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はじめに
本サービス仕様書は NHN テコラス株式会社（以降、当社と記載します）がアマゾン ウェブ サービ
ス ジャパン合同会社 の提供するクラウドコンピューティングに関する各種サービス（以降、AWS
と記載します）をリセールするサービス※1（以降、本サービスと記載します）に関して記載してい
ます。

本サービスの提供プランについて
本サービスでは、以下のプランを提供しています。(2022/8～)※2
・ 8%割引プラン
・ 個別割引プラン
・ アカウント専有プラン
・ 直接契約プラン
本サービスでは、全プラン共通で、以下のものを無料で提供しています。

◦ AWS アカウントの登録・円建ての請求書払いの代行手数料
◦ クラウド保険が自動付帯
◦ 管理ポータルサイト Chorus Portal の提供
本サービスの８％割引プラン・個別割引プラン・アカウント専有プランでは、AWS エンタープライズサポー

ト相当の技術サポートが無償で付帯されます。

本サービスでの割引対象外のリージョン・サービスについて
本サービスのすべてのプラン共通で、割引の対象外となる AWS のリージョン・サービスは以下の通
りです。(2022/9 月時点)
◦ 割引対象外のリージョン
GovCloud / 中国（寧夏、北京など amazonaws.cn 管理のリージョン）
◦ 割引対象外のサービス
Alexa for Business / Amazon Chime / Amazon Connect / Amazon Connect Voice ID /
Amazon Monitron (excluding hardware) / Amazon Registrar / Amazon WorkSpaces /
Application Manager (Amazon WAM) / AWS Ground Station / AWS Managed Services /
AWS Outposts / AWS Shield Advanced / AWS Snowball / AWS Snowball Edge / AWS
Snowcone / AWS Snowmobile
ご購入いただいたコンバーティブルリザーブドインスタンスの交換により発生した差額の前払い料
金、交換後のコンバーティブルリザーブドインスタンスの月額料金
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8%割引プラン
「割引対象外のリージョン・サービスについて」に記載のものを除く、AWS の全リージョン・全サ
ービスが一律 8％割引となるプランです。
（リザーブドインスタンス、Savings Plans の割引率は「5%」です。）

個別割引プラン※3
東京リージョンでの利用が条件となります。
◦ EC2（Linux）の一部インスタンスタイプのオンデマンド料金(下記参照):10%割引
 ［t3 系］t3.small／t3.medium／t3.large
 ［t3a 系］t3a.medium／t3a.large／t3a.xlarge
 ［t2 系］t2.micro／t2.small／t2.medium／t2.large
 ［m5 系］m5.large／m5.xlarge
 ［m4 系］m4.large／m4.xlarge／m4.2xlarge
 ［m3 系］m3.medium／m3.large／m3.xlarge
 ［m1 系］m1.small／m1.medium／m1.large
 ［c5 系］c5.large／c5.xlarge／c5.2xlarge
 ［c4 系］c4.xlarge／c4.2xlarge
 ［c3 系］c3.large／c3.xlarge／c3.2xlarge
 ［r3 系］r3.large／r3.xlarge／r3.2xlarge
 ［r5 系］r5.large／r5.xlarge／r5.2xlarge

◦ EC2 Standard リザーブドインスタンスのご購入:5%割引
割引対象はお支払い方法が「全前払い」および「一部前払い」の前払い料金のみです。「前払い
なし」および「一部前払い」の時間料金と、OS に「with SQL Server」が含まれるものは割引適
用の対象外となります。
◦ インターネットへのデータ転送料:約 5%割引
◦ Amazon CloudFront アウトバウンド通信:約 60%割引
◦ Amazon S3 データ保存料金（スタンダードストレージ）:5%割引
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アカウント専有プラン
8%割引プラン / 個別割引プランでは、当社が所有する一括請求支払い/Organizations 管理 AWS ア
カウント(以降、管理アカウントと記載します)に契約者様の利用する AWS アカウント(以降、連結ア
カウント)を紐づけて収容する「マルチテナント型」での提供を行っているため、契約者様は AWS
Organizations の機能をご利用できず、また AWS Organizations の管理機能及び統合されている機
能の変更については、他の契約者様への影響を考慮し個別の要望を制限しています。
アカウント専有プランでは、契約者様専用の管理アカウントを用意し連結アカウントを紐づけること
で、AWS Organizations の管理機能の一部をご利用することができます。
アカウント専有プランを申込いただくと、当社から管理アカウントとメインアカウントの 2 つの
AWS アカウントが新規で発行されます。
メインアカウントとは
管理アカウントへアクセスして、設定を実施するための AWS アカウントです。契約者様が管理アカウントへア
クセスする方法は、メインアカウントから管理アカウントのロールへの切り替え(スイッチロール)に限定されて
います。

アカウント専有プランの契約１つに対して設定できる管理アカウントとメインアカウントは、それぞ
れ 1 アカウントです。
「割引対象外のリージョン・サービスについて」に記載のものを除く、AWS の全リージョン・全サ
ービスが一律 3％割引となります。
（リザーブドインスタンス、Savings Plans も一律 3 %割引対象に含まれます）

管理アカウントへのアクセス方法について
１．メインアカウントの AWS アカウントへ IAM ユーザーを使用してログイン
２．「ロールの切り替え」で「アカウント」に管理アカウントの AWS アカウント（12 桁の数字）、ロールに
「TechorusMainAccountUserAccessRole」を入力してロールの切り替えを実施します。
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アカウント専有プランで利用可能になる管理アカウントの機能と制限
AWS Organizations

◦ Organizational Unit (OU) の作成、削除、更新
※当社が作成した OU(NHNTechorusManagedOU)に対しての削除/更新はできません
◦ SCP ポリシーの作成、アタッチ、デタッチ、更新、削除
※当社が Root OU にアタッチしている SCP ポリシーの削除、ポリシー内容の更新はできません
◦ AWS アカウントの OU 間の移動
※管理アカウントは OU(NHNTechorusManagedOU)から移動できません
Organizations に統合されたサービス

◦ 統合機能の利用には、当社側で開始の設定が必要です。
◦ サービスによっては、Organizations の統合機能が提供できない場合があります。（AWS アカウ
ント単位での各サービスのご利用は可能です）
詳細は、担当営業、または Chorus Portal のサポートからお問い合わせください。
AWS IAM Identity Center

(旧称 AWS Single Sign-On)

◦ AWS IAM Identity Center の利用を開始する際には、当社側で開始の設定をする必要がありま
す。
※特にご指定がない場合、東京リージョンでの作成となります。
※管理アカウントには、ユーザー/アクセス権限の設定を作成する事はできません。
各種 Reserved・Savings Plans の共有

◦ 契約者様が購入した各種 Reserved / Savings Plans の Organizations 内の契約者様所有アカウント間での
共有が有効になっています。

7

NHN Techorus Corp.

