカウント権限作業の代行
• AWS に対する申請の代行
お客様には、作業や申請に必要な情報のご提示および適切な納期のご指定をお願いいたし
ます。
• 作業代行に必要な情報のご提示
• 申請代行に必要な情報のご提示
• 適切な納期指定によるご依頼
代行サービスに必要な情報や納期の標準日数については、「9.1 代行サービス」をご参照くださ
い。
cloudpack は、上記の分担に基づいて、AWS アカウントの適切な管理および運営をご支
援いたします。
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支援サービスにおける分担
「cloudpack サポート代行・支援サービス」の支援サービスでは、お客様ご提示の情報を基に仕様
調査やトラブルシューティングのご支援を cloudpack が行います。
• 仕様調査のご支援
• トラブルシューティングのご支援
お客様には、AWS リソースの管理および操作、ご支援に必要な情報のご提示および適切な納
期のご指定をお願いいたします。
• AWS リソースの管理
• AWS リソースの操作
• 公式ドキュメントなどの調査
• 仕様調査支援に必要な情報のご提示
• トラブルシューティング支援に必要な情報のご提示
• 適切な納期指定によるご依頼
• トラブルシューティングの実施
• AWS に関するセキュリティ管理
支援サービスに必要な情報や納期の標準日数については、「9.2 支援サービス」をご参照くだ
さい。
cloudpack は、上記の分担に基づいて、お客様の AWS 環境活用をご支援いたします。
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第7章「cloudpack サポート代行・支援サービス」活
用に必要な基礎知識
7.1 「cloudpack サポート代行・支援サービス」利用に必要な基 礎

知識
「cloudpack サポート代行・支援サービス」では、お客様の AWS ご利用を以下のように間接
的にご支援いたします。
• 代行サービスにおいては、「AWS アカウント権限が必要な作業」の代行に必要な場合を除い
てお客様のAWS アカウントにログインすることはありません。
• 支援サービスにおいては、お客様がご依頼時にご提供いただく情報のみで確認し、回答いた
します。
「cloudpack サポート代行・支援サービス」を効果的にご利用いただくためには、以下のような
AWS に関する基礎的な知識（AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト相当）が必要とな
ります。
1. AWS に関連する用語と概念を理解している。
2. AWS が提供する以下の基盤サービスを使った Web システムを構築および運用すること
ができる。
• Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）
• Amazon Virtual Private Cloud（VPC）
• Amazon Simple Storage Service（S3）
• Amazon Elastic Block Store（EBS）
3. AWS が提供する以下の増強・縮退サービスを利用して Web システムの性能の増強や縮
退をすることができる。
• Elastic Load Balancing（ELB）
• Auto Scaling
4. AWS が提供する以下の監視ツールを利用して Web システムの性能監視やログの収集を
することができる。
• Amazon CloudWatch
5. AWS が提供する以下のデータベースサービスについて理解している。
• Amazon Relational Database Service（RDS）
• Amazon DynamoDB
6. AWS が提供する以下の管理ツールについて理解している。
• AWS Identity and Access Management（IAM）
• AWS Trusted Advisor
7. AWS が提供するセキュリティのベストプラクティスを十分に理解している。
8. Web システムのバックアップ・リカバリに関する実務経験を有している。

29

cloudpack 請求代行活用 ホワイトペーパー

9. パブリッククラウドの利用に必要な一般知識を理解している。
• ネットワークシステムの基礎知識
• クラウドコンピューティングの基礎知識
• 分散システムの基礎知識
• 多層アーキテクチャの基礎知識
• 英語ドキュメントの読解に必要な基礎知識
上記以外のAWS サービスをご利用の場合は、そのサービスの基礎的な概念と利用方法につ
いてご理解いただいていることが、「cloudpack サポート代行・支援サービス」ご提供の前提と
なります。

「cloudpack サーバー監視・運用サービス」による技

7.2

術サポート
AWS の基礎的な知識に不安があるお客様には、サービスの運営、拡大に集中していただくため
に「cloudpack サーバー監視・運用サービス」のご利用をお奨めいたします。
「cloudpack サーバー監視・運用サービス」では、AWS クラウド上で稼働するアプリケーション
やインフラストラクチャの設計・導入・運用に必要なスキルと技術知識を有するエンジニアがお客様を
技術面からご支援し、お客様のシステムの効率的で安定した運用を実現いたします。
「cloudpack サーバー監視・運用サービス」の詳細については「、
cloudpack サーバー監視・運
用サービス」公式サイト（https://cloudpack.jp/service/spinoff/maintenance.
html）をご参照ください。
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第8 章「cloudpack サポート」サイトのご利用方法
8.1 「cloudpack サポート」アカウントの登録
「cloudpack サポート代行・支援サービス」は「cloudpack サポート」サイト（https://
support.cloudpack.jp/ ）を通じてご提供しています。ご利用に先立ち「cloudpack
サポート」のアカウント登録をお願いいたします。
「cloudpack サポート」のアカウント登録の手順については、「付録 2. cloudpack サポート
登録手順」をご参照ください。

