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 カゴヤ・ジャパンの概要 

カゴヤ・ジャパン株式会社 

2002年11月 

2億2300万円 

北川 貞大 

プライバシーマーク 
ISMS(ISO/IEC27001) 
※データセンターのみ 

本社 
 京都市中京区御倉町85-1 
 烏丸ビル8F 
 
東京営業所 
 東京都中央区京橋2-11-4 
 TODA BUILDING 宝町 9F 
 
大阪営業所 
 大阪府大阪市北区東天満1-11-13 
 AXIS南森町ビル7F 

 78名 
（2014年4月現在） 

社名 

設立年月 

資本金 

事業所 
所在地 

代表者名 

従業員数 

認定資格 



©2013 KAGOYA JAPAN Inc.  All rights reserved. 3 

 
 各提供ブランドと顧客層 

ホスティングサービス ハウジングサービス 

29,000人/20,000社以上のご利用実績。  顧客総数 

▼主なご利用事例 

・株式会社ケイ・オプティコム 
・九州通信ネットワーク株式会社 
・JR九州エージェンシー株式会社 
・ハンコヤドットコム株式会社 

▼主なご利用事例 

・PeachAviation株式会社 
 

▼主なご利用事例 

・日本アジアファイナンシャル 
     サービス株式会社 
・大塚製薬株式会社 
・ハンコヤドットコム株式会社 

クラウドサービス 

▼主なご利用事例 

非公開 

■データセンター 
 自社所有/自社運営。   
 稼働サーバー：6,000台以上 
 自社の専任エンジニアによる 
 24時間365日の常駐監視。 
 有人による入退館管理。 

■サポートセンター 
 365日無休のコールセンター。 
 平日は22時まで電話対応。 
（プランにより24時間） 
 自社のサポート専任担当が 
 お客様をフォロー。 

■ビジネスパートナー 
 800社以上のお取次店様が加入。 
 当社サービスをお客様に 
 提案頂いております。 

ホスティングサービス 

■主要顧客層 

・各企業（システム開発事業者様 Web制作事業者様 アプリケーション開発事業者様  
 ゲームコンテンツ提供者様 その他、物販/流通/メーカーなどの一般企業様）  
・官公庁関係（各市役所様など） ・商工会議所様  ・医療法人様  ・学校法人様  ・個人様 
 
 

※1998年12月の事業開始以降のご契約件数。 



©2013 KAGOYA JAPAN Inc.  All rights reserved. 4 

 
 

理由 1 

個人・法人合わせて2万件以上のご利用実績。お客様が必要と 
しているサーバー環境をリーズナブルに構築していただくために、 
低価格・シンプルな基本サービスを提供しています。 

レンタルサーバー事業10年以上の実績 堅牢なデータセンター 理由 2 

耐震・免震構造、自家発電機能を備えた自社データセンターで、 
有人受付による入退室管理、監視カメラと定期巡回による目視 
監視でお客様のデータを安全にお預かりしています。 

専任技術者による24時間365日常駐監視 理由 3 

自社データセンターでは、専任技術者が24時間365日体制で 
サーバーを管理・運用しています。技術者常駐のサポート体制が、 
快適で安定したサーバー環境を支え、稼働率99.999%を実現。 

理由 4 

ご希望のキャリアを複数経路で引き込むことが可能
です。当社の回線プランもご用意しています。 

ネットワーク Webとメールは別のサーバーで運用 理由 5 

Webサーバーとメールサーバーを別々に提供いたします。 
Webサーバーの空き容量の枯渇や万が一の障害時にも、 
影響を受けないメールサーバーは、ほぼ100%の稼動率を誇ります。 

電話/メールによる365日の無料サポート 理由 6 

自社のサポート専任スタッフが、お客様の疑問や問題にすばやく 
丁寧にご対応いたします。 
また、Twitterでのサポートも展開しております。 

ワ   ケ ワ   ケ ワ   ケ 

ワ   ケ ワ   ケ 

電話サポート ： 0120-022-234 （ 平日 10：00 ～ 22：00 / 土日祝 10：00 ～ 17：00 ）   メールサポート ： support@kagoya.com  （ 24時間受付 ）    

KAGOYA Internet Routingの特長 
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ケイ・オプティコム様 

他社との協業事例（関西／九州電力グループ会社様にて採用） 

ケイ・オプティコム  
       と協業で運用している 

ホスティングサービス 

九州通信ネットワーク様 

QTNet 
     と協業で運用している 

WEBホスティング 

メールホスティング 

を利用 
を利用 
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FLEX（root権限付き専用サーバー） 

