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TOKAITOKAITOKAITOKAI コミュニケーションズのコミュニケーションズのコミュニケーションズのコミュニケーションズの BroadLineBroadLineBroadLineBroadLine「「「「AWSAWSAWSAWS 接続サービス」が接続サービス」が接続サービス」が接続サービス」が    

フリービット「フリービット「フリービット「フリービット「YourNet SIM CloudYourNet SIM CloudYourNet SIM CloudYourNet SIM Cloud 接続サービス」の基盤に採用接続サービス」の基盤に採用接続サービス」の基盤に採用接続サービス」の基盤に採用    

    

当社 100％子会社である TOKAI コミュニケーションズ（以下 TOKAI COM）の BroadLine「AWS 接

続サービス」が、フリービット株式会社（代表取締役社長：田中 伸明）が提供する法人向けモバイルデ

ータ通信サービス「YourNet SIM」の新たなオプションサービス「YourNet SIM Cloud 接続サービス」

のサービス基盤に採用されましたことを別添の通りお知らせいたします。 

 

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接続サービスを提供しております。今回採用されたアマゾン 

ウェブ サービス（以下 AWS）*1
と閉域網接続する「AWS 接続サービス」は 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。 

TOKAI COM は今後も、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。 

 

* 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。 

* 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。 



 

 

平成 29 年 7 月 12 日 

各位 

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

 

ＴＯＫＡＩコミュニケーションズの BroadLine「AWS 接続サービス」が 

フリービット「YourNet SIM Cloud 接続サービス」の基盤に採用 
～ フリービット SIM カードと AWS を閉域網でセキュアに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、フリービ

ット株式会社（代表取締役社長：田中 伸明、以下 フリービット）が提供する法人向けモバイルデータ

通信サービス「YourNet SIM」において、新たなオプションサービス「YourNet SIM Cloud 接続サー

ビス」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、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。 

 

フリービットは、平成 29 年 7 月 12 日、同社の法人向けモバイルデータ通信サービス「YourNet SIM」

において、インターネット網を経由することなく AWS へのセキュアな通信を可能にするオプションサ

ービス「YourNet SIM Cloud 接続サービス」を新たに開始*2しました。同サービスにより、これまでの

同社データセンターおよび同社クラウドサービスまでの閉域網接続に加え、新たに AWS までの区間も

閉域網でセキュアに接続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 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を行える点が高く評価されました。 

 

当社では、フリービット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   ： 「YourNet SIM Cloud 接続サービス」のサービス基盤として、 

フリービットデータセンターと AWS を閉域網接続する通信サービスの提供。 



 

 

 

２．サービス提供イメージ 

 

 

当社では、お客様のオンプレミス環境からフリービットのクラウドサービスや AWS との間を専用線

や広域イーサネットなどを用いて閉域網で接続する通信サービスの提供も可能です。ハイブリッド／マ

ルチクラウド環境の構築にも対応し、お客様に最適なクラウドインテグレーションを提供いたします。 

 

３．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/ 

 

４．エンドースメント 

本発表に際し、フリービット株式会社様より以下のエンドースメントをいただいております。 

 

YourNet SIM Cloud 接続サービスは、ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ様の「BroadLine AWS

接続サービス」の採用によって実現いたしました。これにより、YourNet SIM は、インターネッ

ト網を経由することなく AWS へのセキュアかつシームレスな通信が可能となりました。AWS 上

に既存のシステムをお持ちのお客様にも、お選びいただきやすいサービスになることを確信して

おります。 

また、今後とも、ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ様とは相互にサービス連携を進めて参りま

す。 

フリービット株式会社 技術統轄執行役員 山森 郷司 氏 

 

 

以上 

 

 

 

 



 

 

【参考】 

■フリービット株式会社について 

フリービットは、インターネットをひろげ社会に貢献することを企業理念に掲げています。特許取得

技術を含む最先端のテクノロジーと、市場のニーズを先取りするマーケティングを組み合わせて独自の

ネットワークサービスを展開し、「IT 時代のものづくり」をキーワードに新たな価値を創造するソリュ

ーションを提供しています。フリービットに関する詳細は http://freebit.com/ 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。 

 

*2 平成 29 年 7 月 12 日フリービット株式会社発表『フリービット、法人向けモバイルデータ通信サービス「YourNet SIM 

Cloud 接続サービス」を発表』 

http://freebit.com/press/pr2017/20170712.html 

 

 

* アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、Amazon VPC、Amazon EC2、AWS Direct Connect 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。 

* NTT ドコモは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

* 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/ 
 


