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サービスプロバイダー向けZADARA CLOUD SERVICES
Zadara Cloud Services は、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージなど、エンタ

ープライズグレードの包括的なフルマネージドサービスです。大幅なコスト削減を実現するとと
もに、顧客満足度を全面的に向上するビジネスソリューションは信頼性が高く、マネージドサー
ビスプロバイダ (MSP) のサービス改善を可能にします。

ZADARA CLOUD SERVICES
概要

MSP が ZADARA をパートナーとして選択する理由

zCOMPUTE

Zadara はMSP 顧客のクラウド要件を満たすコンピューティング、ネ
ットワーキング、ストレージにパワフルなプラットフォームを提供し
ます。多くの企業が将来のクラウドプロバイダーを比較・検討・選択
中です。Zadara Cloud Services は、プロバイダーの付加価値サービ

スと相まって、投資の価格性能比が最高になる理想的なビジネスソリ
ューションを提供します。Zadara Cloud Services にて統合すること

により、組織にエンタープライズ対応クラウドの柔軟性、信頼性、ス

ケーラビリティのメリットが提供されます。300 以上のクラウドに成

•
•
•
•
•

長したパートナーネットワークや MSP のグローバルネットワークと
、Zadara エキスパートによる 24 時間 365 日体制のサポートと

zSTORAGE

100% SLA 保証の実績あるフルマネージドクラウドソリューションに

よってサポートされるため、プロバイダーの顧客には信頼性の高いク

•

ます。Zadara はハイブリッド/マルチクラウド配備要件を求める企業

•
•

ター、プライベートコロケーション、Zadara の間でワークロードを

•

ラウドサービスプロバイダーと連携しているという安心感も提供され
もサポートしています。自社データセンター、パートナーデータセン

従量課金制、消費ベースの価格設定オプ
ション
AWS と同等または低い価格
ハイブリッド/マルチクラウドオプション
で既存の環境を活用
オープンソースソフトウェア (OSS)
に対する広範なサポート
オートスケールで要件の変化に合わ
せてリソースを調整

移動させることが可能になり、ベンダーロックインや長期契約のリス
クもありません。

ブロックボリューム設計でレイテ
ンシを削減し、スループットを向上
AWS EBS 対応
ファイル共有 (NAS) – NFS または SMB プロト
コルを介して拡張可能なファイル共有を提供
Zadara オブジェクトストレージ(ZOS) は
AWS S3 または Swift API を介して無限にスケ
ーラブルなプライバートまたはパブリックイン
スタンスを提供

zNETWORKING
•
•

•
•
•

想定外のデータ転送コストが発生せず、
データの入出力が無料
ロードバランス、トラフィックマネージャー、
パワフルなコンテンツ配信ネットワーク
(CDN) オプション

高スループット、低レイテンシ、レジリエンス
Elastic IP (EIP) が zCompute 環境外部
のインスタンスを公開
セキュリティグループ機能がインバウ
ンド/アウトバウンドトラフィックに最
高のコントロールを提供
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マネージドクラウドサービスのエキスパート

エンタープライズグレードの
パフォーマンスとセキュリティ

アジャイル、
無限のリソース。
使用量に応じた料金

エキスパートが 24 時間
365 日管理

専用 vCPU とメモリ、
SSD と HDD、
イン

オンプレミス、
コロケーション、
クラウド、
ス

経験豊富な技術者による 24 時間 365 日

フライトと保存データの暗号化、
スナップシ

ケールアップ、
スケールダウン、
従量課金制、

対応の積極的なサポート、
シームレスな移

ョット、
ミラリング、
HA

ハードウェアアップグレードが含まれます

行、
アップグレード

豊富な機能

最高の柔軟性

フルマネージド

ZADARA CLOUD SERVICES
完全に柔軟な消費ベー
スの使用量
zCOMPUTE サービス
EC2 対応 APIs
弾力性の高いピュー
ティング/VMS

弾力性の高いブロッ
クストレージ

VPC

ロードバランサー

zSTORAGE サービス
ブロック

ファイル
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ZADARA のメリット
わかりやすい価格設定
Zadara Cloud Services では運用コストを推測する必要がありません。Zadara
の従量課金制消費ベースのモデルはプロバイダーの顧客から高く評価されるはずです。

想定外の費用ゼロ

「現在のクラウドスペー
スで最高のストレー
ジベンダーの 1 社です。
非常に優れた製品、
サービス、サポー
トを提供してくれま
す」
クラウドコンサルタント

法外な移行費用を支払う必要はありません。大手のクラウドプロバイダーは現在、

メディア & エンターテインメント

ストレージやコンピューティングの要素間のデータ移動、クラウドドメインのデー
タの出入り、ロードバランサー、DNS などの利用に対して、追加料金を課金す
るようになっています。Zadara Cloud Services では価格設定や予算管理を簡素化し、
AWS 料金の 50〜70% の節約をプロバイダーの顧客に提供します。

100% OPEX ベース
CAPEX 投資がなく、長期契約が不要であるため、財務面や運用面の負担なく、
エッジコンピューティングをはじめとする高性能で弾力性の高いサー
ビスを提供できるようになります。いつでもスケールアップ、スケールダウン
が可能で、Zadara サービスはいつでも休止可能な従量課金制です。

