平成 24 年 10 月 30 日
各位
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

岡山データセンターにおける先行予約キャンペーン実施のお知らせ
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（代表取締役社長：鴇田勝彦、以下 当社）は、平成 25 年
4 月の岡山データセンター（岡山県岡山市）の稼動開始に先駆け、本日より、先行予約キャンペーンを
実施いたします。
本日から平成 25 年 3 月 29 日（金）までのキャンペーン期間中にお申込いただき、平成 25 年 6 月末
までに岡山データセンターにおいて対象サービスのご利用を開始されるお客様を対象に、先着 40 ラッ
ク限定で対象サービスの初期費用（当社標準価格で総額 38 万円）を無料といたします。
当社は、岡山データセンターのサービス開始に向け、今年 4 月より西日本エリア事業部を新設し、そ
の準備を進めてまいりましたが、今回の先行予約キャンペーンはその第一弾となるものです。
また、今後はデータセンターのみならず、当社の SI 事業、企業向け通信事業と組み合わせ、西日本
エリアにおきましても三位一体のサービスを展開してまいります。
記
１．プランおよび対象サービス
対象サービス※1

プラン
インターネット

・コロケーションサービス（1 ラック；6kVA）

専有接続プラン

・リモートハンドサービス
・専有型インターネット接続サービス（通信速度は 10Mbps 又は 100Mbps）

データセンター

・コロケーションサービス（1 ラック；6kVA）

間接続プラン※2

・リモートハンドサービス
・拠点間通信サービス（100Mbps 帯域確保）

※1

両プランとも、対象サービスの 3 サービスを同時にお申込いただき利用される場合に限ります。

※2

拠点間通信サービス「リレーション Ethernet」提携データセンターをご利用中のお客様に限ります。
詳細は営業担当までお問い合わせください。

２．キャンペーン内容
対象サービスの初期費用（当社標準価格で総額 38 万円）を 0 円（無料）とします。
①ラック手配、②電源工事、③対象機器ラベル貼付等の事前準備、④リモートハンド手順ドキ
ュメントの確認・修正、⑤ユーザ登録、⑥接続回線の手配・登録※3 などに係る費用が含まれます。
※3

データセンター間接続プランの場合は、岡山データセンター、拠点間通信サービス「リレーション Ethernet」
提携データセンターの 2 拠点分が対象となります。

３．キャンペーン期間
平成 24 年 10 月 30 日（火）～平成 25 年 3 月 29 日（金）
本期間中にお申込いただき、平成 25 年 6 月末までに岡山データセンターにおいて対象サービスのご利用を開始
されるお客様が対象となります。
両プラン合わせて先着 40 ラック限定のキャンペーンとなります。数量に達しましたら、本期間中におきまして
も早期に終了とさせていただきますので、予めご了承ください。

以上
【本キャンペーンに関するお問い合わせ】
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 西日本エリア事業部 担当：阿部、増田
TEL：06-6397-7175
【報道関係の方からのお問い合わせ】
株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 広報・ＩＲ室 担当 酒井
TEL：054-273-4878

≪用語説明≫
【BCP（Business Continuity Plan）】
企業が自然災害などの緊急事態に遭遇した場合において、事業継続に取り組むうえで基本となる計画のこと。
【DR（Disaster Recovery）】
自然災害などで被害を受けたシステムを復旧・修復すること。

≪岡山データセンターの概要≫
開設

平成 25 年 4 月（予定）

構造

RC（鉄筋）造、免震構造、3 階建、外気冷房

延べ床面積
収容ラック数

外観イメージ

3,411 ㎡
約 200 ラック（拡張可能）

床耐荷重

1,300kg/m²

電気設備

高圧 2 系統受電、自家発電機（72 時間運転可能な燃料備蓄）

付帯設備

セットアップ用レンタルルーム、リフレッシュコーナ、シャワー室
①地震・津波の危険性が極めて小さく、原子力発電所からも遠い岡山市に立地
②免震構造・床耐荷重 1,300kg/㎡・高圧 2 系統受電など、安全性・信頼性に優れるハイスペックファシリティ