直接契約プラン
契約者様自身が AWS のカスタマーアグリーメントに同意し作成した AWS アカウントとルートユーザーの所有
をした形で、当社が作成・所有した管理アカウントの連結アカウントとしてご利用いただくプランです。この提
供方法は、End Customer Account Model (ECAM)と呼ばれ、連結アカウントのルートユーザーの所有が契約者
様であることが必須要件の場合にご利用いただけます。

直接契約プランに適用される契約約款について
直接契約プランでは、AWS リセールサービス利用約款（直接契約プラン用）が適用されます。

直接契約プランの料金について
直接契約プランの割引率については、お客様毎に個別に設定された割引率が適用されます。「割引対象外のリー
ジョン・サービスについて」に記載のものを除く、AWS の全リージョン・全サービス、リザーブドインスタン
ス、Savings Plans、AWS サポートが割引対象に含まれます
一部割引対象外のリージョン・サービスは、通常の一律割引プラン(2022/9 月現在は 8%割引プランの名称) と
同じです。
管理アカウント/メインアカウント上で発生する料金は契約者様負担となります。
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AWS アカウントの登録・円建ての請求書払いの代行
本サービスでは、本サービスを利用される契約者様（以降、契約者様と記載します）が AWS を利用
するために必要な AWS アカウントの登録から、AWS への料金のお支払いまでの各種手続きを代行
します。
◦ AWS アカウントの登録（GovCloud / amazonaws.cn 管理の中国の AWS アカウントは取扱対象
外）
◦ AWS の各種サービスの利用に伴う料金を、当社が日本円建ての金額に立て替え
◦ 前述の料金を請求書払い（銀行振込）で当社から契約者様に請求

AWS アカウントの登録の概要
AWS を利用する際に、最初に AWS アカウントの登録手続きを行います。
契約者様が AWS との直接契約で AWS アカウントを登録する時には「クレジットカード」の登録が
必要になります。本サービスでは、契約者様が保有するクレジットカードを登録することなく当社が
AWS アカウントの登録手続きを代行します。
当社が管理する AWS アカウントの IAM ユーザーの提供を以って契約者様は AWS の各種サービスを
ご利用いただけます。
契約者様が AWS との直接契約で登録済みの AWS アカウントや、他社サービスで登録済みの AWS
アカウントを当社に移管する際には、本サービスの提供後に登録済みのクレジットカードを削除しま
す。
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請求の詳細（1/2）
本サービスで AWS をご利用いただくことで、AWS の各種サービスの利用に伴う料金を当社が日本
円建ての金額に立て替えます。
当社が指定する銀行（三井住友銀行）の平均 TTS(第一次公表)を適用します。※4
毎月 AWS の各種サービスの利用に伴う料金は月初から月末までの間で集計し為替レートの確定後、
毎月 7 日前後に日本円建ての請求金額が確定します。※5
請求金額は管理ポータル「Chorus Portal」で確認することができます。
請求金額の確定後、サービスのご利用月の翌々月 2 営業日に、請求書が電子発行され、専用の web
サイトより請求書のダウンロードが可能となります。
例:2022 年 2 月ご利用分は、2022 年 4 月第 2 営業日
請求書に記載された請求金額を、ご利用月翌々月末日までに当社が指定する銀行口座に振り込んでい
ただきます。振込手数料は契約者様がご負担いただきます。
例:2022 年 2 月ご利用分は、2022 年 4 月末日が期日

■サービス利用から振込までの時系列
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請求の詳細（2/2）
リザーブドインスタンス （キャッシュノードなど）および Savings Plans は、購入時に指定する支
払い方法により、適用する為替換算レートおよび請求書の取り扱いが異なります。
◦ 「前払いなし」の場合
利用月毎の利用分と同一のレートを適用します。
◦ 「全前払い」の場合
契約開始日の TTS(第一次公表)を適用し、利用月毎の利用分とは別紙の請求書を発行します。
請求書は 1 日～15 日までに契約開始された場合は当月内、16 日～月末で契約開始された場合
は、翌月第 2 営業日の発行になります。
翌月末日までに、当社が指定する銀行口座に振り込んでいただきます。※6
◦ 「一部前払い」の場合


時間料金
利用月毎の利用分と同一のレートを適用します。



前払い料金
契約開始日の TTS(第一次公表)を適用し、利用月毎の利用分とは別紙の請求書を発行しま
す。
請求書は 1 日～15 日までに契約開始された場合は当月内、16 日～月末で契約開始された場
合は、翌月第 2 営業日の発行になります。
翌月末日までに、当社が指定する銀行口座に振り込んでいただきます。※6

■サービス利用から振込までの時系列
「全前払い」、または「一部前払い」における「前払い料金」が該当します。
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AWS エンタープライズサポート相当について
本サービスの 8%割引プラン / 個別割引プラン / アカウント専有プランでは AWS の最上位技術サ
ポートである「エンタープライズサポート」に加入しています。8%割引プラン / 個別割引プラン /
アカウント専有プランをご利用の契約者様は、追加料金なしでエンタープライズ相当※7 の AWS サ
ポートを受けることができます。AWS サポートへのご連絡は、管理ポータル「Chorus Portal」を通
じて 24 時間 365 日対応します。詳細はサポートページ内の「サポートポリシー」をご参照くださ
い。
■サポートページ
https://nhn-techorus.zendesk.com/hc/ja

直接契約プランの AWS サポートご利用について
直接契約プランでは、本サービスのエンタープライズサポート相当のご利用ができません。エンター
プライズサポートを含む AWS サポートのご利用を希望される場合、AWS と契約者様の間で直接ご
契約いただく必要があります。AWS サポートをご利用の際に発生する料金は、全て契約者様負担と
なります。

直接契約プランでの AWS サポートへの技術に関するお問い合わせについて
連結アカウントの AWS サポートを直接ご利用可能です。直接契約プランでは、当社が連結アカウントへアクセ
スして AWS サポートの問い合わせを代行することができません。
Organizations の機能など管理アカウント上での利用に関する問い合わせに関しては、管理アカウントの所有は
当社となりますため、当社が AWS へ確認をしますので、Chorus Portal のサポートからご質問ください
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直接契約プランでのアカウント・請求に関するお問い合わせについて
アカウント・請求に関するお問い合わせは、当社が一次問い合わせ窓口となっております。Chorus Portal のサ
ポートからご質問ください
AWS サポート画面では、アカウント・請求に関するお問い合わせを選択してお問い合わせをすることが可能な
状態となっておりますが、直接お問い合わせされても、当社を経由するように差戻されますのでご注意くださ
い。