「Zadara を使用する

既存の環境を拡張
Zadara Cloud Services は、オンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウド環境など
、どのようなインフラでも拡張できるように支援します。x86 対応の処理能力がオ
ンプレミスのデータセンターまたはコロケーションにもたらされ、一貫したハイブリ
ッドアプリケーションを構築・配備できます。また、クラウド接続型ハイパー
コンバージドインフラストラクチャ上でオンプレミスアプリケーションを統合して、
高効率のパフォーマンスを実現します。

ことで、高額の設備投資
を必要とせず、顧客の本
当の需要に対応する世界
クラスの製品を迅速に配
備することが可能になり
ました。」

Damian McCann

Viatel アイルランドの電話会社
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データセキュリティを強化
Zadara は包括的なユーザー定義の権限設定やセキュリティポリシー
を可能にする完全マルチテナントプラットフォームを提供します。また
、マルチテナント認証コントロール (LDAP、Active Directory) とシームレスに統合、
またはプライベートネットワークの DNS サービスを統合できます。関連仮想プライベー
トクラウド (VPC) 内だけで解決可能なプライベートゾーンを定義すると、アプリケー
ションセキュリティまたはコンプライア ンス要件を満たすことができます。

最大限の柔軟性を実現
Zadara のオートスケールはコンピューティングリソースを自動的に拡大・
縮小し、プロバイダーの顧客が求める高可用性、高性能、高効率のリソー
ス利用を保証します。ネイティブモニタリングサービスによって、
このオートスケールは、CPU、メモリ、ネットワーキングリソー
スの利用状況に基づいてリソースを割り当てます。クラウドネイテ
ィブアプリケーションに対する Zadara のスケールアウトアーキテクチャには
、ロードバランサーサービスが装備され、お客様がフォールトトレラ
ンスやアプリケーションスケーラビリティのマネージドロードバランサー
をオンデマンドでプロビジョニングできるようにします。

価格性能比の最適なバランス
プロバイダーの顧客は、機能が豊富で消費量ベースの隣接クラウドにデータやアプリケーションを移動できるようになります
。プロバイダーは、低レイテンシを必要とするワークロードが近接に配置されると同時に、分散されたスケールアウトのワー
クロードが別の関連リソースに配置されていることを保証できます。Zadara のネイティブの有効なリソースの再バランスによって、
クラスターがノード全体でロードを再配分することが可能になり、VM 全体の最適なパフォーマンスを保証します。

AWS 対応
プロバイダーは顧客の AWS の知識や経験を活用できます。Zadara は簡単なテストや移行オプションでマルチクラウ
ド機能を実現します。zCompute のバッチ指向ツールを利用すると移行が簡単になり、 AWS、VMware、Microsoft Hyper-V/Azure
のような主要なプラットフォームからの移行を配備します。さらに Zadara はリソースのプロビジョニングや管理のための包括的な
API ライブラリを提供するほか、移植性が高い構文や機能に加えて、Terraform などのコードライブラリも提供してします。
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グローバル拠点
zCompute は中核データセンターと地理的に分散されたエッジロケーションの両方で
配備可能です。このため、MSP は既存のロケーションすべてでクラウド機能を提供で
きるようになり、パブリッククラウドの可用性のある地域への依存性を排除します。

実績ある zSTORAGE サービス
エンタープライズストレージの機能として、プロビジョニング、スナップショット、
ミラリング、重複排除と圧縮、オンラインボリューム移行、オブジェクトロック不変
性を含むオブジェクトストレージなどがあります。Zadara のストレージシステムは
、オンプレミスでもエッジロケーションでもインストール可能です。また、一元管理
できるため、100% OPEX ベースの統一ソリューションを作成して、ランサムウェア
によるダウンタイムの防止、NAS バックアップの簡素化、Microsoft O365 データ保
護、プライマリまたはセカンダリストレージ環境でデータの不変性とエアギャップ保

99.999%
SLA 保証

Zadara では、ほとんどのクラ
ウドサービスプロバイダーを上
回る 99.999% の可用性を公表
し、契約で定めています。

99.9995%
実績

複数年にわたる実績では、契約
の規定だけでなく、上位ストレ
ージブランドの可用性も上回っ
ています。100%

護を提供します。
• あらゆるデータタイプ、あらゆるプロトコルに対応 - ブロック (iSCSI)、ファイル
(NFS および SMB)、オブジェクト (s3 および Swift) に対応します
• オンプレミス、プライベートコロケーション、エッジロケーションなど、どこで
も利用可能です
• 予測可能で、高利益率を提供します
• Veeam 3-2-1-1-0 バックアップ/リカバリのための唯一の統合マルチティアストレ
ージソリューションです
• マルチテナント機能の効率性により、テナントごとにリソースを完全に隔離しま
すフルマネージド、24 時間 365 日のサービスで 100% SLA を保証します

100%

クレジットベース
当社はお客様の事業成功にコミッ
トしており、あらゆるダウンタイ
ムを容認しません。そのため、ど
れほど短時間であっても、稼働停
止時間に対して料金を払い戻しま
す。

.
リスクゼロのエンタープライズストレージでビジネスを変革します。今すぐお問い合わせください。

お問い合わせ：
Zadara はエンタープライズストレージを簡素化します。
あらゆるデータタイプ、あらゆるプロトコル、
あらゆるロケーションに対応します。

www.zadara.com
info@zadara.com

ZADARA に信頼を寄せる世界の大手サー
ビスプロバイダー

お問い合わせください

www.zadara.com

|

info@zadara.com

