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第１章 本書について 

 

本書は、オノコムクラウド・サーバーサービス（以下、「当サービス」といいます。）のサービス仕様について、説明を

する資料となります。内容はお客様からのお問い合わせなどによって、都度フィードバックされます。また、当サー

ビスについての契約事項については別途約款及び、操作方法等については操作説明書などをご参照ください。 

 

第２章 オノコムクラウド・サーバーサービスとは 

 

当サービスは、Amazon Web Services（以下、「AWSクラウド」といいます。）が提供するEC2 を構築及び運用を行い

お客様にサーバーリソースを提供するサービスです。本章では当サービスの概要を説明します。 

Amazon Web Services、"Powered by Amazon Web Services"ロゴ、およびかかる資料で使用されるその他の AWS

商標は、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。 

 

第１章 申し込み等について 

 

当サービスでは、利用開始、及び契約変更、解約など、すべてにおいて書面による申し込みが必要となります。お

申し込み方法について下記に説明します 

 

第１節 アカウント作成からサーバー利用開始まで 

 

第１項 アカウントの作成について 

 

初めて当サービスを利用される場合、アカウント開設のための申し込みが必要となります。別紙「オノコムクラウド

利用申込書」に必要事項を記載の上、FAX 及び PDF をメール送信、又は本書の郵送などにてお申し込みくださ

い。 

 

第２項 サーバーの申し込みについて 

 

アカウントを開設後に、サーバーサービスの利用を申し込みされるには、始めにお見積書を取得頂く必要がありま

す。お見積書は担当の営業もしくは代表お問い合わせより、問い合わせの上取得ください。申込については、基本

お見積書を契約者からの発注書として、作り替えて頂き、会社名、ご担当者名と法人角印を捺印の上、FAX 及び

PDF をメール送信、又は本書を郵送などにてお申し込みください。 

 

第３項 サーバーの納期について 

 



オノコムクラウドサービス仕様書 

5 / 10 

サーバーの作成はお申し込みより、1 営業日以内に納品いたします。但し、お見積ご提示に別途納期の提示、及

び契約者との打合せの上、仕様上の問題等で別途期間が掛かる場合はこの限りではありません。 

 

第４項 サーバーの構築設定について 

 

サーバーの初期構築には所定の初期費用以外の設定費用はかかりません。また、OS の導入に関しましてもプリ

セット仕様の OS をご選択いただく場合は、費用はかかりません。しかし、OS 内部のアカウント設定や、初期設定、

または別途ご指定の OS をインストールする場合などは別途費用が必要となります。 

 

第５項 設定書の送付 

 

アカウントの作成及びサーバーの作成が完了したら、当社より設定書をメールにて送付いたします。設定書受領

日より利用いただけます。 

 

第２節 契約変更について 

 

第１項 契約変更の申し込みについて 

 

ご契約の変更にはお見積書を取得頂く必要があります。お見積書は担当の営業もしくは代表お問い合わせより、

問い合わせの上取得ください。申込については、基本お見積書を契約者からの発注書として、作り替えて頂き、会

社名、ご担当者名と法人角印を捺印の上、FAX 及び PDF をメール送信、又は本書を郵送などにてお申し込みくだ

さい。 

 

第２項 スペックの変更について 

 

サーバーのスペック変更には設定費用が別途必要となります。また、変更の内容によっては下記に説明するとお

り、サーバーの再起動及び再構築が必要となるものがあります。中には変更が行えない種類のものもあり、下記

に併せて説明します。 

 

１）サーバーの再起動のみで対応が可能な変更 

 インスタンスタイプの変更 

 ディスクの追加（ディスク領域の拡張ではなく、新規ディスクの追加） 

 NIC の追加 

 

２）サーバーの再構築が必要 

 OS 種別の変更 
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 インスタンスファミリーの変更 

 

３）変更できないもの 

 既存ディスクの縮退（対応する場合は、容量が小さい新規ディスクに内容をコピーしてのサーバー再構築と

なります。対応費用は別途見積となります。） 

 

第３節 解約について 

 

第１項 解約の申し込みについて 

 

解約のお申し込みには書面によるお申し込みが必要となります。下記の WEB サイトより解約申請書を取得の上、

記入例に従いご記入の上、FAX 及び PDF をメール送信、又は本書を郵送などにてお申し込みください。 

 