マルチキャリア 

  オプション：VMwareパッケージ 

冗長構成のプライベートクラウド環境を簡単に導入 

VMwareによる仮想化環境がすぐに使える 

vCenterで高可用性を実現（HA） 

Vmwareの正規ライセンスが付いて低価格 

ライセンスは、VMware vSphere 5 Standard Limited 

  オプション：Vストレージバックアップ 

簡単、安全に実現できるWindowsサーバーのバックアップサービス。
NASタイプ、サーバータイプ合わせて7タイプをご用意しています。 

インターネットに接続すれば使える 

過去の任意の時点に遡っての復旧が可能 

VVAULTのライセンスが付いて低価格 

root権限付き専用サーバー 

柔軟なNW機器構成 豊富なストレージラインアップ 複数台構成が可能 

当社提供回線だけでなく、提
携先(NTT/KDDI/ケイ・オプ
ティコム)提供のインターネッ

ト接続用回線もご利用できま
す。 

お客様拠点とデータセンター間の 
VPN接続を標準メニューで提供 
しています。機器の持込にも対 
応し、柔軟なNW構成が可能です。 

全サーバー/各オプション機器

など使用した台数制限なしの
複数台構成が可能です。 

サーバーはSSD＋HDDのハイブ 
リッド構成も可能。外部ストレージ 
は、USB-HDD/NASに加えて、 
10TBオーバーのディスクアレイも 
提供いたします。 
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 新データセンター（Ｂ棟）の図 

A棟 

B棟 

外観 
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 新データセンター（Ｂ棟）の概要 

施設名称 カゴヤ・ジャパン けいはんなラボ 

関西文化学術研究都市 

・建物規模 ：地上4階 搭屋１階 
・建物構造 ：鉄筋コンクリート造、基礎免震構造/耐火建物 
・建築面積 ：９６８．６２㎡ 
・延床面積 ：３,２７５．２９㎡ 
・サーバー室  ：２階 ４４６．４９㎡                      
         ３階 ５２２．１６㎡ 
・収容ラック数 ：４４０ラック（２階200、３階240） 
 
 

２０１４年６月16日 

所在地 

建物概要 

稼働開始 
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ロケーション  ① 

 

京都市内/大阪市内から電車で45分のアクセスが可能。 
付近の幹線道路のI.C.からは1分の距離であり、公共交通、自動車何れも利便性の高いアクセス環境にございます。 

自動車でお越しの際は、データセンター敷地内の駐車場をご利用になれます。 

東京     データセンター 

新幹線＋電車で約３時間半 

名古屋     データセンター 

新幹線＋電車で約１時間半 

■DC位置：広域図 

利便性（アクセス） Location 

京都府と奈良県の境に位置し、大阪からのアクセスも良い関西学術研究都市に立地しています。 
東京との直線距離は約４００km、災害時のリスク分散に必要な離隔距離も確保されています。 
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ロケーション ② 

地盤の安定した京都府下。 
※１９２８年を最後に震度６以上の地震は観測されておりません。 
 

断層から外れた場所に位置しています。 
３０年以内の大地震発生確率が「０％～５％」と発表（京都府）されているエリアです。 
 

電柱の倒壊による断線の心配がない、地中配線のエリア。 
 

隣接するビルもなく、災害時の共倒れの心配もありません。 

■断層位置 
イメージ図：京都府 

「東南海・南海地震(同時発生）：想定マグニチュード８．５」が発生した場合 

当社DCエリア：震度６強の予想 

■参考：国土交通省「ハザードマップ」 

対地震 Location 

当社データセンターは、「震度７」にも耐えうる設計です。 
（耐震性能Ⅰ類に相当） 
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ロケーション ③ 

 津波の被害のない、内陸部に位置しています。 

 付近の１級河川の川面から50mの高台にあり、かつ、直線距離で２km離れており、降雨による水害の心配もありません。 

■高度イメージ図 

想定雨量500mmの降雨発生 
（過去の淀川水域での洪水2日間総雨量の2倍量） 

■参考：国土交通省「ハザードマップ」 

対水害 Location 

当社データセンターは、浸水、及び地滑りの想定エリア外です。 
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ファシリティー ① 

耐震・免震構造 

建物の耐震強度は震度7程度に耐える堅牢設計です。更に建物全体の 
免震構造で、サーバーの安定稼働に不可欠な要素を完備しています。 

特別高圧２系統受電（本線・予備線方式）。受電からサーバー供給まで 
別系統の提供が可能です。無停電電源装置（UPS）はN+1構成、非常用 
発電機（48時間無給油運転）を完備しています。 

