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クラウドサービス

複数の仮想化基盤、きめ細やか
なサポートで安心して導入可能

ビジネスソリューション
（SaaS）

ビジネスの現場で必要とされる
機能をSaaSで簡単導入

ネットワークサービス
（S-Port X コネクト）

複数インフラを組合わせたハイ
ブリッド構成のほか、他社メガク
ラウドとも接続可能

セキュリティ

DDoS対策やWAF、脆弱性診
断など、システムを守る各種セ
キュリティサービスを提供

データセンター
サービス

安心のファシリティと優れた立
地。マルチリージョンやセンター
間接続にも対応します

ビジネスソリューション
（S-Port テレワーク・
リモートPCサービス）

安全・柔軟なリモートワーク環
境を手軽に実現

ネットワークサービス
（インターネット接続）

安定かつコストパフォーマンスに
優れたインターネット接続環境

S-Portが提供する各サービスは単独の利用だけでなく、複数サービスを組み合わせたハイブリッド環境の実現も可能です。
また、オンプレミス、モバイル環境やリモートワーク環境からセキュアに接続するネットワークサービスも提供します。

鈴与シンワートとは
「鈴与シンワート」は、東京・大阪・名古屋・広島の都市圏で大規模

情報システムの開発、人事・給与・会計などの業務ソリューション

及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウド

サービスを展開しております。グループ企業内で培った豊富な業務

経験と、様々な業界の企業との連携によって育んできたお客様目

線のシステム構築・ネットワーク構築・運用を融合させ、時代が求

める、クラウドサービス（プライベート・パブリック）、ネットワーク

サービスなどのトータルソリューションを追及しています。

設 立

資 本 金

上場市場

従業員数

売 上

1947年（昭和22年）5月29日

8億225万円

東京証券取引所スタンダード市場

738名（連結：2022年3月31日現在）

145億円（連結：2022年3月期）

S-PortはITインフラの
コンシェルジュ
S-Portは、データセンターを自社保有する強みを
活かし、ハウジングサービス、ベアメタルサーバ、
IaaSなどのITインフラ環境提供からITインフラ構築、
基幹業務システムや各種業務パッケージ導入まで
シームレスに対応します。

S-Portサービス



S-Port Cloud V Series の特長
S-Port Cloud V Seriesは、高品質なクラウドサービスです。 自由度と信頼性を両立させたIaaS環境を提供します。

お客様のニーズに即応する柔軟・豊富なソリューション

S-Port テレワーク・
リモートPCサービス

S-Portは、データセンター、IaaS、ベアメタルサーバといったITインフラ環境の提供にとどまらず、基幹業務システムのSaaS
提供や各種業務パッケージ導入までシームレスに対応します
ITインフラのコンシェルジュとしてお客様のリクエストに幅広く対応し、ベストな環境を提供します

S-Portデータセンターハウジングサー
ビスとのハイブリッド構成や、弊社設備
の強みを生かした豊富なメニューによ
り、貴社の課題に最適解を提案します

S-Portクラウドサービスの物理基盤は
冗長構成をとっており、HA構成を標準
としているため、安心・安全のサービス
には自信をもって提供しております

中堅企業から上場会社にフォーカス！ 
高度な標準化の実現と成長を続ける
基幹業務パッケージです

専門のエンジニアが導入を完全サポー
トし、運用開始後も手厚くサポートしま
す

高い自由度 高い信頼性 充実のサポート体制

お客様の要望に合わせて使い方は自由自在。 サーバ環境の構築も含めた支援も可能です。

特長
①

10GbE×2の
ネットワークインターフェース

増大するEast-Westトラフィック（サーバ間の水平方向
通信）に対応可能。DBレプリケーション等のサーバ間
ネットワークのボトルネックを軽減します

ハードウェアの監視・運用 サーバを含む物理機器の監視・運用は24時間365日対
応します

 ITインフラ構築からシステム導入
までワンストップで提供が可能

ITインフラ環境の提供にとどまらず、ベアメタルサーバの
活用について構築からシステム導入までワンストップで
提供します

マルチリージョン対応
収容データセンターが選択可能です
複数データセンターによる分散化も対応可能です
（弊社指定のデータセンターに限ります）

ハイブリッド構成も可能 S-Port X（クロス）コネクトを利用することでオンプレミ
スや他社クラウドサービスとの接続も可能です

特長
②

特長
③

特長
④

特長
⑤

S-Port Cloud 
for 奉行

人事・給与・就業システム、人事給与ア
ウトソーシングから財務会計システムまで
のトータルビジネスサービスです。コンサ
ルティングから各種ビジネスパッケージ
の構築、アフターフォローまで一貫した
サービスを提供します

