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 はじめに

本書は、楽天コミュニケーションズ株式会社(以下当社と記す)が提供するクラウドサービス、 

「楽天クラウド オブジェクトストレージ」(以下本サービスと記す)のサービス仕様をまとめたドキュメントです。 

本サービス仕様書の内容については、予告なく変更する場合があります。 

 

 本書の目的

本書は、本サービスをお客様がご利用されるにあたり、以下の内容について、理解を深めるために使用します。 

 

 サービス概要 

 サービス仕様 

 サービスサポート 

 

 本書が対象とするお客様

本サービスを当社と契約し、ご利用になるお客様が対象になります。 
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 用語

① オブジェクト 

本サービス上に格納するお客様のデータ(ファイル)。 

② フォルダ 

オブジェクトをグループ化するための名前空間。ファイルストレージのフォルダ・ディレクトリと同義の利用が可能。 

③ バケット 

オブジェクト・フォルダを格納するための領域。 
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 サービス概要

 サービス名称

楽天クラウド オブジェクトストレージ ( Rakuten Cloud Object Storage ) 

 サービス提供エリア

原則として日本国内としますが、それ以外の地域からの利用を制限するものではありません。 

 サービス提供時間

終日提供を原則とします。 

ただし、当社メンテナンスにおけるサービス停止、サービスアップグレードにおける計画停止、当社事情による 

緊急停止等による時間帯は提供時間の範疇ではありません。 

 計画停止

本サービスのメンテナンスにおける計画停止、サービスのアップグレードにおける計画停止、 当社事情による 

緊急停止等による時間等に関しては、事前にお客様に通知するものとします。 

 提供サービスの内容

インターネットを経由して使用するオブジェクトストレージサービスです。 

 前提条件

本書に記載のない事項については、楽天クラウド Red Hat OpenStack Platform 利用規約および 

サービス仕様書に基づくものとします。 
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 サービス仕様

HTTP(S) API 等を利用し、メタデータを含むファイル(オブジェクト)を格納・取り出しできる 

オブジェクトストレージサービスです。 

静的なデータ配布やバックアップデータの長期間保存など、多目的に利用いただけます。 

 システム構成

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 課金方式

本サービスは毎月のお客様のストレージ平均ご利用量に対してのみ課金させて頂くモデルとなっており、 

ネットワークの転送料や APIの呼出回数を基準とした従量課金はございません。 

 機能

 

オブジェクトストレージの各種管理を行えるWeb UI をユーザーに提供します。 

 提供する機能

1. ユーザー管理 

2. サービス状況案内 

3. バケット作成・アクセス制御 

4. データの格納・取り出し 

 

オブジェクトの格納・取り出しほか各種操作が利用できる REST 形式の API をユーザーに提供します。 

API は原則として Amazon Simple Storage Service (S3)と互換性があり、同サービス向けに作成された

様々な API 利用アプリケーションを活用できます。 

提供される API についてはヘルプページを参照ください。 

 アクセス制御

バケット毎にアクセス元の制限が可能です。制御はソース IP アドレス、ユーザー認証トークンが利用可能です。 

弊社データセンタ 

インターネット 

お客様 
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 サービス利用プロトコル

IPv4 によるアクセスが可能です。 

 バケット

4.3.6.1. 作成可能数 

作成可能なバケット数は 1ユーザーあたり 100個となります。 

4.3.6.2. 名前 

バケット名は URI でオブジェクト公開する際のサブドメイン名としても利用されます。 

バケットに付与する名前は本サービス全体でユニークである必要があります。 

既に別のお客様が使用中の名前は付与できません。 

付与する名前の文字列長は 3 文字以上 63文字以下となります。 

命名規則についてはヘルプページをご確認ください。 

 オブジェクト

 サイズ

最大 5TBytes となります。 

 作成可能数

作成するオブジェクト数の制限はございません。 

 名前

付与する名前の文字列長は 1024Bytes 以下となります。 

命名規則についてはヘルプページをご確認ください。 

 マルチパートアップロード

大きなファイル分割し、分割したオブジェクトを同時もしくは別のタイミングでアップロードする機能です。 

API をご利用いただくことで利用が可能です。 

詳細は API ヘルプページを参照ください。 

 

PUT1回当たりのファイルサイズは最大 500MBytes に制限されます。このサイズを超えるファイルについては 

マルチパートアップロードをご利用下さい。 

最低 5MBytes, 最大 5GBytes です(最後のパートは 5MBytes 未満も許容されます)。 

最大分割数は 10,000 となります。 
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 責任分界点

本サービスの当社責任範囲は当社のシステムとインターネットを接続する点までとなります。それ以外の設備 

(お客様がご利用するネットワーク設備、ISP など)については、お客様の責任範囲となります。 

 利用環境条件

本サービスを使用する場合の利用環境条件は以下となります。 

【ネットワーク環境】 

インターネットを経由して当社サービスに接続可能なネットワークの準備をお願いします。 

 データ保存期間

バケットに保存されたデータはお客様とのご契約が存在する間保存いたします。 
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 サービスご利用にあたって

