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報道発表資料 

2017 年 1 月 23 日 
アイレット株式会社 

インフォテリア株式会社 

cloudpack※１とインフォテリア、「データ分析基盤構築サービス」を提供 
全世界の AWSパートナーでトップクラスの cloudpackが「ASTERIA」と 

データウェアハウス「Amazon Redshift」をフル活用するサービスを月額 23万円から 

アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）※２を基盤とした 24 時間 365 日のフルマネージドサー

ビスを提供する cloudpack（運営：アイレット株式会社、本社：東京都港区、代表取締役：齋藤

将平）と企業データ連携 No.1※３製品「ASTERIA」シリーズの開発・販売を行うインフォテリア

株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平野洋一郎）は協業し、『データ分析基盤構築

サービス』を開発しました。このサービスは、cloudpack より 2017 年 1 月 23 日から提供を開始

します。 

※１：AWS 専業のクラウドインテグレータ。アイレット株式会社が運営。導入実績 600 社超。 
※２：米アマゾンウェブサービス社が提供する世界トップクラスのクラウドサービス。 
※３：テクノシステムリサーチ社「2016 年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」 

■ 『データ分析基盤構築サービス』を開始する背景 
「平成 28 年版情報通信白書」によると、日本国内でクラウドサービスを利用している企業の割

合は 2014 年末の 38.7％から 2015 年末には 44.6％となり 5.9 ポイント上昇しました。特に資本金

50～100 億円の中規模の企業では 2014 年末の 55.3%から 2015 年末には 74.7％と 19.4 ポイント

の上昇となるなど、クラウド利用の普及が顕著となっています。※４ 

このような環境のもと、cloudpack は、AWS パートナーネットワーク（APN）において最上位

の「APN プレミア コンサルティングパートナー」の１社として 5 年連続で認定され、さらに国内

APN で最優秀の実績を示す「APN Partner of the Year」を 2 年連続で受賞し、導入実績も 600
社を超えるなどクラウドインテグレータとして高い評価と多数の実績を積み重ねてきました。 

また、インフォテリアは、メインフレームからクラウドサービスまで様々なシステム間の接続

とデータ変換をノンプログラミングで実現する「ASTERIA シリーズ」を展開し、企業向けデータ

連携製品（EAI/ESB 製品）の国内市場で 10 年連続市場シェア No.1※３を獲得。また、AWS が認

定する「Amazon Redshift パートナー」に国内で初めて認定されています。 

クラウドが幅広い企業で普及期にある中で、業界でもトップレベルの評価と実績を誇る両社は

協業し、両社のサービスを組み合わせた以下の「データ分析基盤構築サービス」パッケージの販

売を開始します。 

＜両社のサービス、製品を組み合わせたパッケージのイメージ＞ 
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＜サービス構成・概要＞ 

・ 本格的なビッグデータ解析環境を Amazon Redshift を使用して提供。 
・ ビッグデータ解析の際に不可欠となる企業内システムとのデータ連携には ASTERIA WARP

を活用。専門的な技術者でなくてもノンプログラミングでデータ連携・変換が可能。 
・ Amazon Redshift データ格納の際にも ASTERIA WARP を用いることで、導入している BI ツ

ールに適した形に変換し格納。 
 

＜具体的なサポート内容＞ 

・ 用途に応じた性能の AWS、Amazon Redshift の環境の提供および運用 
・ ASTERIA WARP と Amazon Redshift、Amazon Redshift と各種 BI ツールとの連携構築 
・ Amazon Redshift のパフォーマンス・チューニング、など 
 
＜価格＞ 

 月額 23 万円～（消費税別） 
〔ASTERIA WARP Core を Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）の m4.large（ストレージ容量

100GB）、Amazon Redshift の dc1.large を運用した場合の月額費用です。サーバ―費用以外に、ASTERIA 
WARP Core のライセンスおよび AWS アダプターの利用費用が含まれます。インテグレーション費用は、対応

内容によって価格は変わりますのでご相談ください。〕 
 
※４：出典「平成 28 年版情報通信白書」（総務省）

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc252130.html  
 
■ 今後の展開と販売目標 

この協業の開始にあたり、アイレットはインフォテリアが新設する「ASTERIA サブスクリプシ

ョンパートナー」（略称：ASP）となり ASTERIA WARP Core の販売を開始します。またそれに

よりインフォテリアは ASTERIA の更なる拡販を図りクラウド利用における新たな需要開拓を推

進します。 
「データ分析基盤構築サービス」の販売は、2017 年度：50 件、2018 年度：100 件の導入を目

指します。 
 
＜「データ分析基盤構築サービス」紹介サイト＞ 

https://cloudpack.jp/service/option/data-analysis.html 
 

■「cloudpack」について（ Web サイト http://cloudpack.jp/ ） 

cloudpack は、Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2）や Amazon Simple Storage 
Service （Amazon S3）をはじめとする AWS の各種プロダクトを利用する際の、導入・設計から