8.2

「cloudpack サポート」サイトのご利用方法

サポートリクエストの送信方法
「cloudpack サポート」サイトにログイン後、画面右上の「リクエストを送信」をクリックすることで、
「cloudpack サポート」に対する依頼を行うことができます。

図 8.1 「cloudpack サポート」サイトのメニュー（リクエストを送信）

「リクエストを送信」画面で下記項目をご記入ください。
各種ご依頼における「リクエスト概要」「優先度」「サポート種別」「詳細」の記入内容について『、第9 章
「cloudpack サポート代行・支援サービス」のご利用』で解説しています。ご依頼時にはあらかじめ
ご参照ください。
CC
「cloudpack サポート」へのご依頼内容をご登録メールアドレス以外にも送信する場合は、そのメー
ルアドレスをご記入ください。
リクエスト概要（必須）
ご依頼の概要をご記入ください。
優先度（必須）
リクエストの優先度をご記入ください。優先度は以下を目安にご選択ください。
• 緊急 : 本番稼働しているサービスにサービス停止またはレスポンスの悪化等の影響が出ている
• 高

場合（開発中や検証中の環境を除きます）
: 概ね 1-2 営業日以内に一次回答が必要な場合

• 普通: 概ね 3 営業日以内に一次回答が必要な場合
• 低

: 概ね 5 営業日以内に一次回答が必要な場合

なお、「緊急」および「高」を設定される場合は、背景情報を具体的に付記ください。
サポート種別（必須）
サポート種別をご選択ください。
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会社名
会社名をご記入ください。

お名前（必須）
お名前をご記入ください。
プロジェクト名
対象となるプロジェクト名をご記入ください。
AWS アカウント ID
対象となるAWS アカウント ID（12 桁）をご記入ください。
詳細（必須）
ご依頼に必要な詳細情報をご記入ください。
添付ファイル
リクエストに関するファイルを添付することができます。
「送信」ボタンをクリックすると、お客様のリクエストが cloudpack スタッフに送信されます。
送信いただいたリクエストは、cloudpack スタッフが確認の上すみやかに対応いたします。
「cloudpack サポート代行・支援サービス」のサービスレベルについては、『6.5
「cloudpack サポート代行・支援サービス」におけるサービスレベル目標』をご参照ください。
既存のサポートリクエストのご確認方法
既存のサポートリクエストをご確認する場合は、「cloudpack サポート」にログイン後、画面右上
の「リクエスト一覧」をクリックしてください。

図 8.2 「cloudpack サポート」サイトのメニュー（リクエスト一覧）

お客様が登録したリクエストやお客様が CC に含まれているリクエストをご確認いただくことが
できます。
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第9章「cloudpack サポート代行・支援サービス」の
ご利用
「cloudpack サポート代行・支援サービス」のご利用は「、
cloudpack サポート」サイトにて承っ
ております。

9.1作業代行サービス
9.1.1 AWS アカウント設定の代行
AWS アカウント設定の代行では、「cloudpack 請求代行サービス」でご利用中の AWS 環境
に関するAWS アカウント設定作業（請求関連の設定など）を代行いたします。
AWS からの通知メールアドレス変更
AWS からの通知メールを受信するメールアドレスの変更作業を代行いたします。
標準日数（サービスレベル目標）:
作業に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

AWS からの通知メールアドレス変更

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

作業代行

依頼に必要な詳細情報

通知先のメールアドレス

リザーブドインスタンスの購入（独立アカウントのみ）
リザーブドインスタンスの購入作業を代行いたします。
リザーブドインスタンスの購入は独立アカウントをご利用の場合のみ可能です。
標準日数（サービスレベル目標）:
作業に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

リザーブドインスタンスの購入

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

作業代行

依頼に必要な詳細情報

• ご担当者名
• ご連絡先メールアドレス

アカウントの独立作業
アカウントの独立作業を代行いたします。
アカウントの独立の詳細については「、4.4 AWS アカウントの独立について」をご参照ください。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