直接契約のエンタープライズサポートをご利用いただく場合
◦ エンタープライズサポートご契約の手続きは、当社から AWS への手続きが必要となります。
◦ 直接契約のエンタープライズサポートをご希望の場合、AWS とお客様でエンタープライズサポートのミーテ
ィング（ヒアリング）を実施後に Technical Account Manager(TAM)がアサインされます。そのためエンタ
ープライズサポートのご契約完了にはお申込みから１～1 か月半のリードタイムが必要となります。
◦ エンタープライズサポートご契約後、契約者様が AWS アカウントでエンタープライズサポートをご利用い
ただくには、AWS アカウントを当社管理アカウントに連結後に、エンタープライズサポートの有効化の手続
きが必要となります。有効化依頼から３～5 営業日程度でエンタープライズサポートへ切り替わります。
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クラウド保険が自動付帯
AWS リセールサービス全ご契約者様の AWS アカウントに対して、万が一の障害やサイバー攻撃に
対する損害保険が標準で付帯されます。※8
東京海上日動火災保険株式会社との提携による提供となりますが、ご利用にあたって個別お手続きや
別途の費用はかかりません。

補償の一例
•

不正アクセス等の原因調査のために支出する費用

•

不正アクセス等が発見されたことによりネットワークの遮断対応を外部委託する際の費用

•

不正アクセス等により生じた損害賠償請求費用

•

セキュリティ事故（障害）に関して支出する弁護士報酬

•

セキュリティ事故（障害）発生時の各種対応/再発防止に関する外部委託費用

管理ポータルサイト Chorus Portal の提供
当社が提供する AWS の料金やご契約内容の確認、AWS の技術サポートへ問い合せをするための管
理ポータルです。（以降、Chorus Portal※9 と記載します。）
詳細は「サービスサイト」および「サポートページ」を参照ください。
■Chorus Portal（AWS リセール標準サービス）
https://nhn-techorus.com/it-infra/c-chorus/portal/
■サポートページ
https://nhn-techorus.zendesk.com/hc/ja
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サービスの契約と解約
本サービスは当社サービスサイトおよび Chorus Portal からのお申し込みをもって、サービスの契約
と解約を承っています。

サービスの契約
別途定める「AWS リセールサービス利用約款」（以降、本約款と記載します）に同意後、契約者様
の情報を当社に提示することでサービスをお申し込み頂けます。本サービスは、日本国内で登記され
た法人・団体がお申込み頂けます。

与信審査
お申し込み内容を基に与信審査をします。審査の結果により、お取引をお断りする場合がございま
す。20 万円/月を超える利用料になりますと、当社からご利用想定の確認をさせていただく場合がご
ざいます。

サービスの提供
与信審査に通過した場合は、サービスを提供します。
お申し込みの際に登録したメールアドレスとパスワードで Chorus Portal にログインして、IAM ユー
ザーで AWS をご利用いただきます。

直接契約プランの契約について
◦ 直接契約プランは、契約者様が直接 AWS と契約を締結して作成した AWS アカウント（以降、連
結アカウントと記載します）を、当社が所有する管理アカウントへ連結しお支払いを日本円での
請求書払いにするプランです。
◦ 連結アカウントの所有/ルートユーザーのメールアドレスは契約者様となります。

契約開通後の直接契約プランへの AWS アカウント追加手続きについて
直接契約プランの契約開始後に AWS アカウントを追加してご利用するには、AWS アカウントを連結する操作が
必要となります。
◦ ご利用する AWS アカウントは契約者様にてご準備ください。
◦ Chorus Portal へログインいただき「AWS アカウント管理メニュー」を選択し、「アカウント移管」を選択
してください。
◦ AWS アカウントの入力が求められますので、12 桁の AWS アカウント ID を入力してください
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◦ 当社の管理アカウントから、入力いただきました AWS アカウントに対して Organizations の招待操作を行
います。ルートユーザーのメールアドレス宛に件名が「Your AWS account has been invited to join an
AWS organization」のメールが送信されます。
◦ ルートユーザーで AWS アカウントへログインし、Accept invitation を実施し承諾をしてください。承諾が
行われないと Organizations 配下にならずご利用料金の請求は登録されたクレジットカードへ請求されま
す。
◦ 承諾が完了するとルートユーザーのメールアドレス宛に「Your AWS account has joined an AWS
Organization」のメールが送信されます。

契約プランの変更
・ 個別割引プラン、8%割引プランのいずれかに、契約プランの変更が可能です。
・ 契約プランの変更お手続きは、Chorus Portal から行います。
・ 変更お手続きの日の属する翌月の利用分から、変更後のプランの割引を適用します。
・ 契約内の全ての AWS アカウントに変更後のプランの割引を適用します。
・ プラン変更実施月の請求は全て変更後のプランの割引を適用します。
・ 8%割引プランに変更をした場合、個別割引プランをご利用中に購入済みの Savings Plans は、
割引対象外ですのでご注意ください。
・ 個別割引プランに変更をした場合、8%割引プランをご利用中に購入済みの Savings Plans の
「時間料金」(※)は、変更月から割引が終了しますのでご注意ください。
※一部前払いと前払いなしが該当します。
・ 変更お手続きを実施した日の属する翌月以降は、プラン変更のキャンセルはできませんのでご注
意ください。
・ アカウント専有プランから他のプランへの変更、またはその逆のプランの変更は契約者様自身で
変更を行うことができません。ポータルサイトのサポートからお問い合わせください。
・ アカウント専有プランで各種 Reserved / Savings Plans を共有されている場合は、別プランへの契約変更
後は、契約者様所有アカウント間での各種 Reserved / Savings Plans の共有はできなくなります。

