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業界最安値！ 

“自社だけのデータセンター”を月額 15,000 円で 

「at+link プライベートクラウド ライト」 2 月 27 日 提供開始 

	 

株式会社リンク(本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田元治)と株式会社エーティーワ

ークス（本社：富山県富山市、代表取締役社長：伊東孝悦）が共同で展開している国内最

大級のホスティングサービス「at+link（エーティーリンク）」は、業界最安値の低価格で

提供する「at+link	 プライベートクラウド	 ライト」を 2013 年 2 月 27 日（水）より開始し

ます。	 

	 

「at+link	 プライベートクラウド	 ライト」は、サーバ 1 台をまるまる自社専用のクラウド

環境として提供するホスティングサービスです。初期費用 0 円・月額 15,000 円の定額で、

仮想サーバを必要なタイミングで専用の管理パネルから手軽に作成することが可能です。

Web サーバやメールサーバだけでなく、テスト環境などの運用にも、物理ノードのリソース

範囲内で自由に運用いただけます。	 

	 

また、独自開発したパブリック型 IaaS「at+link	 クラウド」

の基盤システムをベースにしているため、高額なライセンス

費用が発生することなく、低価格（業界最安値！）が実現し

ました。サーバリソースの状況を見ながら自由にサーバの追

加・削除が可能なうえ、システム開発のさまざまなタイミン

グで必要になる開発・検証環境がオンデマンド作成できるた

め、Web 制作会社やシステム開発会社の方に特にお勧めのサ

ービスです。	 

	 

実際に触って、その使い勝手を実感していただくため、2 月

27 日、28 日に東京・紀尾井町のホテルニューオータニで開催

されるクラウドコンピューティングの展示会『Cloud	 Days	 

Tokyo	 2013	 Spring』において、「at+link	 プライベートクラ

ウド	 ライト」のデモンストレーションをおこなう予定です。	 

	 

	 

プレスリリース	 

報道関係各位 

株式会社リンク 
株式会社エーティーワークス 

操作性に優れた「at+link プライベート 

クラウド ライト」の管理パネル 
の管理パネル 

[ サービスイメージ ] 



専用サーバのマネージドホスティングで 16 年培った経験を生かし、at+link	 は、今後も様々

な利用シーンにあわせたクラウドサービスを提供していく予定です。	 

	 

	 

【「at+link	 プライベート	 クラウド	 ライト」	 特長】	 

■業界最安値の月額 15,000 円	 

■定額で使い放題	 

■1VM	 約 900 円からの圧倒的な低価格	 ※プラン Bの場合	 

■自社専用のサーバ内で仮想サーバが利用でき、ファイアーウォールも無償提供	 

■物理サーバや回線のトラブルを 24 時間 365 日サポート	 

■迷わず設定できる直観的操作が可能なコントロールパネル	 

	 

	 

【スペックと料金】	 

 プラン A プラン B（3 月末日提供予定） 

CPU Xeon E3-1265Lv2 Xeon E5-2603 

メモリ（最大） 8GB ( 16GB ) 32GB ( 48GB ) 

HDD（最大） 500GB×2 ( 1TB×2 ) 1TB×3 ( 1TB×8 ) 

利用可能 VM 数 ※1 無制限 無制限 

グローバル IP アドレス数 ※2 /28 ( 16 ) /27 ( 32 ) 

初期費用 0 円 

(台数限定キャンペーン) 

180,000 円 

月間利用料 15,000 円 25,000 円 

 
※	 	 	 税別価格	 

※1	 利用可能な VM 数に制限はありません。管理パネルにあるリソースの状況を確認しながら利用できます。	 

※2	 提供するお客様用グローバル IP アドレスのうち、4アドレスは管理用に利用します。従って VM に割り当て	 

られるグローバル IP アドレス数は標準構成でそれぞれプラン Aで 12、プラン Bで 28 となります。	 

	 

	 

	 

	 

	 

「at+link プライベートクラウド	 ライト」のサービス詳細は、2 月 27 日（水）以降、

http://www.at-link.ad.jp/cloud/private/	 でご覧いただけます。	 

	 

	 

	 



at+link について	 

東京の広告制作会社である株式会社リンクと、富山の PC/AT 互換機メーカーである株式会社エー
ティーワークスにより、1996	 年 11	 月にサービスを開始しました。2013	 年 2	 月現在の稼働台数
はのべ 20,000	 台にのぼり、専用型レンタルサーバの分野では国内最大級といわれています。ユ
ーザは大企業・官公庁から中小企業・SOHO など、およそ 2,500	 社。利用形態も、企業のメール
サーバ・ウェブサーバからオンラインショップやモバイルビジネスまで多岐におよびます。自在
性・拡張性に富んだサービス構成と、親切・丁寧な完全無償フルサポートを提供しており、多く
のユーザから支持を得ています。サービスの詳細は、http://www.at-link.ad.jp/をご覧くださ
い。	 

	 

	 

株式会社リンクについて	 

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティングを軸として、クラウド型ホス
ティング・コロケーション・携帯向け	 CMS・クラウド型	 IP	 ビジネスフォンなど、さまざまなイ
ンターネット関連サービスを提供しています。2009 年からは農系事業にも取り組んでおり、2011
年 10 月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場の直営店である「中洞牧場ミルクカフェ」を
六本木で運営しています。事業内容の詳細は、http://www.link.co.jp/	 をご覧ください。	 

	 

	 

株式会社エーティーワークスについて	 

株式会社エーティーワークスは、at+link	 のマシンの製造と技術サポートを担当しています。
1994 年の創業当時から PC/AT 互換機に PC-UNIX（Linux・FreeBSD など）をプリインストールし
たサーバ機器の販売、ラックマウントサーバの開発・製造・販売を行っています。事業内容の詳
細は、http://www.atworks.co.jp/	 をご覧ください。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先  

株式会社リンク	 

担当：湯田・原田	 
	 

〒107-0052	 

東京都港区赤坂 7丁目 3 番 37 号	 

カナダ大使館ビル 1階	 

TEL：03-5785-2255	 /	 FAX：03-5785-2277	 

E メール：pr@link.co.jp	 

株式会社リアライズ	 

担当：若杉・中村	 
	 

〒160-0066	 

東京都港区浜松町 1-27-12	 

秀和浜松町交差点ビル 6階	 

TEL:	 03-3434-3377	 /	 FAX:	 03-3434-3439	 

E メール：nakamura@real-ize.com	 

 