アカウントの独立申請

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• AWS ID

9.1.2設定作業の代行
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AWS アカウント権限作業代行では、「cloudpack 請求代行サービス」でご利用中の AWS 環
境に関するAWS アカウント権限作業（CloudFrontキーペアの作成など）を代行いたします。
CloudFront キーペアの作成
CloudFront において、署名付き URL や署名付きCookie を利用するために、
CloudFront キーペアの作成作業を代行いたします。
標準日数（サービスレベル目標）:
作業に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

CloudFront キーペアの作成

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

作業代行

依頼に必要な詳細情報

通知先のメールアドレス
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コスト配分タグの設定（独立アカウントのみ）
AWS の利用コストを追跡するための「コスト配分タグ」の設定作業を代行いたします。コスト配分
タグの設定は独立アカウントをご利用の場合のみ可能です。
標準日数（サービスレベル目標）:
作業に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

コスト配分タグの設定

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

作業代行

依頼に必要な詳細情報

設定するタグ名

コスト配分タグの 詳細につ いては 、「コスト配 分タグの使用」
（https://docs.aws.
amazon.com/ja_jp/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloctags.html）

をご参照ください。
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9.1.3 申請代行
申請代行では、上限緩和や侵入テスト実施など、お客様ご利用環境で必要となるAWS への
申請作業を代行いたします。上限緩和を申請いただく際には、申請する理由や背景を記載してい
ただきますようお願いいたします。ご依頼事例の多いものについては必要項目をナビゲートするフォ
ームを用意しております。プルダウンより選択の上、ご利用ください。
※AWS Service Quotasより、一部の申請において、お客様にて直接AWSに申請可能に
なりました。しかしながら、申請事項に対して不備などがあった場合に、英語でAWSとやりと
りをする必要があります。引き続き、当申請代行サービスをご利用いただくことを推奨いたし
ます。
上限緩和申請（EC2 インスタンス数）
EC2 インスタンス数の上限緩和申請を代行いたします。
EC2 インスタンス数の上限については、「付録 3. AWS におけるサービス制限」をご参照くださ
い。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

上限緩和申請（インスタンス数）

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• リージョン
• インスタンスタイプ
• 希望する上限値
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上限緩和申請（EIP）
EIP（Elastic IP）の上限緩和申請を代行いたします。
EIP の上限については、「付録 3. AWS におけるサービス制限」をご参照ください。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

上限緩和申請（EIP）

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• リージョン
• 希望する上限値

上限緩和申請（RDS）
RDS（Relational Database Service）における DB インスタンス数の上限緩和申請を
代行いたします。
DB インスタンス数の上限については、「付録 3. AWS におけるサービス制限」をご参照くださ
い。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

上限緩和申請（RDS）

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• リージョン
• インスタンスタイプ
• 希望する上限値
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上限緩和申請（セキュリティグループ）
VPC（Virtual Private

Cloud）におけるセキュリティグループ数の上限緩和申請を代行いた

します。
セキュリティグループの上限については、「付録 3. AWS におけるサービス制限」をご参照くださ
い。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

上限緩和申請（セキュリティグループ）

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• リージョン
• 希望する上限値

上限緩和申請（Lambda 関数）
Lambda 関数の同時実行数の上限緩和申請を代行いたします。
Lambda 関数の同時実行数の上限については、「付録 3. AWS におけるサービス制限」を
ご参照ください。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

上限緩和申請（Lambda 関数）

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• リージョン
• 希望する上限値
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侵入テスト実施申請
侵入テストの実施申請を代行いたします。
AWS の利用規約においては、セキュリティ違反やネットワーク不正使用が禁じられており、
AWS 環境に対する侵入テストを行うためには、事前に AWS への許可申請を行う必要があ
ります。
AWS に対する侵入テストへのポリシーについては、https://aws.amazon.com/jp/
security/penetration-testing/ をご参照ください。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

侵入テスト実施申請

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• テスト対象のインスタンスが存在する
AWS リージョン
• テスト対象のインスタンス ID
• テスト対象のインスタンスの IP アドレス
• テスト元 IP アドレス（第三者テスト機関の
IP アドレス）
• テストで想定される秒間の転送量
（わからなければ不明で結構です）
• 開始日時時刻（タイムゾーン含む）
• 終了日時時刻（タイムゾーン含む）