・ 直接契約プランから、他のプランへの契約の変更は契約者様自身で手続きを行うことはできませ
ん。ポータルサイトのサポートからお問合せください。
・ 直接契約プランから本サービスの別のプランへの契約変更の際は、AWS アカウントの契約譲渡手続きが必
要となります。譲渡手続き完了後、AWS アカウントの所有とルートユーザーの管理は当社へ移管され、ル
ートユーザーのメールアドレスは当社ドメインへ変更されます。
・ 各種 Reserved / Savings Plans を共有されている場合は、直接契約プランから別プランへの契約変更後
は、お客様所有アカウント間での各種 Reserved / Savings Plans の共有はできなくなります。
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サービスの解約
本サービスの解約は Chorus Portal から行うことができます。
契約者様による Chorus Portal での解約手続き後から、当社での実際の解約処理完了までには数営業
日の日数をいただきます。この間に発生した費用は全て契約者様へのご請求の対象となります。
当社による解約手続き完了後、AWS の課金は停止しますが一定期間は AWS の各サービスは稼働し
続けます。
そのため、任意のタイミングでのサービス停止をご希望の場合には、予め契約者自身で対象サービス
を停止または削除をしてから、解約のお手続きをおこなってください。
■Q: AWS アカウントを閉鎖するとどうなりますか?
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/awsaccountbilling/latest/aboutv2/account-closurefaq.html#closure-question-3

アカウント専有プラン固有のサービス解約に関する特記事項
◦ プランの契約中に、連結アカウントが存在する状態での管理アカウントとメインアカウントの解
約はできません。
◦ 本サービスのご利用を解約して AWS の利用を継続される場合は、管理アカウントとメインアカウ
ントの当社が設定した制限を削除し Organizations の構成を維持したままで引き渡しを実施しま
す。

AWS アカウントの譲渡
契約者様が AWS と直接契約して保有している AWS アカウントや、他社サービスで利用中の AWS
アカウントを当社に譲渡していただいて、本サービスで AWS を利用することも可能です。
AWS アカウントの保有者、AWS と AWS の関連会社、当社で契約譲渡の手続きなどが発生します。
詳細は与信審査に通過した後に別途当社から手続きのご案内をします。

本約款改訂時の同意について
本サービスをご利用期間中に本約款の改訂が発生した場合、契約者様に改訂内容についてご確認、及
び本約款の改訂日までに同意をいただく必要があります。
改訂日と改訂内容は、事前に Chorus Portal の契約者権限でログインを行った際に確認することがで
きます。同意は Chorus Portal の契約者権限でのみ行うことが可能です。
改訂日までに同意をいただけない場合、ご利用の AWS 環境に制限が直ちに発生することはございま
せんが Chorus Portal に対してのログイン制限などが行われます。
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AWS の利用に関する制限事項
本サービスでは AWS との再販契約により、契約者様の AWS の利用に関していくつか制限を設けて
います。
主な事項を掲載していますが、その他事項については、既に利用している（利用を予定している）機
能の詳細と併せて、個別にお問い合わせいただくことで、制限の有無（利用可否）を確認します。

AWS アカウントとルートユーザーの所有について
◦ 本サービスを使用して新規に作成された AWS アカウント、及び譲渡契約により本サービスへ契約
移管した AWS アカウントの契約者・所有者は当社となり、ルートユーザーは当社が所有・管理を
します。（AWS マネジメントコンソールのアカウント情報全般に契約者様はアクセスできませ
ん）
◦ ルートユーザーには多要素認証（MFA）を設定し、厳重に当社が管理をします。
◦ ルートユーザーは、 「AWS アカウントのルートユーザーの運用について」に記載されている内容を除
き通常時は使用しません。

◦ ルートユーザーのアクセスキーは利用できません。契約移管で本サービスをご利用される場合に
ルートユーザーのアクセスキーが設定されている場合は削除します。
◦ AWS からルートユーザー宛に届く各種メールは、Chorus Portal の契約者に設定されているメー

ルアドレスに転送します。

AWS アカウントのルートユーザーの運用について
当社は運用上、例外的にルートユーザーを使用してアクセスを実施します。
本操作の実施に当たって当社は契約者様に対して操作に関する通知は行いません。
◦ 本サービスのご利用に伴い、契約者様が所有している AWS アカウントを当社マスターアカウント配下へ組
み入れる際の作業の実施、移管前利用料決済確認後の支払い方法の変更、移管前利用料の請求書を取得する
ために行う、請求ダッシュボードへのアクセス（契約移管でのご利用開始の場合）
◦ 本サービスのご解約に伴う（AWS 利用は継続）当社マスターアカウントからの切り離し作業の実施
◦ 下記 URL に記載のいずれかの操作・申請を行う場合(2021 年 12 月時点)
AWS アカウントのルートユーザー認証情報が必要なタスク
参照元:https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/general/latest/gr/root-vs-iam.html#aws_tasks-thatrequire-root
◦ 契約約款 第１４条（提供停止）の各号のいずれかに該当した場合の強制解約などの措置の実施
◦ 利用料金に関する契約者様からのお問い合わせをトリガーとした、該当 AWS アカウントの請求情報及び関
連サービスの利用状況の確認、サポートケースの起票
◦ 契約者様 IAM ユーザーの認証情報漏洩に起因する AWS アカウント保護のためのルートユーザー認証情報の
変更
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◦ 契約者様 Abuse に起因する AWS アカウント利用停止回避のための措置
◦ 一部 AZ 指定の EC2 の購入代行作業（マネジメントコンソールでの画面操作での購入作業）
◦ 「当社が管理する IAM ユーザー / IAM ロール / IAM ポリシー」の項に記載されている内容について、契約
者様の操作によりこれらを用いてのアクセスが不可能となった場合。

請求ダッシュボードへのアクセス制限
◦ 本サービスでは、契約者様は AWS マネジメントコンソールの請求ダッシュボード全般(Cost
Explorer を含む)へアクセスができません。
利用料の確認、請求情報に関しては Chorus Portal で提供しています。

アカウント専有プラン固有の制限事項
アカウント専有プランへの移管時の請求切り替え月について
アカウント専有プランを Organizations 構成を維持した状態の移管でご契約いただいた場合、利用料金の請求は
月単位での切り替えとなります。
移管の当月末日までのご利用料金につきましては、移管前のお支払い方法でのご請求となります。当社の割引プ
ランの適用は移管月の翌月 1 日からのご利用料金からとなります。

管理アカウント/メインアカウントの制限
◦ 管理アカウント及びメインアカウントの契約者、及び所有者は当社となり、ルートユーザーは当
社が所有・管理をします。
◦ 管理アカウントを含む AWS アカウント全てにおいて、Budget / Cost Explorer / CUR / Billing
情報は閲覧できません。Chorus Portal で料金のご確認をお願いいたします。
◦ 管理アカウント上で、各種 Reserved / Savings Plans の購入はできません。(連結アカウントで
は、Chorus Portal を経由して購入は可能です)

AWS アカウントの新規発行などについて
◦ AWS との再販契約により AWS アカウントのルートユーザーのメールアドレスは、当社指定のド

メインとなるため、契約者様自身の操作による管理アカウントからの Organizations を利用した
AWS アカウント発行機能は利用できません。AWS アカウントの新規作成、解約、移管による
Organizations への招待、Organizations からの離脱は、他のプランと同様に Chorus Portal から
申請を実施してください。

19

NHN Techorus Corp.

