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TOKAI コミュニケーションズの BroadLine「AWS 接続サービス」が
「IIJ クラウドエクスチェンジサービス for AWS」のネットワーク基盤に採用

当社の 100％子会社である TOKAI コミュニケーションズ（以下 TOKAI COM）が提供する
BroadLine「AWS 接続サービス」が、株式会社インターネットイニシアティブ（代表取締役社長：勝
栄二郎、以下 IIJ）が提供を開始した新サービスのネットワーク基盤に採用されたことを、別添の通り
お知らせいたします。
企業の IT システムの調達にクラウドコンピューティングを採用する傾向は年々高まっており、クラ
ウド基盤サービス市場は著しい成長を続けております。Amazon Web Services, Inc.のクラウドサービ
ス「アマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）*1」は、国内でも多くの企業に採用されており、自社業務
システムの運用や商用サービスが AWS 上で展開されております。
TOKAI COM のキャリア・企業向け通信サービス BroadLine では、自社クラウドサービスへの接続
に加え、主要大手クラウドサービスとの閉域網*2 接続サービスを提供しております。この接続先の一つ
として上述の AWS と接続する「AWS 接続サービス」を 2012 年 10 月より提供しており、AWS への
セキュアで高品質な接続サービスとして、多くのお客様にご利用いただいております。
今回、IIJ が 2016 年 9 月 1 日より提供を開始する「IIJ クラウドエクスチェンジサービス for AWS」
は、IIJ のバックボーン上に有るお客様専用のプライベートネットワークと AWS を閉域網で接続する
サービスです。この閉域網の基盤として TOKAI COM の豊富な経験と実績が評価され、
「AWS 接続サ
ービス」が採用されました。
TOKAI COM は今後も、大手クラウドとの接続サービスのみならず、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、クラウドの導入から設計・構築・運用に至るすべての工程を
ワンストップかつトータルに支援し、お客様のビジネス発展に貢献してまいります。
以

上

*1

アマゾン ウェブ サービス（AWS；Amazon Web Services）
Amazon Web Services, Inc.が提供するクラウドサービスで、コンピューティング、ストレージ、デー
タベース、分析、アプリケーションといった多種多様なサービスがグローバルに提供されています。

*2

閉域網：インターネットからは分離された広域通信ネットワークを指し、限られた利用者、拠点間を接
続し、セキュアで信頼性が高く、通信品質も安定している。

* ア マ ゾ ン ウ ェ ブ サ ー ビ ス 、 Amazon Web Services 、 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。
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ＴＯＫＡＩコミュニケーションズの BroadLine「AWS 接続サービス」が
「IIJ クラウドエクスチェンジサービス for AWS」の基盤に採用
～ IIJ の顧客と AWS を閉域網で接続するサービス基盤の提供 ～

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、日本の商
用インターネットの先駆者で国内有数のネットワーク関連サービス事業者である株式会社インターネ
ットイニシアティブ（代表取締役社長：勝 栄二郎、以下 IIJ）が提供を開始した「IIJ クラウドエクス
チェンジサービス for AWS」のサービス基盤に、当社のキャリア・企業向け通信サービス BroadLine
「AWS 接続サービス」が採用されましたことをお知らせいたします。
当社は、平成 24 年 10 月より Amazon Web Services, Inc.のクラウドサービス「アマゾン ウェブ サ
ービス（以下 AWS）*1」の閉域網接続サービス「AWS Direct Connect」との接続を開始し、お客様と
AWS のセキュアで高品質な接続を実現する「AWS 接続サービス」を提供しております。また、当社は
AWS Partner Network（APN）アドバンスドコンサルティングパートナーとして多数の導入実績を有
しており、AWS 上のシステムの設計・構築から、接続回線、サーバ監視・運用までをワンストップで
提供することが可能です。
IIJ は、
同社のお客様向けに、
平成 28 年 9 月 1 日より「IIJ クラウドエクスチェンジサービス for AWS」
の提供を開始しました。同サービスは、IIJ のバックボーン上にお客様専用のプライベートネットワー
クを構築する「IIJ GIO プライベートバックボーンサービス」を経由し、AWS Direct Connect を利用
できる環境を提供します。このサービス基盤に当社の AWS 接続サービスを採用することで、信頼性が
高く、強固なセキュリティのもと、高速に AWS が利用可能となるサービスを実現しました。
採用にあたっては、当社が AWS との閉域網接続において豊富な経験と実績を有しており、それらを
活用して安定的なサービス基盤の構築が見込める点が高く評価されました。
当社では、IIJ をはじめとする多くの採用企業様への導入・運用実績に裏打ちされた技術・ノウハウ
を活かし、今後もお客様に最適なクラウドソリューションを提供してまいります。
記
１．サービス提供内容
提供サービス ： BroadLine AWS 接続サービス
提供概要

： 「IIJ クラウドエクスチェンジサービス for AWS」のサービス基盤として、
IIJ と AWS Direct Connect の間をつなぐ冗長接続回線を構築いたしました。

２．サービス提供イメージ

■BroadLine「AWS 接続サービス」Web サイトについて
お客様拠点と AWS の間を専用線・広域イーサネットなどのセキュアで安定したネットワークで接続
する各種サービスについては、下記 Web サイトをご覧ください。
http://www.broadline.ne.jp/aws/
以上

【参考】
■株式会社インターネットイニシアティブについて
株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ、東証第一部 3774）は、1992 年、日本企業として初
めての商用インターネットサービスプロバイダとして設立されました。現在では、IIJ グループとして
8,500 社を超える法人顧客に対して、インターネット接続、アウトソーシングサービス、WAN サービ
ス、クラウド等の各種ネットワークサービスから、システム構築、運用管理などのシステムインテグレ
ーションまで、総合的なネットワーク・ソリューションを提供しています。IIJ に関する詳細は
http://www.iij.ad.jp/ をご覧ください。
*1 アマゾン ウェブ サービス（AWS；Amazon Web Services）
Amazon Web Services, Inc.が提供するクラウドサービスで、コンピューティング、ストレージ、データベース、分析、
アプリケーションといった多種多様なサービスがグローバルに提供されています。

* アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、Amazon VPC、Amazon EC2、AWS Direct Connect お
よび"Powered by Amazon Web Services"ロゴは、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。
* 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。

【サービス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 法人営業本部 事業推進部 サービス担当
E-Mail：info@broadline.ne.jp

ウェブサイト：http://www.broadline.ne.jp/

