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クラウドサービス市場は拡大し続けており、
IDC のレポートによると、過去1年間の消費
は24.4パーセント増加し、パブリッククラ
ウドの売上は2020年までに、2,030億ドル
に到達する見込みです。アクロニスは市場の
クラウド化に合わせて、従来とは異なる考
え方の新しいデータ保護ソリューションを提
供しています。これによりサービスプロバイ
ダーは、利益を生み出す新しいサービスを迅
速に顧客に提供することで、新たなビジネス
チャンスを獲得できます。

Acronis Data Cloud は、かつてないほど使
いやすいデータ保護サービスを提供するプ
ラットフォームです。1回のインストール
で、お客様とその顧客は、バックアップ、
ディザスタリカバリ、ファイル同期・共有、
ファイルノータリゼーション（公証）・電子
署名の各サービスを使用できるようになりま
す。これらのサービスはすべて、1つのコン
ソールで管理できます。このような需要の高
いアドオンサービスを利用することで、売上
だけでなく顧客維持率を向上させることがで
きます。

ソリューション一覧
Acronis Backup Cloud 
サービスプロバイダー向けの実
績豊富なハイブリッドクラウド
バックアップソリューション。
20を超えるプラットフォーム
を、時間や場所に関係なく、高
速に保護

Acronis Disaster Recovery 
Cloud
Acronis Backup Cloud 上に構
築された、セルフサービスの簡
単・シンプルなターンキーソ
リューション。アクロニスのク
ラウドインフラストラクチャを
活用して、顧客の IT システム、
アプリケーション、データを即
座に復元することにより、重要
なワークロードを保護

Acronis Files Cloud
サービスプロバイダー向けに特
化して設計された Acronis Files 
Cloud は、オフィスとモバイ
ルデバイスユーザーに、使いや
すいホスティングクラウドソ
リューションによる、セキュア
なファイル同期・共有を提供

Acronis Notary Cloud 
ブロックチェーンベースのサー
ビスで、ファイルノータリゼー
ション（公証）、電子署名、
ファイルの検証（ベリファイ）
をあらゆる規模の企業に提供。
企業の重要なデータの整合性を
証明し、規制への準拠とセキュ
リティリスクの最小化を実現

Acronis Storage 
ユ ニ バ ー サ ル で コ ス ト 効 率
に 優 れ た 、 ス ケ ー ラ ブ ル な 
Software-Defined Storage 
ソリューション。ブロック、
ファイル、オブジェクトに対応
し、業界標準のハードウェアを
使用。Acronis Storage は、
Acronis Data Cloud 上の各サー
ビスとの連携に最適化
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� Data Cloud
1つのソリューションで、複数の最新の 
データ保護サービスを顧客に提供

バックアップ
ディザスタリカバリ
ランサムウェア対策・保護
ファイル同期・共有
ファイルノータリゼーション（公証）・電子署名
Software-Defined Storage

今後も新たな
サービスをリリース

管理 
コンソール マルチテナント

ポリシー 
エンジン

監査

マルチティア 使用状況の 
レポート 統合

利用者の多い RMM システムや PSA システムとのネイティブ統合

REST API



Acronis Data Cloud の30日無償試用
版にサインアップしましょう。 
詳細は、www.acronis.com を 
ご覧いただくか、（03-4572-2523）
までお問い合わせください。
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Acronis Data Cloud サービス横断型管理
コンソール

ソリューション概要 | ACRONIS DATA CLOUD

初期設備投資ゼロですぐに開始
• 数クリックで利用開始
• Acronis Hosted モデルの場合、設備投

資ゼロ
• 1回の操作で複数のサービスを簡単デプ

ロイ

顧客のニーズを満たす
• ストレージ階層とコストの管理
• 復旧速度とコストのバランスを調整
• 18言語に対応したユーザーインター

フェース
• GDPR や FIPS などのさまざまな規制に

準拠
• 転送時と保管中のデータを AES-256で

暗号化

現行のビジネスモデルへの適合
• Acronis Hosted、Hybrid、Service 

Provider Hostedから提供モデルを選択
• さまざまな課金モデル
• Autotask、ConnectWise Automate、

ConnectWise Manage、cPanel、
Flexiant、HostBill、Kaseya、Odin、
Plesk、WHMCS とネイティブに統合

• RESTful API の提供による既存システム
との統合

他社との差別化
• 広範囲なホワイトラベル（ブランドカス

タマイズ）機能
• 柔軟なデータ保存先：ローカルストレー

ジ、Acronis Cloud Storage、サービス
プロバイダーのストレージ、サードパー
ティのストレージ

• 広範囲のバックアップ対象

顧客の流出防止と収益拡大
• 市場において実績豊富なベンダーの提供

するバックアップ・復元技術を自社の
サービスとして提供

• 重要なシステム向けにバックアップから
ディザスタリカバリサービスへのアップ
セルを実現

• システム移行やファイル同期・共有、電
子署名サービスなどのクロスセルを少な
い労力で実現

独自のイノベーション
• Acronis Active Protection によるランサ

ムウェア対策
• Acronis Notary と Acronis ASign によ

るブロックチェーンベースのデータ検証
（ベリファイ）

• Acronis Universal Restore による、さ
まざまなハードウェアやハイパーバイ
ザーへのベアメタル復元

• Acronis Instant Restore により、ディ
スク単位のバックアップを秒単位で仮想
マシンとしてデプロイ

• Acronis Data Cloud を使用するための
トレーニングはほぼ不要

• Web ベースのマルチテナント型の管理
コンソールで、アカウントのプロビジョ
ニング、ユーザーや再販パートナーの管
理、レポートなどのタスクを1つの画面
で実行可能

• クラウドコンソールから直接、顧客や
パートナーに数クリックでサービスをプ
ロビジョニング

•  カスタマイズ可能なダッシュボー
ドとレポート機能：顧客全体や顧客ごと
の状況を表示し、自社サービスにおける
データ保護インフラの状態を簡単に確認

サービスプロバイダーの利点

あらゆる規模のサービスプロバイダーが利用できる、 
すべてが1つになった最も簡単なデータ保護ソリューション

今すぐ 
試用

新機能

https://www.acronis.com/en-us/cloud/service-provider/platform/
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