データセンター専用に設計されたファシリティ 

電源設備 

オイルダンパー（制震装置） 免震装置 

空調設備 Facility 

Facility Facility 

サーバー室の空調は、ホットスポットが発生し 
にくい壁吹き出し方式を採用。コールドアイル、 
ホットアイル分離も行い高効率化を図ってい 
ます。冬期に冷涼な外気を冷水製造に直接 
利用するフリークーリングも備え、更に効率を 
高めています。 
停電・故障対策についてもＮ＋１の冗長構成。 
空調用UPS、冷水蓄熱タンクも装備し、高い 
信頼性を確保しています。 

無停電電源装置（UPS） 非常用発電機 

Facility 
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ファシリティー ② 

通信設備 

 バックボーンは異経路、複数回線 

 ＩＳＰ網内冗長構成回線の為、複数回線を更に冗長化した回線を使用 

 引き込み管路も別ルート、構内ネットワーク複数経路/機器冗長構成 

 キャリアフリー（上記回線＋引き込みでキャリアや回線種別の変更可） 

 配線は、ラック上のラダーを使用 

不活性ガス（Ｎ２）消火設備静音ノズル対策済  

火災検知･消火設備 

オフィス施設 Facility 

Facility Facility 

ガス系消火設備の消火剤（ガス）放射時の音圧レベルは、 
最大で 130dB を超えることがあり、ＨＤＤは110dB以上の 
音圧レベルで動作に影響を受ける可能性が高い事への 
配慮-注①  

消化ボンベ室 

注①2010 年 9 月 11 日開催の日本建築学会大会発表論文「音環境が精密機器に与える 
   影響に関する考察 : (その 3)不活性ガス消火設備が HDD（ハードディスクドライブ）に 
   与える影響に関する考察」に詳細 
 

データセンターでの作業を快適に行っていただくために、無料Wi-Fi接続や自動販売機・ミニキッチン備え付けのお

客様専用の作業スペースをご用意しています。長期にわたるプロジェクトなどには、会議室や貸しスペースをご利用
ください。 

お客様専用作業スペース 貸しスペース 会議室 

荷物搬入室 Facility 

サーバーやラック等、荷物を車から直接降ろせま
す。また、搬入の際に使用した不要な搬入資材の
廃棄も承ります。（一部有料） 

サーバールームには、超高感度煙検知器を設置しており、火災の予兆も見逃しません。 

火災検知 

消火設備 
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セキュリティー 

設備と有人によるセキュリティ体制 

建物の周囲には赤外線センサーを設置 
しています。 

非接触ICカードによる施錠を行って 
います。 

サーバールームへの入退室には、ICカ 
ードに加えて、暗証番号の入力、手のひ 
らの静脈認証を行っています。 

一方の扉しか開かないインターロック式 
の前室とアンチパスバック方式を採用し 
ています。 

侵入感知 ICカード 静脈認証 共連れ防止 

個別施錠が可能な独立型ラックを使用 
しています。 

専任技術者が、24時間365日監視して 
います。 

監視カメラによる常時監視・録画を行って 
います。 

24時間365日、入管・退出の際は、 
自社スタッフが対応しています。 

独立型ラック 監視ルーム 監視カメラ 有人受付 

Security 
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サービスメニュー ① 

スペース提供サービス（ハウジングサービス） 

ラックスペースレンタルプラン 

フルラック･1/2ラック･1/4 ラックのラックレンタルをご用意しています。必要に応じてお選びください。 
また電源は100V20A、200V30Aをご用意しています。（最大8KVA まで対応可能） 
電源回路の冗長化も提供可能です。 

フロアスペースレンタルプラン 

ご要望の規模や形態に合ったパーティションの施設から、専用ルームの構築まで個別対応。 
電源や通信回線に関するご要望もお応えします。 

サイズ 19インチ 

収納スペース EIA規格 42U 

外寸（mm）［幅×奥行×高］ 700×1,100×2,000 

荷重 最大荷重1,000kg（耐震荷重840kg） 

電源コンセント 3極接地極付引掛形 L5-20 2個口×１〜 

鍵 専用ディンプルキー 

【ラック仕様】 
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サービスメニュー ② 

コネクティビリティ 

帯域占有型プラン/帯域共有型プラン 

当社より回線をご提供するプランです。帯域を単独で占有する 「帯域占有型プラン」と 
複数のお客様で共有する「帯域共有型プラン」から選べます。 
 「帯域占有型プラン」では100Mbps/1Gbps/10Gbps以上のご要望にも対応できます。 