 ご利用開始までの流れ

お客様にて申込書をご記入・ご捺印を頂き、弊社営業担当へご提出ください。 

弊社にてお客様アカウント作成後、アクセスに必要なアカウント情報等を記載した開通通知を 

郵送でお届けいたします。 

詳細は楽天クラウド Red Hat OpenStack Platform 利用規約を参照ください。 

 ご利用開始後の運用

 変更時

標準で利用可能な範囲を超えるストレージ使用量をご希望される場合は、弊社営業担当へご連絡下さい。 

 解約時

本サービスの解約をご希望される場合、弊社営業担当へご連絡下さい。折り返し解約申込書をお送りいたし

ますので、お客様にてご記入・ご捺印を頂き、弊社営業担当へご返送下さい。 
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 料金・請求

 料金種別

課金種別 詳細 

従量 利用時間に応じて料金が加算されます 

 

リソース 
料金種別 

従量 

バケット - 

フォルダ - 

オブジェクト 〇 

API アクセス数 - 

 

 リソース別料金

詳細な料金については、下記のページを参照ください。 

https://cloud.rakuten.co.jp/object/pricing/ 

 計算方法

 オブジェクト

オブジェクトとして格納されたファイル、及びマルチパートアップロードで分割アップロードが完了した分のファイルの

総合計値を 1時間毎に計測し、月次利用期間中の計測回数で除した平均値を、月次オブジェクト保管量と

して課金対象とします。 

なおひとつのオブジェクトのサイズが 4096 バイト未満の場合、4096 バイトを利用しているものとして課金します。 

 
 
 
 
  

https://cloud.rakuten.co.jp/object/pricing/
https://cloud.rakuten.co.jp/object/pricing/
https://cloud.rakuten.co.jp/object/pricing/
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 請求サイクル

項目 課金種別 詳細 

サービス料金 従量 毎月１日から末日までの期間の利用時間に応じた料金を請求し

ます 月額上限付き従量 

月額 毎月１日から末日までの料金を請求します 

 

 支払い方法

支払い方法 締め日 請求日 支払い期限日 

口座振替 

月末 

請求書発送 

翌月 7 日~9 日前後 

翌月 27 日 

お支払い期限日が土日祝祭日の

場合は、翌営業日となります 

銀行振込 お振込み用紙発送 

翌月 7 日~10 日前後 

翌月 26 日 

お支払い期限日が土日祝祭日の

場合は、翌営業日となります 

クレジットカード クレジットカード発行会社の規定に従います 

 

 口座振替

 
 

※ 毎月ご指定の金融機関口座から自動振替いたします 

※ ご登録時には、口座振替の与信や金融機関による審査などで、実際に適用されるまでにお時間を頂くことがあります 

※ 口座振替の確認が取れない場合、「お支払い（お振込）のお願い」を郵送いたします 

 銀行振込

 
 

※ お客様の請求先住所宛てに専用振込用紙を郵送いたします 
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 クレジットカード

 
 

※ クレジットカードでお支払いの場合は、請求書の発行はできません 

※ 利用するクレジット会社によって、引き落とし日が異りますのでご確認下さい 

※ ご登録・クレジットカード変更時には、与信を行いますので、若干時間がかかります 

※ クレジットカードの確認が取れない場合、振込用紙を請求先住所宛てに郵送いたします 

※ お支払い方法の変更は、カスタマーポータルより変更ができます 
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 サービスサポート

 サービス窓口

本サービスのサポート窓口は以下となります。 

 

項目 内容 

問い合わせ窓口 テクニカルサポートデスク 

TEL：0800-600-7777 

問い合わせフォーム：https://cloud.rakuten.co.jp/toiawase/cloud-inquiry.html 

営業日 土曜、日曜、祝祭日を除く当社営業日 

営業時間 9:00～17:30 

サポート対象 本サービスご利用の管理者、ユーザー 

言語 日本語 

サポート内容 電話およびメールによる問い合わせ対応 

ヘルプページ https://customer.cloud.rakuten.co.jp/doc/objst/ja/help/ 

 

 利用規約

利用規約については、下記の URL を参照願います。 

https://comm.rakuten.co.jp/keiyaku/pdf/redhat_yakkan.pdf 

 運用

 メンテナンス

メンテナンス実施は約 2週間前を目安として、工事情報に掲載及びメールにてご案内いたします 

工事情報は、下記の URL より確認ができます 

https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/network/iaas_kouji.shtml 

 故障情報

ご利用中のインスタンスのホスト内で故障が発生した場合は、メールにてご案内いたします 

故障情報は、下記の URL より確認ができます 

https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/network/iaas_koshou.shtml 

 保守情報

カスタマーポータルより、保守情報を登録頂くとメンテナンス情報や故障情報などを保守担当者にメールで 

送付することが可能です。保守担当者は、複数登録することができます。 

また、保守情報が登録されていない場合、契約者情報のメールアドレス宛に送付されます。 

https://cloud.rakuten.co.jp/toiawase/cloud-inquiry.html
https://customer.cloud.rakuten.co.jp/doc/objst/ja/help/
https://comm.rakuten.co.jp/keiyaku/pdf/redhat_yakkan.pdf
https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/network/iaas_kouji.shtml
https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/network/iaas_koshou.shtml
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 ドキュメントコントロール
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