Control Tower の利用について
◦ ご利用にあたり、当社側でセットアップ後のお引き渡しとなります。Control Tower 初期設定時

に AWS アカウントが新規で 2 つ作成されます。この AWS アカウントで発生するご利用料金に関
しては契約者様負担となります。Organizations 同様に AWS アカウントの新規発行機能のご利用
はできません。Chorus Portal から申請を実施してください。特にご指定がない場合、東京リージ
ョンでのご利用となります。ご利用途中でのリージョン変更はできず、Control Tower 機能の再
作成が必要となります。

管理アカウントと接続を行う当社管理 AWS アカウントについて
アカウント専有プランを提供するにあたり、当社が請求・サポート等の業務を行うために、当社が管理する
AWS アカウントを経由して契約者様が利用している管理アカウントへのアクセスを行います。
◦ 434519024304 (集計アカウント)

請求業務を行うために、バッチプログラムが IAM ロールを使用し管理アカウントの Cost and
Usage Report(CUR)をこのアカウントにコピーします。定期的にアクセスを行い、CUR に更新が
あった場合にコピーを行います。
また、当社請求担当が、請求ダッシュボードを確認・請求書を参照するためにこのアカウントか
らアクセスを行います。
◦ 156804529697 (NHN テコラス外部アクセス用 AWS アカウント)
AWS アカウントの操作や、AWS サポートへのケースエスカレーション業務を行うために、このアカ

ウントからアクセスを行います。

当社が管理アカウントに設定する Cost and Usage Report について
本プランをご利用した料金を集計、請求するにあたり、当社は管理アカウントに Cost and Usage
Report(CUR)の設定を行います。この設定に伴い、S3 に対してバケットが作成され、定期的に CUR が作成され
ます。

アカウント専有プランを既に構成されている Organizations を保持した状態で契約
移管される場合の制限事項
アカウント専有プランを現在構成されている Organizations を保持した状態で契約移管される場合、譲渡契約が
完了したあと、当社は管理アカウントに対して新規でアカウント専有プランをご利用いただく場合と同様のポリ
シーを管理アカウントへ適用するために以下の操作を実施します。
◦ 管理アカウントの契約者情報の変更
◦ ルートユーザーのメールアドレス / パスワードの変更 / MFA の設定
◦ 請求者情報の変更
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◦ AWS サポートの変更（エンタープライズサポート）
◦ 管理アカウント上に作成されているユーザー管理の IAM ユーザー/ポリシー/ロールを削除し、当社指定の
IAM ユーザー/ポリシー/ロールを作成
◦ Organizations の Root OU に当社指定の SCP ポリシーをアタッチ
◦ NHNTechorusManagedOU を作成し管理アカウントを配置
◦ C-ChorusDefaultOU を作成しメインアカウントを配置
◦ 連結されている AWS アカウントの契約者情報を当社へ書き換え
管理アカウントへのアクセスについて
管理アカウントへのアクセス方法及び権限は、当社が指定する方法のみに制限させていただきます。
契約者様側で必要に応じて移管前に必要な操作について
◦ CUR をこれまでご利用されていた場合は、以降の作成を停止し、当社が新たに作成します。これまで作成さ
れていた CUR について、当社は S3 上のリソースを削除することはございませんが、保存に際して発生する
料金はご請求の対象となります。Glacier 等へアーカイブする、削除する等をご検討ください。また、請求情
報へのアクセスができませんので、CUR 以外の方法で契約者様独自で集計情報を取得する方法もご利用がで
きなくなります。
◦ 管理アカウント上で EC2 等のリソースを稼働されている場合は、他アカウントへ移行する、削除する等をご
検討ください。また、S3 上のファイルについては他アカウントへ移行する、Glacier 等へアーカイブする、
削除する等をご検討ください。
◦ コスト配分タグは、ChorusCost_Tag1 ～ ChorusCost_Tag5 の 5 つを設定し有効化します。既に設定され
ているコスト配分タグは、Chorus Portal の請求情報からダウンロードできる CSV ファイルへは記載されま
せん。
◦ 各種 Reserved / Savings Plans は、AWS のマネジメントコンソールから直接購入ができなくなります。
Chorus Portal から購入申請を行う事で購入が可能です。また、管理アカウントでの各種 Reserved /
Savings Plans の新規購入は不可となります。
Organizations の制限
◦ Organizations 上で管理アカウントは RootOU 配下に NHNTechorusManagedOU を作成し配置します。管
理アカウントは NHNTechorusManagedOU から移動ができません。
◦ RootOU 配下に C-ChorusDefaultOU を作成します。メインアカウントはこちらに配置します。OU 指定のな
い新規作成 AWS アカウントや、Root 配下にある既存 AWS アカウントも移管の際にこちらに配置します。
C-ChorusDefaultOU に配置している AWS アカウントはメインアカウントを含め任意の OU へ移動可能で
す。
◦ AWS との再販契約により AWS アカウントのルートユーザーのメールアドレスは当社指定のドメインとなる
ため、契約者様自身の操作による管理アカウントからの Organizations の AWS アカウント発行機能は利用
できません。AWS アカウントの新規作成および、解約、移管による Organizations への招待、
Organizations からの離脱は、他のプランと同様に Chorus Portal から申請を実施してください。
ControlTower の制限（既にご利用されている場合）
◦ Account Factory を使用したアカウントの新規発行は契約者様自身で行うことはできません。
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◦ ControlTower ご利用時に Identity Center(SSO)上で管理アカウントに対して管理者権限（Administrator
権限及び相当する権限）PowerUser 権限が付与されている場合は、当社が作成する権限へ置換をさせていた
だきます。

直接契約プラン固有の制限事項
管理アカウントの制限
◦ 本プランでは、契約者様専用に管理アカウントを設定しておりますが、管理アカウントの契約
者、及び所有者は当社となり、ルートユーザーは当社が所有・管理をします。
◦ 管理アカウントの Budget / Cost Explorer / CUR / Billing 情報は閲覧できません。Chorus
Portal で料金のご確認をお願いいたします。
◦ 管理アカウント上で、各種 Reserved / Savings Plans の購入はできません。(連結アカウントで
は、Chorus Portal を経由して購入は可能です)

