
Rackspace Service  

Blocks™: Microsoft Azure 
“Architect & Deploy” 
認定された Rackspace のクラウド専門家が、お客様のクラ

ウドインフラストラクチャの設計、構築、および導入を行

います。お客様のクラウドは最適なパフォーマンスと信頼

性を得ることができます。 
Microsoft® Azure® パブリッククラウドへの移行においては、クラウド環境

が適切に設計・導入されるだけでなく、IT の柔軟性と機敏性、コスト削

減、そして、デジタルトランスフォーメーション(DX)などの利点が得られ

るかが重要です。Rackspace の経験豊富なクラウド専門家が、最適なパフ

ォーマンス、セキュリティ、およびコスト効率を確保しながらクラウド環

境をデザインし、クラウドを最初から最後まで管理しながら導入します。 
Microsoft Azure “Architect & Deploy” の利点 
Rackspace では、クラウドのライフサイクル全体を管理し、お客様のソリ

ューションが最大限ポテンシャルを発揮できるようお手伝いします。

Rackspace Service Blocks™ Architect & Deploy では、認 定されたクラウド

アーキテクトおよびエンジニアが、お客様固有の要件 に合わせてクラウド

インフラストラクチャの設計、構築、および導入を 行います。Rackspace

は、クラウドのパフォーマンスと信頼性を組織に 最適化するために、業界

のベストプラクティスに加えて、チーム全体の 豊富な経験を活用していま

す。 

主なサービス内容 

コンサルタント型のアプローチ: 

お客様と緊密に連携しながら、ビジネスの特性を認識し、パブリックク 

ラウド環境におけるセキュリティ、可用性、運用などのベストプラク 

ティスにを考慮したクラウド戦略を策定します。 

 

集中的なプロジェクト管理: 

オンボーディングマネージャが、お客様にとって一元的な窓口となり、 

導入の全行程を通じて、スケジュールと成果物を管理するとともに、リ 

スクをコントロールします。 

 

パブリッククラウドに関する深い専門知識: 

パブリッククラウドの設計と導入の専門家である Rackspace のソリュー 

ションアーキテクトやエンジニアがお客様を支援します。Microsoft と

Azure の認定資格を持つだけでなく、セキュリティ、可用性、パフォーマン

ス、コストなどパブリッククラウド戦略に関する深い経験と知識をお客様

にご提供します。 

 

お客様に要件に基づいたカスタム・ソリューション:     

お客様のニーズはそれぞれ異なります。Rackspace チームは、お客様と 緊

密に連携して、ビジネスおよび技術の要件を理解します。注文の前に、 お

客様の設計要件に基づいた費用が提示されます。そして、注文の後に は詳

細な技術の設計が提示されます。承認された構築エンジニアが、お 客様の

技術的な課題を解決するソリューションを実装し、お客様が効率 的に目標

を達成できるよう支援します。 

 

 

Rackspace について 

Rackspace は、クラウド、ア プリケーション、セキュ

リティ、データ、およびインフラストラクチャの分野

における信頼のパートナーです。 

• 2020 年版の「パブリック クラウドとマネージド

サー ・ビスのマジック クアドラ ント （Public 
Cloud Infrastructure Professional and Managed 
Services）」レ ポートで、Rackspaceは リーダー

の評価を獲得 

• 3000名を超えるクラウド 専門家 

• Fortune 100企業の半数以上が利用するプロバイ

ダ 

• 20年以上のホスティング経験 

• 150カ国以上のお客様 

Qualifications 
• Microsoft認定資格の取得者が1500人以上 

• Microsoft Azure認定資格の取得者が150人以上 

• Microsoft Partner認定を13保持 

• Microsoft Hosting Partner of the Yearを5回以上受賞 

• 18年以上にわたりMicrosoftテクノロジーをサポート 

• コンプライアンスへの適合： ISO 27001、PCI、
SSAE1, SOC、CPS、HIPAA, FedRAMP、FISMA、DFARS 

 

アイレット株式会社について 

• ハイブリッドやマルチクラウドのソリューショ

ンを日本で提供するクラウドシステムインテグ

レーター 

• KDDI、iret、Rackspaceの3社が提携し、2019年か

ら日本向けにクラウドマネジメントサービスを

提供 

• クラウド専門のKDDI完全子会社であり、東京都

心に拠点を置く 

 

 

 

 

 

 



ベストプラクティス: 

セキュリティやモニタリングに関するベストプラクティスに従ってお客様

に対するソリューションを構成します。お客様のワークロードの安全性を

維持しながらインフラの運用状況をリアルタイムに把握できます。 

短期間での導入: 

Rackspace のソリューションアーキテクトと構築エンジニアは、数千ものク

ラウド導入に取り組んできました。お客様に特有のニーズがあっても、過

去の経験と深い知識を駆使して、お客様のパブリッククラウドが迅速かつ

効率的に立ち上がるようにお手伝いします。 

簡単なご相談から開始: 

理想的なパブリッククラウドを導入・設計するための最初のステップは、

Rackspace の専門家とのミーティングです。その後、要件を確定し、ソリュ

ーションを提案し、パブリッククラウドにデプロイするための価格見積も

りを提示して、お客様の承認をいただきます。 

 

Fanatical Experience™とは？ 

お客様が本来の業務を正しく遂行するためのクラウドの専門家。 

Rackspace は、コンサルティングから日々の運用に至るまで、24 時間

365 日利用できるサービスと高度なツールと自動化機能を組み合わせ

て、必要なときに必要なテクノロジーをお客さまにお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional Services 
Managed Public Cloud Service Blocks™ では、お客様特有のニーズに基づきパブリックク

ラウドのパフォーマンスを向上させる以下のようなサービスをご用意しています。 

Platform Essentials:  

アカウントとユーザー権限を統合管理できるコントロールパネルを提供し、Rackspace のクラウド専門家に 24 時間 365 日アクセスできます。 

Manage&Operate:  

認定された専門家のチームによる 24 時間 365 日の運用サポートと、強化されたツールにより、クラウドインフラの管理とモニタリングを行い、運用の負

担を軽減します。 

次のステップへ！ 

Rackspace の Microsoft Azure Service Blocks™でお客様の目的達成に向けご相談を承ります。 
 
アイレット株式会社 
〒105-6307 東京都港区虎ノ門 1-23-1 
虎ノ門ヒルズ森タワー7F 

Learn more: www.rackspace.jp/cloud/public  

Call: 0800-300-4058 
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