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イーサネット専用線

•  グローバルのクラウド接続ポイントへ直接接続
• 帯域保証で接続可能
• 低遅延、広帯域回線によるデータ転送を低価格で実現
• 設計、納期、価格の高い柔軟性

Coltクラウド接続サービスが選ばれる理由

Coltクラウド接続サービス(Dedicated Cloud Access)は、お客様拠点と各種パブリッククラウド（Amazon Web Services, 
Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform、Oracle Cloud Infrastructure等）を接続するセキュアかつ高品質
なネットワークサービスです。Coltの閉域網ネットワークを利用し、オフィスやデータセンタ―、各拠点からプライベート
接続を確立することで、インターネット等の公衆網接続よりも安全かつ高速なクラウドアクセスを実現します。

Coltはヨーロッパおよびアジア地域において、850以上のデータセンターと27,500以上の商用
ビルを接続可能なネットワークを運用しています。Coltはお客様拠点とクラウド間とを接続する
エンドツーエンドのネットワークを提供します。

Vertical Systems Group調査

27,500以上
商業ビル

850以上
データセンタ―

100以上
提携アクセスパートナー

Dadicated Cloud Access

*1 ヨーロッパのみの提供となります
*2 その他プロバイダーへの接続はColt営業へお問合せください

・SAP Cloud Platform
・Salesforce Success Cloud

OLO

*1 その他

・Alibaba Cloud
・VMware Cloud



サービス仕様

サービス仕様

提供品目 10M/50M/100M/200M/300/400M/500M/1G/2G/5G/10G

提供形態 Point to Point (1拠点から接続)

接続PoP
東京、大阪、シンガポール、香港、フランクフルト、ロンドン、ダブリン、パリ、アムステルダム、マドリッド、 

ストックホルム、北米各都市*
*詳細はColt営業にお問い合わせください

SLA 納期保障、故障復旧、サービス可用性、遅延、ジッター、フレームロス

クラウド
アプリケーション 一つの物理回線で複数のVPC接続をサポート

帯域コントロール お客様にてそれぞれのアクセスVPCの帯域を 
コントロール可能

コスト 専用ポートのため共有タイプよりポート料金
が高くなる

クラウド
アプリケーション 一つの物理回線で複数のVPC接続をサポート

帯域コントロール お客様にてそれぞれのアクセスVPCの帯域を 
コントロール可能

コスト 専用ポートのため共有タイプよりポート料金
が高くなる

クラウド
アプリケーション

単一のAWSアプリケーションへの接続を 
サポート

帯域コントロール サポートされる帯域をアプリ毎に接続

コスト 共有ポートのため専用ポートよりポート料金
が安くなる

クラウド
アプリケーション

単一のGCPアプリケーションへの接続を 
サポート

帯域コントロール サポートされる帯域をアプリ毎に接続

コスト 共有ポートのため専用ポートよりポート料金
が安くなる

提供品目 10M/50M/100M/200M/300/400M/500M/1G/2G/5G/10G

提供形態 Point to Point (1拠点から接続)

接続PoP
東京、シンガポール、香港、フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、スラウ(英国)、マルセイユ、 

ラ・クールヌーヴ(フランス)、クリシー(フランス)、ミュンヘン、キスタ(スウェーデン)、ブロンマ(スウェーデン)* 
*スウェーデンは専用ポート接続のみ提供

SLA 納期保障、故障復旧、サービス可用性、遅延、ジッター、フレームロス

■ Amazon Web Servicesへの接続

■ Google Cloud Platformへの接続

お客様ビル

お客様ビル

専用ポート

専用ポート

共用ポート

共用ポート

お客様ビル

お客様ビル

共有ポート接続（Hosted Port）

共有ポート接続（Hosted Port）

専用ポート接続（Dedicated Port）

専用ポート接続（Dedicated Port）



サービス仕様

サービス仕様

サービス仕様

■ Microsoft Azureへの接続

■ Oracle Cloud Infrastructureへの接続

クラウド
アプリケーション 一つの物理回線で複数のVPC接続をサポート

帯域コントロール お客様にてそれぞれのアクセスVPCの帯域を 
コントロール可能

コスト 専用ポートのため共有タイプよりポート料金
が高くなる

クラウド
アプリケーション

単一のIBM Cloudアプリケーションへの接続を 
サポート

帯域コントロール サポートされる帯域をアプリ毎に接続

コスト 共有ポートのため専用ポートよりポート料金
が安くなる

提供品目 10M/50M/100M/200M//500M/1G/2G/5G

接続形態 Point to Point (1拠点から接続)