連結アカウントとルートユーザーの所有について
◦ 連結アカウントの所有者は契約者様となり、ルートユーザー所有・管理は契約者様となります。

メールアドレスは契約者様のドメインとなります。

AWS アカウントの新規発行などについて
◦ 連結アカウントのルートユーザーのメールアドレスは、契約者様のドメインとなります。AWS の

カスタマーアグリーメントの承諾も契約者様が行う必要があるため、AWS アカウントの新規発行
については、当社が行うことはできません。
当社が所有する管理アカウントへ連結することになるため、契約者様の操作による管理アカウントか
らの Organizations を利用した AWS アカウント発行機能は利用できません。管理アカウントへの連
結、切離しは他のプランと同様に Chorus Portal から申請を実施してください。
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各種リザーブド・Savings Plans の購入に関する制限
◦ 本サービスでは、各種リザーブド（EC2 リザーブドインスタンス等）、Savings Plans の購入に関して、
AWS マネジメントコンソール上から直接ご購入できないように制限を実施しております。各種リザーブドの
ご購入は、Chorus Portal 上から手続きをすることで割引の適用された各種リザーブドのご購入が可能で
す。

各種リザーブド・Savings Plans で割引の対象とならないケースについて
各種リザーブド・Savings Plans の割引は、本サービスをご利用中に Chorus Portal を経由してご購
入されたものが対象となります。
従いまして、下記のケースに関しては割引の対象外となります。
◦ AWS アカウントの譲渡などで本サービスをご利用の場合、当社へ AWS アカウント譲渡前にご購
入された各種リザーブド・Savings Plans の前払いなし / 一部前払いの月額利用料については、
割引対象とはなりません。
◦ Chorus Portal を経由してご購入いただいた場合でも、EC2 コンバーティブルリザーブドインス
タンスを交換した場合は、発生した差額、または交換後のコンバーティブルリザーブドインスタ
ンスの月額料金は割引対象とはなりません。

購入可能な各種リザーブドの種類
◦ EC2（Elastic Compute Cloud）Reserved Instances
◦ RDS（Relational Database Service）Reserved DB Instances
◦ RedShift Reserved Nodes
◦ ElastiCache Reserved Cache Nodes
◦ Opensearch Service (旧名称 Elasticsearch Service) Reserved Instances

Dynamo DB Reserved Capacity については、契約者様自身での Chorus Portal からのご購入はで
きません。Chorus Portal のサポートからお問い合わせください。
EC2 のコンバーチブルインスタンスの交換に関しては、AWS マネジメントコンソール上からの操作
が可能となっています。交換により発生した差額につきましては、請求させていただきます。

購入申請から利用開始について
Chorus Portal で各種リザーブド、Savings Plans を購入申請する際、購入申請日から 3 営業日以内
の日付を利用開始日（契約開始日）として選択することはできません。
また、支払い方法によって利用開始の最短の日付が異なります。
※当社指定日・時間外（平日 10 時から 18 時以外）の利用開始（契約開始）は承っておりません。
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支払い方法

当社指定日

全前払い

土日祝日含む当社休業日、月末 3 営業日

前払いなし

土日祝日含む当社休業日

一部前払い

土日祝日含む当社休業日、月末 3 営業日

各種リザーブド、Savings Plans の適用について
本サービスでは、各種リザーブド、Saving Plans は購入した AWS アカウントにのみ適用されます。
契約者様がご利用している複数の AWS アカウント間での共有はできません。

購入されたものが余剰となった場合について
リザーブドインスタンスマーケットプレイスの利用はできません。
また、余剰の各種リザーブド、Savings Plans の当社による買い取りなどは行っておりません。

AWS 無料利用枠に関する制限
AWS では、3 つの無料利用枠があります。
◦ 12 ヶ月無料
◦ 常に無料
◦ 無料トライアル
本サービスでは、AWS を契約したときに利用ができる無料枠については、ご利用いただくことがで
きません。
各 AWS サービスご利用に伴い発生した料金は、無料利用枠の範囲内でもご請求の対象となります。
■AWS 無料利用枠
https://aws.amazon.com/jp/free
■参考情報
◦ AWS が詳細に公開しているガイドではございませんが、一例として AWS のマネジメントコンソ
ールから、S3 や DynamoDB のサービス画面にアクセスすることで少額の料金が発生することを
確認しております。
◦ また、本サービスでは AWS のエンタープライズサポートに加入しているため、「Trusted

Advisor」による定期的な状態確認の API コールが発行することでも請求が発生します。※10

◦ EBS / S3 / RDS / Redshift / Elastic Transcoder / WorkMail / Cloud Trail などを利用した場
合、間接的に AWS Key Management Service（KMS）へのリクエストが発生することにより請
求が発生する場合もあります。
本サービスでは、AWS 無料利用枠は適用されないため、上記のような場合での課金でも、請求の対
象となりますことを予めご了承ください。
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AWS サポートへの問い合わせ
本サービスでは、直接契約プランを除き、契約者様が直接 AWS マネジメントコンソールのサポート
センターから、請求、技術に関するお問合せをすることは、AWS カスタマーアグリーメントによ
り、サポートまたはサービスの提供が認められていません。
アマゾンは、サービス利用者またはエンドユーザーとの間に、アマゾンにサポートまたはサービ
スを提供することを義務付ける別途の合意がある場合を除き、エンドユーザーに対していかなる
サポートまたはサービスも提供しない。
AWS のサポートへの問い合わせや各種申請は当社が問い合わせの一次対応窓口となっております。
Chorus Portal のサポートからお問い合わせください。
直接契約プランの場合は、お客様にて直接 AWS サポートにお問い合わせ頂きます。

Organizations の制限
契約者様がご利用される AWS アカウントは、当社が管理する AWS Organizations の連結アカウン
トとして登録されているため、AWS Organizations に関する設定などが出来なくなります。
また、Organizations の管理アカウントで操作をするサービス（AWS Single Sign-On / Control
Tower / Firewall Manager）のご利用はできません。
Organizations の統合機能の利用ができるサービスは、統合の機能が利用できません。（AWS アカ
ウント単体でのご利用は可能です）

Service Control Policy
当社が管理する Organizations では前途した制限に対して、契約者様が操作を誤って実施できないよ
うに Organizations の機能である Service Control Policy (SCP)を適用しています。SCP で適用し
ている制限の内容は下記となります。
◦ 各種 Reserved / Savings Plans の購入制限
◦ AWS アカウントの契約情報、請求情報、Organizations コストエクスプローラーの利用制限