特長

③キャリアフリーインターネットアクセス
④クールチューブによる外気冷房を採用し、空冷にて低 PUE1.298 を実現
⑤静岡の第 1・第 2 データセンター、国内複数のデータセンターと BCP･DR ソリューションを提供

参考 URL

http://www.broadcenter.jp/okayama/

≪別紙≫ 先行予約キャンペーン リーフレット（表面）

安定した気候・安定した電力・災害の少ない地域特性！

晴れの国“おかやま”へ
2013年4月OPEN! BroadCenter岡山データセンター
期間
限定

０

初期費用オール
円 キャンペーン

キャンペーン期間

2012年10月30日（火）～

2013年3月29日（金）まで

2013年3月29日までにお申込み頂き、2013年6月末までにご利用開始されるお客様を対象として、初期費用を無料とさせて頂きます。

①ラック手配 ②電源工事 ③対象機器ラベル貼付等の事前準備
④リモートハンド手順ドキュメントの確認・修正 ⑤ユーザ登録 ⑥回線登録

今なら
すべて

総額

￥３８０，０００円

無 料

●初期費用無料の対象サービス
高品質！インターネット専有接続プラン

（岡山データセンター オールインワンパックプラン）

・1ラック(6KVA) ＋ リモートハンドサービス ＋ 10Mbps専有インターネット
・1ラック(6KVA) ＋ リモートハンドサービス ＋ 100Mbps専有インターネット

BCP/DR対応！データセンター間接続プラン※

（岡山データセンター 拠点間接続プラン）

・1ラック(6KVA) ＋ リモートハンドサービス ＋ 拠点間通信サービス（100Mbps帯域確保）
※当社拠点間通信サービス（リレーションＥｔｈｅｒｎｅｔサービス）提携データセンターをご利用中のお客様への適用とさせて頂きます。
対象となる提携データセンターについては当社営業担当までお問い合わせください。

●さらに！月額費用もキャンペーン価格をご用意しております。
詳しくは弊社担当者まで お問い合わせ下さい。

≪別紙≫ 先行予約キャンペーン リーフレット（裏面）

岡山データセンターが選ばれる4つの理由
災害の少ない立地

安定した電力供給

岡山県は、過去30年間の平均降水量1mm未満
の日数が最も多いことから「晴れの国」といわれ
ています。

中国地方の電力供給において、原子力
発電の供給量は全体の9％程度です。

岡山県では1926年以降、震度6以上の地震は
観測されておりません。最も近い主要活断層帯
から45km離れており、今後30年以内に、震度6弱
以上の揺れに見舞われる確率は、0.1～3%の地域
となっています。

中国電力は計画停電の実施予定がなく、
電力制限による企業への影響は大きくない
と想定されます。（H24年5月現在）

原子力発電所からの距離

交通の利便性
岡山県は、鉄道・道路・空路ともに整備されて
おり、メンテナンスや機器増設などの現地作業
が必要な場合でも、東京から飛行機で1時間
・新幹線で3時間30分、大阪から新幹線で45
分とアクセスしやすい立地です。

岡山県内には火力発電所と水力発電所
があり、原子力発電所はありません。
中国電力島根原子力発電所から
１００ｋｍ以上の距離があります。

岡山データセンター概要
施設概要
名

称

建物構造

BroadCenter 岡山データセンター

所在地

岡山県岡山市北区

延床面積

3,411㎡

ラック数

設備の特徴 ・ クールチューブによる外気冷房
・ 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

災害対策
200ラック（拡張可能）

RC造・免震構造・3階建て

・ 免震構造
・ 自家発電機で72時間連続運転が可能

最新データセンターの安心・安全な設備
地震に強い設備
鉛プラグ入り積層ゴム・天然ゴム系積層ゴム・弾性
すべり支承の３つの免震装置を組み合わせ、大地
震時の応答速度を250gal以下に低減。

鉛プラグ入り積層ゴム

各種認証取得

（予定）

セキュリティや環境に関する各種認証を取得予定
です。厳密なセキュリティ管理を徹底し、高品質、
高セキュリティなITサービスを提供してまいります。

弾性すべり支承

●岡山データセンターの詳細はこちらへ http://www.broadcenter.jp/okayama/