接続PoP 東京、大阪、シンガポール、香港、ロンドン、 
ダブリン、パリ、フランクフルト、アムステルダム

SLA 納期保障、故障復旧、サービス可用性、遅延、 
ジッター、フレームロス

対応ピアリング Private Peering, Public Peering

提供品目 1G/10G

接続形態 Point to Point (1拠点から接続)

接続PoP 東京、ロンドン、フランクフルト

SLA 納期保障、故障復旧、サービス可用性、遅延、 
ジッター、フレームロス

提供品目 10M/50M/100M/200M//500M/1G/2G/5G

接続形態 Point to Point (1拠点から接続)

接続PoP

東京、シンガポール、香港、ロンドン、チェシントン(英国)、スラウ(英国)、ファーンバラ(英国)、
フランクフルト、アムステルダム、サン＝ドニ(フランス)、アルメレ(オランダ)、 

ミラノ*、キスタ(スウェーデン)*、オスロ(ノルウェー)*、カナダ
*専用ポート接続のみ提供

SLA 納期保障、故障復旧、サービス可用性、遅延、ジッター、フレームロス

■ IBM Cloudへの接続

お客様ビル

お客様ビル

お客様ビル

専用ポート 共用ポート

お客様ビル

共有ポート接続（Hosted Port）専用ポート接続（Dedicated Port）

イーサネットサービスでの提供エリアは下記となります。
日本：東京23区、多摩、川崎、横浜、埼玉、千葉、大阪、名古屋、京都  国外：香港、シンガポール、ヨーロッパ、北米
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詳細はこちらからお問い合わせください。
www.colt.net/ja/contact

■Website www.colt.net/ja
■Twitter @Colt_Asia_JP
■YouTube Colt Technology Services - Asia

※掲載されているすべてのサービス名称およびロゴに関する権利は、当社もしくは当社にその使用を認めた権利者に帰属します。

ご活用企業様（一例）

大阪

香港

シンガポール
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マドリッド
東京

サン・ホセ
シカゴ

アシュバーン
NY
ボストン
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マイアミ
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ダラス

東京、大阪、シンガポール、香港、フランクフルト、ロンドン、ダブリン、パリ、アムステルダム、マドリッド、ストックホルム、北米各都市

東京、シンガポール、香港、フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、スラウ(英国)、マルセイユ、ラ・クールヌーヴ(フランス)、
クリシー(フランス)、ミュンヘン、キスタ(スウェーデン)、ブロンマ(スウェーデン)

東京、シンガポール、香港、ロンドン、チェシントン(英国)、スラウ(英国)、ファーンバラ(英国)、フランクフルト、アムステルダム、
サン＝ドニ(フランス)、アルメレ(オランダ)、ミラノ、キスタ(スウェーデン)、オスロ(ノルウェー)

東京、大阪、シンガポール、香港、ロンドン、ダブリン、パリ、フランクフルト、アムステルダム

東京、ロンドン、フランクフルト

フランクフルト
ミュンヘン
ミラノ

パリ
ラ・クールヌーヴ

キスタ
ブロンマ

クリシー
サン=ドニ

アルメレ

マルセイユ

ロンドン

オスロ
スラウスラウ

チェシントンチェシントン

ファーンバラファーンバラ

アムステルダム

Coltクラウド接続サービスの提供エリア
Coltは自前のファイバーを活用することで、ヨーロッパおよびアジア、北米各地域の多数のアクセスポイントに直接接続が可能です。
Coltクラウド接続サービスは、帯域の容易な構築およびトラフィックルートの最適化を実現します。