◦ AWS サポートへのアクセス
◦ 当社が作成する IAM ユーザー/IAM ロールの操作の禁止
◦ ルートユーザーの操作制限

当社が管理上連結アカウントのルートユーザーを使用してアクセスをした際に、契約者様の情報
を閲覧できないように制限をしております。
s3:GetObject / sdb:Select* / sqs:ReceiveMessage / cloudformation:GetTemplate /
dynamodb:GetItem / dynamodb:BatchGetItem / dynamodb:Query / dynamodb:Scan /
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kinesis:Get* / lambda:GetFunction / logs:GetLogEvents / ec2:GetConsoleOutput /
ec2:GetConsoleScreenshot / ecr:BatchGetImage / ecr:GetAuthorizationToken /
ecr:GetDownloadUrlForLayer
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当社が管理する IAM ユーザー / IAM ロール / IAM ポリシー
当社は、契約者様のご利用する AWS アカウントに対して、本サービスを提供するうえで必要な AWS アカウン
トの管理を目的とし、以下に列挙する IAM ユーザー / IAM ロール / IAM ポリシーを作成しております。
これら IAM ユーザー / IAM ロール / IAM ポリシーに関して、当社は本サービスの改善を目的として必要に応じ
てメンテナンスを実施いたします。メンテナンスの実施に当たって当社は契約者様に対して操作に関する事前通
知は行いません。

IAM ユーザー:techorus-cloudportal
Chorus Portal を経由した IAM ユーザーに関する操作、各種リザーブド（EC2 リザーブドインスタ
ンスなど）の購入などを API で実施するために使用します。このユーザーは、AWS マネジメントコ
ンソール画面への IAM ユーザー/パスワードを利用したアクセスは行わず、アクセスキー/シークレッ
トキーを使用したアクセスを行います
本 IAM ユーザーは Chorus Portal からの操作により、下記の日程でアクセスキーとシークレットキ
ーの更新を行います。
1 月 / 4 月 / 7 月 / 10 月 の 10 日 AM 9:05 (JST)
※Chorus Portal の動作不具合が発生する原因になりますため、契約者様による各種変更や削除はお
控えいただきますようお願い致します。

IAM ポリシー:techorus-cloudportal
IAM ユーザー:techorus-cloudportal にアタッチされるポリシーです。Chorus Portal から操作が必
要な権限について記載されています。

IAM ロール:TechorusSupportReadOnly
当社が契約者様のご利用 AWS アカウントのサポートセンターを経由し、AWS サポートへ問合せを
するときに使用する IAM ロールです。AWS サポートへの問合せの際には、当社が管理する AWS ア
カウント (156804529697) から契約者様の AWS アカウントへロールの切り替えを実施してアクセ
スを行います。
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アカウント専有プラン・直接契約プランの IAM ユーザー / IAM ロール
/ IAM ポリシー
アカウント専有プラン及び直接契約プランをご契約いただいた場合、
IAM ユーザー / techorus-cloudportal
IAM ロール / TechorusSupportReadOnly
の他に管理アカウントに対して下記の IAM ユーザー / IAM ロール / IAM ポリシーが作成されます。

IAM ユーザー/ techorus-payer-api
Chorus Portal からのアクセスを許可
AWS マネジメントコンソール画面への IAM ユーザー/パスワードを利用したアクセスは行わず、アクセスキー/
シークレットキーを使用したアクセスを行います
本 IAM ユーザーは Chorus Portal からの操作により、下記の日程でアクセスキーとシークレットキーの更新を
行います。
1 月 / 4 月 / 7 月 / 10 月 の 10 日 AM 9:05 (JST)

IAM ロール / TechorusBillingReportCopyRole
管理アカウントから集計 AWS アカウント(434519024304)へ CUR をコピーするための S3 バケッ
トへのアクセスを許可
請求情報へのアクセスを許可

IAM ロール/ TechorusMainAccountUserAccessRole
メインアカウントからのスイッチロールのアクセスを許可

IAM ロール/ TechorusCustomerSupportAccessRole
NHN テコラス外部アクセス用 AWS アカウント(156804529697)からのスイッチロールを許可

AWS アカウントの追加、削除、招待、離脱 / カスタマーサポートが使用

IAM ロール/ TechorusSupportAdminRole
NHN テコラス外部アクセス用 AWS アカウント(156804529697)からのスイッチロールを許可

Administrator 権限付与、Control Tower の設定時など限定的な用途で利用。必要に応じて作成
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IAM ロール/ TechorusCloudPortalRole
直接契約プランで Chorus Portal を経由した IAM ユーザーに関する操作、各種リザ
ーブド（EC2 リザーブドインスタンスなど）の購入などを API で実施するために使
用します。

契約者様利用 IAM ユーザー / IAM ポリシー
CP＋8 桁の数字（例:CP12345678）

または任意の文字列

新規でご利用をされる場合、最初に AWS マネジメントコンソールにログインするために Chorus
Portal から IAM ユーザーを作成していただきます。文字列は、任意の文字列でも作成が可能です。
この IAM ユーザーを使用して AWS マネジメントコンソールにログインを実施し IAM ユーザーの作
成や管理、IAM ポリシーの適用などを実施してください。
AWS マネジメントコンソール上で IAM ユーザーを作成後は、この IAM ユーザーを削除いただいて
も問題ございません。
Chorus Portal では作成された IAM ユーザーの情報を保持しません。
この IAM ユーザーには、ポリシー名:cloud-portal-user（Administrator 権限）が割り当てられて
いますので、お取り扱いにはご注意ください。

IAM ポリシー:cloud-portal-user
契約者様利用 IAM ユーザー（CP＋8 桁の数字）に対してアタッチされるポリシーです。Administrator 権限と
同等のポリシーが記載されています。

オプションサービスの契約により作成される IAM ユーザー / IAM ポリ
シー
IAM ユーザー:cloud-portal-service2
オプションサービス「セルフマネージドツール」をご契約いただいた際に作成される IAM ユーザーです。
オプションサービスを解約されると削除されます。

IAM ポリシー:cloud-portal-service2
IAM ユーザー:cloud-portal-service2 にアタッチされるポリシーです。
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お問い合わせについて
本サービスの対応時間は次の通りです。お問い合わせの種別ごとに、以下の通り定義しています。
また原則、Chorus Portal のサポートでのみ承っています。
種別