ELB と Auto Scaling 環境の場合、「テスト対象のインスタンスの IP アドレス」に ELB の
DNS Name を、「テスト対象のインスタンス ID」に「This environment is using Auto
Scaling and we cannot be sure of instance IDs 」と Auto Scaling を利用
している旨記述した上でAuto Scaling グループ名と申請時に確認可能なインスタンス ID を
記載してください。
API Gateway/Lambda または Cloudfront をテストする場合には、以下の追加情
報が必要となります。
• API or Cloudfront Distribution ID:
• Region:
• Source IPs (if a private IP is provided, please advise if this is
an AWS IP, include account if different, or an On Prem IP):
• Duration for this pen-test:
• Do you have an NDA with AWS?
• If a Third party is performing the testing (source), does AWS
have an NDA with this entity?
• What is your expected peak traffic (i.e. 10rps, 100000rps)?
• What is your expected peak bandwidth (i.e. 0.1Mbps, 1Mbps,
etc)?
• Test details/strategy:
• What criteria/metrics will you monitor to ensure the success of
the pen-test?
• Do you have a way to immediately stop the traffic if we/you
discover any issue?
• 2 Emergency contact:
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ELB 暖機申請
特定の日時に急激なトラフィックの増加が予想される場合に、事前に ELB（Elastic Load
Balancing）の暖機申請を代行いたします。
暖機申請を行うことで、指定した日時に発生する大規模なトラフィックを ELB が適切に処理する
ことができるようになります。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

ELB 暖機申請

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• リージョン
• ELB名
• FQDN
• 予測されるリクエスト数（requests/ 秒）
• 1リクエストあたりのリクエスト + レスポンス
サイズ（bytes）、 または想定スループット
（bit/ 秒）
• 暖機が必要となる期間
（タイムゾーン含む）
• HTTPS 利用の有無（利用する場合には
HTTPとHTTPS の割合）
• 利用する AZ（アベイラビリティ・ゾーン） の数
（現在ご利用中の AZ の数から変更予定が
ある場合は、その旨をご記載ください）
• バックエンドインスタンスでの Keepalive 設定の有無
• イベント日までにバックエンド EC2インスタ
ンス数を増強する予定の有無（増強する場
合は日程および増強数をご記載ください）
• トラフィックパターンの見込み（どのくらいの
期間でどのくらいトラフィックが上がるかを
ご記載ください）
• ユースケース（どのような用途でのご利用
かご記載ください）

バックエンドWeb サーバーの keep-alive 有効化によって ELB のパフォーマンスが向上
しますので、有効化することを推奨いたします。
マルチAZ の ELB の場合、両 AZ にバックエンドインスタンスを立ち上げた上でご申請くださ
い（。バックエンドインスタンスが用意されていない場合、申請が許可されません）
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メール送信緩和申請および逆引き申請
EC2 インスタンスから外部へのメール送信に関する緩和申請および逆引き申請を代行いたしま
す。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

メール送信緩和申請および逆引き申請

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• 対象の EIP の IP アドレス
• 対象の EIP に紐づくドメイン名

その他の申請代行
cloudpack サポートでは、上記以外の申請についても代行しております。
標準日数（サービスレベル目標）:
申請に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

申請代行（その他）

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

申請代行

依頼に必要な詳細情報

• 申請の概要
• 申請に必要な情報
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9.2

支援サービス

仕様調査支援
仕様調査支援では、AWS から提供されている豊富な公式ドキュメントをお客様が円滑に活用
し、AWS サービスの機能や仕様を適切に調査できるようにご支援いたします。
標準日数（サービスレベル目標）:
支援に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

AWS サービスや機能に関するHow to
やご質問

優先度

普通・低のいずれかをご選択ください

サポート種別

仕様調査支援

依頼に必要な詳細情報

• AWS サービス名
• 参照した公式ドキュメント

トラブルシューティング支援
トラブルシューティング支援では、お客様環境で発生したトラブルについて、お客様ご提供の情報を基
に迅速な解決に向けた情報整理のご支援および AWS に対する緊急問い合わせの代行を行
います。
トラブルシューティングのご支援（EC2 ヘルスチェック）
EC2 ヘルスチェックに関するトラブルシューティングのご支援をいたします。
標準日数（サービスレベル目標）:
支援に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

トラブルシューティング支援（EC2 ヘルスチェ
ック）

優先度

高・普通・低からご選択ください。現時点でサ
ービスに影響が出ている場合のみ「緊急」をご
選択ください

サポート種別

トラブルシューティング支援

依頼に必要な詳細情報

• AWS サービス名
• リージョン
• リソース ID またはリソース名
• 発生時間帯（タイムゾーン含む）
• ログ情報（ご提示可能な場合）
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トラブルシューティングのご支援（AWS API、AWS SDK）
AWS API、AWS SDK に関するトラブルシューティングのご支援をいたします。
標準日数（サービスレベル目標）:
支援に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