ご希望の場合は、上位回線を冗長化し、双方をアクティブ状態で接続可能です。 
 

IPv6 

当社提供の回線は、IPv6に対応しています。 

保守サービス 

ベーシックプラン 

お客様の指示に従い、専任技術者が［動作ランプの目視確認］ ［機器電源のOFF/ON］  
［電源ケーブルの抜き差し］ を行います。また、リモートKVMも無償でご提供します。 

作業代行サービス 

専任技術者が24時間365日常駐。深夜のスポット作業にも対応します。 

エクステンションサービス 

ご要望に応じ、専任技術者が［メモリ増設］ ［HDD 増設・交換］ ［機器マウント作業］を行います。 

IT・インフラ構築サービス 

お客様のご利用形態に応じた、ネットワークを設計・構築します。 

レンタルサービス 

ネットワーク機器などレンタルによるご提供も可能です。サーバー、ルーター、 
スイッチ、ファイアウォール、ロードバランサーなど、常時ご用意しています。 

その他オプション 

［追加IP アドレス］ ［ドメイン新規取得］ ［監視サポート］ 

［有人監視通知サポート］［手動リブート］ ［電源追加］  

［メンテナンス回線手配（ISDN または各種回線の手配サービス）］ 

［予備機への配線切替］ ［バックアップメディア交換］ 

［OS 再インストール］ ［電源系統追加（二重化）］ 

［ラック内棚板追加］ など 

専任技術者が、24時間365日データセン 
ターを管理・運用しています。技術者常 
駐のサポート体制が、快適で安定した 
サーバー環境を支えています。 

専任技術者が24 時間365日常駐 

サポーセンターでは、自社のスタッフがお客 
様のお問い合わせに素早く対応いたします。 
24時間365日、ハウジングサービス専用の 
電話窓口をご用意しています。 

専任技術者による24 時間365日常駐監視体制 電話・メールによる365日サポート 

サポート 
体制 
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スペック表 

項 目 内 容 

名 称 
建物名 カゴヤ・ジャパン けいはんなラボ 

種別 A棟 B棟 

立 地 
関西文化学術研究都市（京都府相楽郡）、1級河川からも2km離れており、且つ、川面から50mの高台 

交通 大阪市内/京都市内から電車で約45分 

面 積 
延床面積 1283.47㎡ 3275.29㎡（渡り廊下含む） 

敷地面積 4314.15㎡ 

建 物 

竣工年月 2006年4月 2014年4月 

建物構造 鉄筋コンクリート造、基礎免震構造 

階数 地上3階、搭屋1階 地上4階、搭屋1階 

収容ラック数 252ラック 440ラック 

床荷重 704kg/㎡ 1,300kg/㎡ 

電源設備 

受電 特別高圧電力 本線予備線受電 

自家発電機 最大負荷発生時32時間無給油連続運動可能 最大負荷発生時48時間無給油連続運動可能 

UPS 冗長構成、電力供給時間5分 

ラック供給電力（定格電力） 平均4KVA、最大8KVA 

空調設備 
熱源・空調機器 床下吹出し、パッケージエアコン 壁吹出し、セントラル空調、フリークーリング、冷水蓄熱タンク有 

PUE値 1.55（※年平均） 1.323（※設計値） 

セキュリティ 

建物 
有人受付、ICカード認証、監視カメラ、赤外線センサー設置 

ICカード認証、生体認証、暗証番号、監視カメラ 

サーバー室 前室なし 前室あり 

運用 24時間365日有人監視 

通信キャリア キャリアフリー 

火災対策 超高感度煙検知機、窒素ガス消火設備 

付帯施設 会議室、お客様作業スペース、お客様貸しスペース 
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ビジネスパートナー制度 

ビジネスパートナー制度の概要 

ビジネスパートナー様より、当社サービスをご利用いただくお客様をご紹介いただきました際に、 
ご紹介のお礼として「取次手数料」をお支払いする制度です。 

イメージ図 
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 最後に 

大阪市内 地下鉄看板意匠 

カゴヤ・ジャパンをよろしくお願いします。 
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 お問い合わせ 

お電話でのお問い合わせ 

0120 - 446 - 440 
平日 9：30～ 18：00 (土日祝休み) 【受付時間 】 

メールでのお問い合わせ 

houjin@kagoya.com 

ホームページ 

http://www.kagoya.jp 