対応時間/回答目安

問い合わせの概要
AWS の技術的なご質問

技術

24 時間 365 日

AWS

3 営業日以内

AWS の制限緩和や各種申請代行
※申請に必要な情報が全て揃っている時点から
※一部申請はサービスの対応時間とさせていただきます。

平日 10 時から 18 時
サービス

3 営業日以内
※土日、祝日、当社指定日は除く

AWS や本サービスのお支払や料金全般
住所変更や連絡先変更および契約の手続き

本サービスに関するお問い合わせに限り、電話（03-6263-1715）でもお問い合わせを承っておりま
す。
Chorus Portal で手続きが可能な請求書の送付先変更や AWS に関する技術的なお問合せ、AWS への
各種申請などは電話でのご依頼やお問い合わせは承っておりません。

契約者様への重要なお願い
本サービスでは、AWS からのメールによる通知は、Chorus Portal の「契約者」に登録されている
メールアドレスへ転送されます。このメール通知には、セキュリティインシデントに関する重要な連
絡も含まれています。セキュリティインシデントに対してご対応いただけない場合、応答がない場合
は、AWS の判断によってアカウントが停止される可能性がございます。応答がない場合、緊急連絡
先へ登録されているメールアドレスに対して当社からご連絡を差し上げることがございます。
各連絡先のメールアドレスについては、連絡の取れるメールアドレスの記載をお願いいたします。
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※1. 2018 年 12 月 11 日までは「クラウドポータル for AWS」および「AWS 請求代行・活用支援サ
ービス」の名称でサービス提供
※2. https://nhn-techorus.com/it-infra/c-chorus/payment/
※3. 本サービスリリース当初から提供しているプラン。プラン制の導入に伴ってプラン名を定義
※4. 2020 年 1 月 1 日以前は、毎月 10 日前後の為替換算レートを適用
※5. 2020 年 1 月 1 日以前は、毎月 15 日前後に確定
※6. 2020 年 1 月 1 日以前は、当社の指定日によるレートを適用
※7. AWS リセールサービスにおける各種サポート・各種申請業務は、当社が一次窓口となり独自サ
ポートとして契約者様をご支援します。C-Chorus はサービス全体で「AWS エンタープライズ
サポート」に加入しており、契約者様へは AWS と連携した円滑なサポート提供を行っています
が、契約者様ご自身がエンタープライズサポートを直接ご利用できるものではありません。
※8. 「クラウド保険」とは、クラウドユーザー向けにカスタマイズされたサイバーリスク保険のペッ
トネームです。
※9. 旧名称:Cloud Portal for AWS
※10.

Chorus Portal の「Chorus アドバイザー」の連携状況は問いません。
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改訂履歴
版

改定日

1.0

2016/03/24

初版のリリース

1.1

2016/09/26

サービス利用中の問合せ対応時間を 24 時間 365 日へ変更

1.2

2016/11/02

請求サイクルの請求額確定日を変更

1.3

2017/01/31

リザーブドインスタンス購入に関する記載を追記
経理権限を追記
為替レート適用に関する記載を追記

1.4

2018/11/16

AWS の利用に関する制限事項を追記
各権限の内容を追記と変更
追加機能の追記と内容を変更

2.0

2018/12/11

サービス名、管理ポータル名を変更
当社管理用 IAM ユーザーの仕様変更を追記

2.1

2019/02/14

セルフマネージドツールを追記
Chorus アドバイザーを追記

2.2

2019/05/08

リザーブドインスタンス（キャッシュノードなど）に関する記載を追記

2.3

2019/07/01

プラン制に関する記載を追記

2.4

2019/12/02

適用レートの変更に伴い、請求の詳細を追記
制限の仕様変更に伴い、制限事項を変更
各種項目の詳細を追記
Chorus Portal に関する記載を「サービス利用ガイド」に移植

2.5

2020/01/29

Savings Plans の提供開始に伴い、各種項目の詳細を追記

2.6

2020/07/15

サポートプランをビジネスからエンタープライズに変更
7%割引プランに Savings Plans を割引対象に追加
AWS の利用に関する制限事項に Savings Plans を追記

2.7

2020/12/24

当社管理用 IAM ユーザーの取り扱いを変更

2.8

2021/04/15

契約者様利用 IAM ユーザーの取り扱いを変更

2021/11/11

Elasticsearch Service から Opensearch Service への名称変更
CloudFront の割引率の訂正 約 50% → 約 60%
5%割引プランを、7%割引プランへ変更
7%割引プランの対象外サービスを更新
個別割引プランの対象インタンスの追加
クラウド保険について記載の追加
techorus-cloudportal のアクセスキーの変更について記載の追加

2.9

改定内容
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AWS の利用に関する制限事項の内容を追記
Organizations SCP の制限内容を記載
当社管理の IAM ロールについて追記
契約者様への重要なお願いの追加
「プラン変更」に関する情報の追加
その他、全体的な体裁等の変更
以下を追記
techorus-cloudportal ポリシー
cloud-portal-user ポリシー
cloud-portal-service1 ユーザー/ポリシー
cloud-portal-service2 ユーザー/ポリシー

3.0

2021/12/6

3.1

2022/1/5

リセール AWS アカウントのルートユーザーの運用について記載
Service Control Policy ルートユーザーの操作制限の追記
請求書の受領方法についての記載を変更

3.2

2022/2/1

無料利用枠の無料トライアルの扱いについて追記
契約約款変更時の同意について記載

3.3

2022/2/22

3.4

2022/3/9

3.5

2022/3/16

契約者様利用 IAM ユーザー作成で「任意の文字列指定可能」の旨を追記

3.6

2022/5/19

IAM ユーザー/ポリシー cloud-portal-service1 削除
各種リザーブド・Savings Plans 月額利用の割引対象について追記

3.7

2022/6/30

請求の詳細(2/2)で請求書の発行タイミングについて追記
各種リザーブド・Savings Plans で割引の対象とならないケース
を追加

3.8

2022/8/25

7%割引プランを、8%割引プランへ変更
アカウント専有プランを追加
AWS Single Sign-On を AWS IAM Identity Center へ変更
割引対象外サービスを更新

3.9

2022/12/16

AWS アカウントのルートユーザーの運用について 項目を追加
当社が管理する IAM ユーザー / IAM ロール / IAM ポリシーについて、
必要に応じて当社がメンテナンスを行う旨を追記
AWS 無料枠の記載情報の変更

「割引対象外のリージョン・サービスについて」の項を追加
アカウント専有プランに関する記載の内容を修正
直接契約プランについて追記
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