WEB サイト 

https://www.onocomm.jp/ 

 

第２項 解約日について 

 

解約日は、解約申請書に記入をされた解約希望日か、解約申請書を当社が受け取った日より 1 ヶ月後の月末の

遅い方を解約日とします。 

 

第２章 課金、請求と支払いについて 

 

当サービスでは、すべての料金が月額固定で利用出来ます。課金及び請求や支払い方法について下記に説明し

ます。料金については別途 WEB サイト（https://www.onocomm.jp/）より料金表をご確認ください。 

 

第１節 申込日と利用開始日について 

 

契約者より当社へお申込書を送付頂いた日が申込日となり、当社より設定書をお送りした日が利用開始日となり

ます。 

 

第２節 課金について 

 

第１項 課金起算日について 

 

課金の起算日は、利用開始日の翌月 1 日とします。利用開始日より同月の末日までは無償でご利用いただけま
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す。 

 

第２項 課金期間について 

 

毎月 1 日から末日までを課金対象とします。その後、毎月自動更新となります。年払いオプションを選択時は、次

回更新時に同様の条件にて自動更新となります。 

 

第３項 解約月の扱いについて 

 

解約月の日割り計算は行いません。 

 

第４項 低利用期間について 

 

低利用期間は、課金起算日より 1 ヶ月とします。年払いオプションを選択している場合は、課金起算日より 1 年

乃至は 3 年となります。 

 

第５項 契約変更時の課金の扱い 

 

サーバーのスペック変更や、オプションの追加申込時は、変更実施日及び追加されたサービスの利用開始日の翌

月 1 日を課金起算日とします。 低利用期間、及び解約月の扱いについては前項３、４と同じとなります。 

また、年払いオプションを利用しているサーバーに付随するスペック変更及び年払い割引対象となるオプションの

追加については、年払い割引オプションを受けているサーバーの契約期間を基準とし、課金起算日となる日から、

サーバー残期間と同期間分をご請求します。また、すでに年払いでお支払いをいただいているオプションの解約に

よる返金、及びスペック縮退による返金は受付出来ません。 

 

第６項 年払いオプションについて 

 

年払いオプションの割引対象は、サーバーのインスタンスと、保守サポートのみとなります。その他の、初期設定

費用等に類する初期費用、OS ライセンス費用、ドメイン名、SSL 証明書費用、その他費用等は割引の対象となり

ません。 

 

第３節 請求について 

 

第１項 請求書について 

 

課金該当月の 1 日より末日までのご利用分を、該当月の末日にて締めご請求します。請求書については、翌月 5
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営業日以内に郵送もしくは契約者が希望する FAX、メール等で送付します。年始年末及び月初め月末が休日、及

び祭日に掛かる場合は、この限りではありません。 

 

第２項 ご契約後の初回の請求書送付について 

 

ご契約後の初回の請求書については、課金起算月の末日にて請求します。申込時に同時に発生した初期費用等

も同時に請求します。 

 

第３項 年払いオプション選択時の請求について 

 

年払いオプションを選択している時の請求書について、初回は課金起算月の末日締めにて請求します。更新分に

ついては、先払いとなり次回更新の起算日となる月の 2 ヶ月前の月末にて請求書を発行します。 

 

第４節 支払いについて 

 

第１項 支払い方法について 

 

当サービスでは、ご請求書による口座振り込み、口座振替、クレジットカード決済が選択いただけます。 

 

第２項 支払日について 

 

支払日は口座振り込みの場合は、請求書の発行締め日の翌月末までに支払いください。口座振替については請

求書に振替日を記載させていただきます。クレジットカード決済については、請求書発行日にて決済をさせていた

だきます。クレジットカード会社への実際のお支払いについては、カード会社にお問い合わせください。 

 

第３項 入金がなかった場合の措置について 

 

前項の支払日までの入金がなかった場合、翌月末のご請求書に合計金額を合わせて再度ご請求させていただき

ます。連続して 2 ヶ月間ご入金がなかった場合は、サービス停止となります。サービス停止に至るまでの期間で、

ご入金をいただかなかった金額については、サービスの利用有無に関係なく、当社では債権として扱います。 

年払いオプションを選択時の更新のお支払いについては、支払日までに入金がなかった場合は、次回更新の意

思無しとみなし、サービスを停止します。この場合においては、請求は売り消しし、債権とはしません。 

 