運用保守を含んだフルマネージドのサービスを提供し、バックアップや 24 時間 365 日の監視/障
害対応、技術的な問い合わせに対するサポートなどを行っております。2013 年 6 月 4 日には、

AWS パートナーネットワーク（APN）（※1）において、日本初の APN プレミア コンサルティング

パートナーの一社として認定されたのをはじめ、その後 5 年連続で認定されています（※2）。 
 

運営会名 ：アイレット株式会社 http://www.iret.co.jp/  
所在地 ：東京都港区虎ノ門 1 丁目 23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7 階 
資本金 ：7,000 万円 
事業内容 ：クラウド導入事業、モバイルアプリケーション開発事業、システム開発・保守事業、 

        サーバーハウジング・ホスティング事業 
 
（※1）AWS パートナーネットワーク（APN）とは、AWS のエコシステムを支える重要な独立系ソフトウェアベンダー

（ISV）、SaaS ベンダー、PaaS ベンダー、開発者用ツールベンダー、管理/セキュリティベンダーやシステムインテグレータ

（SI）、戦略コンサルタント、リセラー、代理店、VAR によって構成されております。 
（※2）日本初の 5 年連続での認定は、日本企業ではアイレット株式会社と株式会社野村総合研究所のみです。 
 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc252130.html
https://cloudpack.jp/service/option/data-analysis.html
http://cloudpack.jp/
http://www.iret.co.jp/
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■「ASTERIA シリーズ」について（ Web サイト https://www.infoteria.com/jp/asteria） 
「ASTERIA シリーズ」は、異なるコンピューターシステムのデータを、ノンプログラミングで

連携できる ASTERIA WARP を主力製品とするミドルウェアです。メインフレームやクラウド上

のサーバーから表計算ソフトまで、様々なシステム間の接続とデータの変換を行うロジックを複

雑なプログラミングなしで行えることが評価されています。最近では、新ラインアップに月額3万
円から導入できる ASTERIA WARP Core を追加するなど、クラウド社会の普及にマッチした商品

体系へと進化も遂げています。 
 

■「インフォテリア株式会社」について（ Web サイト https://www.infoteria.com/ ） 
1998 年に国内初の XML 専業ソフトウェア会社として設立されたインフォテリア株式会社は、

企業内の多種多様なコンピューターやデバイスの間を接続するソフトウェアやサービスを開発・

販売しています。主力製品の「ASTERIA」は、異なるコンピューターシステムのデータをプログ

ラミングなしで連携できるソフトウェアで、大企業、中堅企業を中心に 5,788 社（2016 年 9 月末

現在）の企業に導入されています。また、「Handbook」は、営業資料や商品カタログ、会議資料

などあらゆる電子ファイルをスマートフォンやタブレットで持ち運べるサービスのスタンダード

として、現在 1,138 件（2016 年 9 月末現在）の企業や公共機関で採用されています。 
 
＜プレスリリース 掲載 URL＞ 
・ https://cloudpack.jp/info/20170123-cloudpack-and-infoteria-start-providing-data-

integration-infrastructure-service.html 
・ https://www.infoteria.com/jp/news/press/2017/01/23_01.php  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】 

 
アイレット株式会社 cloudpack 事業部 担当：増田・羽鳥 
TEL：0120-677-989 ／ E-Mail: pr@cloudpack.jp 
インフォテリア株式会社 広報・IR 室 長沼史宏 
TEL:03-5718-1297 ／ E-mail: press@infoteria.com 

 
【製品に関するお問い合わせ先】 

 
アイレット株式会社 cloudpack 事業部 製品担当：後藤和貴 
TEL:0120-677-989  ／ E-mail: sales@cloudpack.jp  
お問い合わせフォーム：https://cloudpack.jp/contact/form/  

 
インフォテリア株式会社 ASTERIA 事業本部 マーケティング部 製品担当：森 一弥 
TEL:03-5718-1250 ／ E-mail: pm@infoteria.com 

 
インフォテリア、ASTERIA、Handbook はインフォテリア株式会社の登録商標です。Amazon Web Services、アマゾン ウェブ 
サービス、AWS、Amazon EC2、Amazon S3、および Amazon Redshift は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標で

す。cloudpack、クラウドパックの名称は、アイレット株式会社の登録商標です。本文中の商品名は、各社の商標または登録商

標です。 

https://www.infoteria.com/jp/asteria
https://www.infoteria.com/
https://cloudpack.jp/info/20170123-cloudpack-and-infoteria-start-providing-data-integration-infrastructure-service.html
https://cloudpack.jp/info/20170123-cloudpack-and-infoteria-start-providing-data-integration-infrastructure-service.html
https://www.infoteria.com/jp/news/press/2017/01/23_01.php
mailto:pr@cloudpack.jp
mailto:press@infoteria.com
mailto:sales@cloudpack.jp
https://cloudpack.jp/contact/form/
mailto:pm@infoteria.com
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