トラブルシューティング支援（AWS API、
AWS SDK）

優先度

高・普通・低からご選択ください。現時点でサ
ービスに影響が出ている場合のみ「緊急」をご
選択ください

サポート種別

トラブルシューティング支援

依頼に必要な詳細情報

• AWS サービス名
• リージョン
• リソース ID またはリソース名
• 発生時間帯（タイムゾーン含む）
• ログ情報（ご提示可能な場合）

トラブルシューティングのご支援（AWS のリソースに関する操作または体系の問題）
AWS のリソースに関する操作または体系の問題に関するトラブルシューティングのご支援をいたし
ます。
標準日数（サービスレベル目標）:
支援に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

トラブルシューティング支援（AWS のリソ
ースに関する操作または体系の問題）

優先度

高・普通・低からご選択ください。
現時点でサービスに影響が出ている場合の
み「緊急」をご選択ください

サポート種別

トラブルシューティング支援

依頼に必要な詳細情報

• AWS サービス名
• リージョン
• リソース ID またはリソース名
• 発生時間帯（タイムゾーン含む）
• ログ情報（ご提示可能な場合）
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トラブルシューティングのご支援（AWS Management Console、他のAWSツール）
AWS Management

Console、他のAWS ツールに関するトラブルシューティングのご支

援をいたします。
標準日数（サービスレベル目標）:
支援に必要な情報が揃ってから 3 営業日
cloudpack サポートにおける記載事項 :
リクエスト概要

ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ 支 援 （ AWS
Management Console 、他 の AWS
ツ ール）

優先度

高・普通・低からご選択ください。
現時点でサービスに影響が出ている場合の
み「緊急」をご選択ください

サポート種別

トラブルシューティング支援

依頼に必要な詳細情報

• AWS サービス名
• リージョン
• リソース ID またはリソース名
• 発生時間帯（タイムゾーン含む）
• ログ情報（ご提示可能な場合）

44

cloudpack 請求代行活用 ホワイトペーパー

付録 1 参考となる情報やドキュメント
cloudpack に関する情報
• cloudpack 請求代行サービス利用規約
https://cloudpack.jp/term/invoice
.html
• cloudpack プライバシーポリシー
https://cloudpack.jp/priv
acy/

AWS に関する情報
AWS の利用に関する情報
• Amazon Web Services 適正利用
規約
https://aws.amazon.com/jp/a
up/
• AWS 料金表
https://aws.amazon.com/jp/prici
ng/
• 侵入テストに関するポリシー
https://aws.amazon.com/jp/security/penetrationtesting/
AWS の基礎知識に関する情報
• AWS ドキュメント
https://aws.amazon.com/jp/documenta
tion/
• AWS ホワイトペーパー
https://aws.amazon.com/jp/whitepa
pers/
• AWS クラウドサービス活用資料集
https://aws.amazon.com/jp/aws-jpintroduction/
• AWS トレーニングと認定
https://aws.amazon.com/jp/train
ing/

45

cloudpack 請求代行活用 ホワイトペーパー

46

cloudpack 請求代行活用 ホワイトペーパー

付録2 AWS におけるサービス制限
AWS サービスに対する制限については、AWS サービス制 限（http://docs.aws.
amazon.com/ja_jp/general/latest/gr/aws_service_limits.html）をご参照くだ
さい。
ここでは「cloudpack サポート代行・支援サービス」で代行する上限緩和申請の対象となる制限
のうち、主要なものをご紹介いたします（2017 年9月時点）。

EC2 の制限
EC2 インスタンス数
インスタンスタイプによって異なります。詳細については、「よくある質問 Q: Amazon
EC2 で実行できるインスタンス数に上限はありますか ?（ https://aws.amazon.com/
jp/ec2/faqs/#How_many_instances_can_I_run_in_Amazon_EC2 ）」
をご参照ください。
Elastic IP アドレス（EIP）
1リージョンあたり 5アドレス

RDS
DBインスタンス
1リージョンあたり 40インスタンス

VPC の制限
セキュリティグループ
1VPC あたり1000
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http://cloudpa
ck.jp/

お問い合わせ

sales@cloudpac
k.jp 0120-677989

運営 アイレット株式会社

東京都港区虎ノ門 1-231 虎ノ門ヒルズ森タワー
7F
http://www.iret.co.
jp/