第３章 保守サポートについて 
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第１節 保守サポートについて 

 

当サービスでは、サーバーに対する保守サポートを提供しています。保守サポートに加入を頂くと、「電話サポー

ト」、「OS 内部の調査」、「緊急セキュリティ対応」「外部監視」が付属します。次にそれぞれの内容を説明します。 

 

第１項 電話サポート 

 

標準（保守サポートなし）では E メールでのお問い合わせのみ対応をしておりますが、電話でのサポート受付も行

います。電話サポートの対応時間は平日の 9 時から 18 時（日中 12 時から 13 時、土日祝日、年始年末を除く）の

間に受け付けます。 

 

第２項 OS 内部の調査 

 

標準（保守サポートなし）では、サーバーにインストールされている OS 内部までは当社でログインを行ったり、操作

に対応をしませんが、OS 内部の調査を付属することで、お客様に変わり当社で OS 内部にログインをして、パラメ

ータの確認や、ログの確認を行います。サポート仕様としては、ソフトウェアの設定変更、新しいソフトウェアのイン

ストール、契約者が設置したコンテンツファイルの操作などは行いません。それらの対応を希望される場合は別途

費用にてメンテナンス作業として承ります。 

 

第３項 緊急セキュリティ対応 

 

LinuxOS 及び WindowsOS、または当社が提供している WEB 管理画面付属のサーバーに使用している各種ソフト

ウェアなどに重大なセキュリティ問題が発生した場合、当社にてソフトウェアのアップデート及びパッチ対応、設定

変更等による対応を行います。IPA 及び JPCERT 等発信の脆弱性の情報に対応するほか、契約者からのお申し

出により対応いたします。当サービスのポリシーとしては、プログラムやコンテンツサービスの可動性を重視して、

サービスの稼働に支障が出るような重大なセキュリティ問題ではない限り、システム環境の変化を 小限にとどめ

るため、定常的なアップデートは行いません。常に OS 及びソフトウェアのアップデートを行い 新版に保つもので

はありませんのでご注意ください。なお、セキュリティ対応を行う前に契約者には作業内容を通知致します。緊急

対応の場合は事後報告となる場合もあります。 

 

第４項 外部監視について 

 

外部監視では、対象のサーバーをインターネットより、24 時間 365 日のポート監視をします。アラート対応について

は、ご契約時に下記の２通りよりご選択いただきます。 
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１）契約者自身へメール発報 

システムより直接アラート内容をメール送信します。 

 

２）当社でアラートを受け取り一次対応 

当社でアラートを受け付け、障害内容を確認し、対応の上メール報告します。 

対応内容としては、サービスデーモンの再起動、OS の再起動、ファイルシステムフルへの対応、システムログの

確認、Dos 攻撃などへの通信ブロック対応を行います。対応後に契約者へメール報告します。 

 

第４章 バックアップについて 

 

バックアップを提供するオプションとしていくつかの種類があります。下記に説明します。 

 

第１節 バックアップの種類 

 

バックアップにはサーバーのディスクイメージを丸ごとバックアップする「スナップショット」と、サーバーのファイルシ

ステム上のファイルを、サーバー外のストレージへネットワークを通じてバックアップを行う「バックアップサービス

（容量 100GB）」の 2 種類があります。それぞれ特性が違いますので、下記に説明をします。 

 

第１項 スナップショット 

 

サーバーのディスクイメージをスナップショット機能により保存します。イメージごとのバックアップとなるので、OS

の設定まるごとバックアップができます。こちらはサーバーサービスの標準付帯します。 

 

第２項 バックアップサービス（容量 100GB）【別途有償】 

 

サーバーのディスクとは別に容量 100GB を上限契約としたの S3 バケットを提供します。サーバーのディスクが故

障した場合でも、切り分けリスクを低減できます。但し単一のリージョン内に配置されるため、地域ごとのリスクマ

ネジメントをされたい場合は、別途ディザスタリカバリ構成をご検討ください。ファイルシステム上のファイルバック

アップのため、ファイルごとの差分バックアップや、データベースの安全なバックアップ運用等が可能となります。こ

ちらは別途有償となります。 

 

以上 