S-Port Cloud
for S-PAYCIAL

セキュリティ強固な弊社データセン
ター内に物理PCを設置。自宅でも社
外でも安全なリモートワークが可能
です

S-Port テレワーク・
リモートPCサービス

リモートワークのWeb会議はZoom
に決まり！会議室や社内組織、チーム
や社員、そして社外の関係者やグ
ローバルでメッシュでのコラボレー
ションワークを拡大し、ビジネスを加
速します

Web会議サービス
Zoom

リモートワークの情報共有をもっとス
マートに！コンプライアンスに必要な
セキュリティを保ちつつ、簡単な操作
で大容量のファイル転送・ファイル
共有機能が利用できます

オンラインストレージ
GIGAPOD

法人に特化した高セキュリティ・高
可用性のビジネスチャット!! リモート
ワークのコミュニケーションロスを低
減します

ビジネスチャット
TAGS

S-Port Cloud V Series

ベアメタルサーバ

S-Port 
ビジネスソリューション



圧倒的なコストパフォーマンスと高い信頼性 S-Port東京第一センターは、地域危険度特性評価AAAのエリアに所在し、大型自家発電機と潤沢な燃料備蓄
による電力供給の信頼性と先進のセキュリティシステムを装備しています

S-Port X（クロス）コネクトを中心に全てのリソースをつなぎます

「S-Port X（クロス） コネクト」は、ハウジングサービス、クラウドサービス、ベアメタルサーバなど弊社各種サービス間の接続だけで

なく、お客様のオンプレミス環境やAWSをはじめとする外部クラウドサービスへのシームレスな接続を可能にするサービスです。

安全性の
高い電源仕様

事業継続性をしっかり確保

特長
①

2系統特別高圧（22,000V）受電、n+1
冗長構成の無停電電源装置、非常用発電
設備を持ち、約48時間稼動が可能な燃料
を備蓄しています

立地と安全性

地震・水害に対応

特長
④

地域危険度特性評価AAA、想定津波高
50cmに対し、海抜7.7mに立地した、極め
て災害に強い堅牢なデータセンターです

セキュリティ仕様

電子錠、入退室管理

特長
⑤

有人受付と、非接触ICカード、生体認証による
入退室管理で、情報の漏洩をシャットアウト
またITVカメラによる監視も常時行っています

中央監視装置による集中監視
監視室で24時間365日の有人監視を実施
安全性だけでなく、効率的な運用を実現して
います

柔軟な
ラックメニュー

ラックと電源を自由に組合せ

特長
②

ラックは標準の46Uサイズのほか、ハーフ
やクォーターなどお客様のニーズに合った
ラックを提供します

地震対策設備

ビル構造

特長
③　

新耐震基準に適合した地震や災害に極めて
強い構造です

高い柔軟性 安全・安心な
ファシリティ

可用性の高い
ネットワーク

国内トップクラス
の低価格

お客様の要望を最優先し、最適
なサービスやソリューションを提
案・提供することをお約束しま
す

震度6強の地震にも耐える耐
震・免震構造を採用。データセ
ンターに求められるファシリティ
を安全・安心に提供します

データセンター間の接続や高品
質なインターネット接続などの
ネットワークサービスが充実して
います。多様な要望に対応が可
能です

鈴与グループの強みを活かし、
お手頃な価格を実現しています。
コスト削減が必要な時は、いつ
でもご相談ください

S-Portデータセンターサービスの特長

¥

東京第一センター
都心から公共交通機関でのアクセスが
可能。SRC耐震構造（鉄骨鉄筋コンク
リート構造）新耐震基準適合、冗長構
成の無停電電源装置＋自家発電装置

東京第二センター
「超」都心型データセンター、ブレード
型サーバにも対応可能な設備設計、最
高レベルのセキュリティ

大阪センター
大阪中心部より30分圏内、非常用発電
機・空調消火設備・セキュリティ（入退
室管理・監視カメラ）完備

北陸センター
耐震性能は最高のSグレード、電源設
備はティア3レベル、6段階の強固なセ
キュリティレベル

インターネット

バックボーン

他社クラウド
（AWS/Azure/OCI） オンプレミス センター間 SaaS ベアメタル

サーバ
ハウジング
サービスS-Port Cloud

S-Port X（クロス）コネクト

ハウジング
サービス

S-Port
クロスコネクト

S-Port
クラウド
Vシリーズ

インターネット
接続

キャリア
閉域網

他社クラウド
接続

オンプレミス

リモート
アクセス

ペアメタル
サーバ

S-Port データセンターサービス S-Port東京第一センターの特長

S-Port X（クロス）コネクト

日本中に広がるS-Portデータセンター

九州センター
警固断層から2.0km以上、原子力発電
所から50km以上に位置。震度7に耐
える設計の免震構造ビル、5段階の強固
なセキュリティレベル

沖縄センター
沖縄県の中でも地盤が安定している北
部地域に開設、免震 ( 震度 6強対応 )、
400KVA×2 台 並列冗長システム（1
台予備）、入退館管理システム、24 時
間 365日常駐警備


