
nas2cloudコンボ マイクロサーバモデル



nas2cloud コンボとは



コンボ とは
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「データ保存」と「日頃の運用」そして「災害時の復旧」をセットにした「今から BCP/DR をはじめられる」

小規模オフィス/中小企業向け BCP/DR ソリューション

nas2cloud コンボ
アプライアンス

バックアップ用クラウド
(沖縄県内IDC)

NAS＋クラウド＋保守・運用パッケージ製品

災害復旧時対応
緊急時アクセス(クラウド)

24H365Dアプライアンス/
バックアップ監視

データの価値は、
企業規模に関わらず等しく重要である

保守
バージョンアップ



1
2

3

ハードウェア &
スナップショット

24H/365D監視 &
保守

クラウド &
災害復旧対応

大切なデータを守ります。

遠隔地（沖縄）にデータを
バックアップします。

24時間365日の
システム監視
でデータを守
ります。

データを守る3つの仕組み
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1.ハードウェア
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内蔵HDDにスナップショットを取得しています。誤ってファイル
を消したり上書きしても、過去のデータにアクセスできます。

スナップショット機能

ハードディスク構成

システム兼データボリューム(RAID1)とスナップショット兼フル
バックアップ(RAID1)でHDD障害によるデータ損失に備えます。

1時間毎に最大12世代

1日毎に最大31世代Smart Array

システム
領域

ユーザー
データ

システム
領域

ユーザー
データ

2TB/4TB 2TB/4TB

スナップ
ショット

領域

フルバッ
クアップ

スナップ
ショット

領域

フルバッ
クアップ

4TB/8TB 4TB/8TB

RAID1

RAID1 2TB モデル

4TB モデル

MicroServer Gen10 Plus モデル



リスク分散地としての沖縄
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出展：2020-2021 沖縄県企業立地ガイド

1,600km

1,300km

1,200km

900km

2,200km

距離
日本本土距離がある沖縄県は、同時被災リスクが低いと
考えられています。実際、この点を踏まえ多くの企業が
DR/BCPサイトに選定・検討しています。

航空路線
那覇空港は国内33都市、海外14都市主要都市間で航空旅
客ネットワークが充実しており(2019年3月末現在)、緊
急時、災害発生時も駆けつけ体制が確立しやすくなって
います。

電力
日本本土から独立した火力発電を主体に、安定して電力供
給が行われております。電力不足等による操業中止やデー
タ損失の可能性は低いと考えられております。



2.クラウドバックアップ＋緊急時等復旧対応
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お客様オフィス

同時被災リスクの少ない沖縄にDR用バックアップ

nas2cloud コンボでは沖縄県内のクラウド環境に
バックアップを取得しています。

暗号化通信

バックアップ

緊急時

データはクラウドからブラウザ経由でダウンロード、故障
機器はクラウドデータからリストアして、代替え機をお届
けします。
※通常時クラウドデータへのアクセスは許可しておりません。

ダウンロード

データリストア済み交換機器

DR 
バックアップ



3.監視＋保守
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OCH監視センター
24時間365日監視システム

OCHクラウド

バックアップ
状況監視

筐体監視

IDCシステム
正常性監視

お客様
オフィス

監視項目(概要)

・アプライアンス本体監視
・IDCシステム監視
・バックアップ状況監視 他

機器のバージョンアップ等の保守も含まれており(リモート実施)、
お客様によるメンテナンスは不要！



主要機能とサービス



動産総合保険（商品付帯保険）
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nas2cloudコンボはより安心してご導入いただけるよう、災害等の被害にあった際のハードウエア再取得を

可能にする動産総合保険による補償が付帯されております。

動産総合保険は「nas2cloudコンボ マイクロサーバモデル」に自動付帯となり、商品を購入いただくだけ

で完結し、補償対象事由による故障の場合、保険金額内での修理対応、もしくは代品をお客様に送付いた

します。

※契約期間中1回のみ

※SECOM損害保険株式会社と協業し2019年11月からサービス開始



公開リンク
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ファイルをURL化してインターネット経由でダウンロードすることができます。

メールでは送付できない大容量のファイルも、ランダムに発行されたURLとURLの公開期限を設定することで

外部へファイルを渡すことが可能となります。

https://xxxxx. nas2cloud.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

通知

VPN通信

公開リンクに
アクセス

パスワード入力

ダウンロード
公開リンク作成

※最大1GBまでのファイルに対応



基本機能
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WEB GUI コントロールパネル

• ユーザー登録
• 権限設定
• 共有フォルダ作成
• ファイルアクセス権設定
• 本体使用量確認
• システムステータス確認
• アクセスログの確認
• パスワードの初期化
• 筐体のシャットダウン

連携

• Active Directory連携 ※一部制限あり

• Proxy対応
• ウイルス対策(F-Secure EEP)

※画像はイメージです。実際の画面と異なる場合がございます。

基本機能

製品の改良などにより内容及び実装予定時期は予告なく変更になる場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。

• スナップショット
• 公開リンク
• グリッドマウント
• 緊急時データアクセス



仕様緒元
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製品の改良などにより予告なく変更になる場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。

製品名 nas2cloudコンボ

モデル nas2cloudコンボ マイクロサーバ 2TB/4TB

設置タイプ マイクロサーバ型

筐体 MicroServer Gen10 Plus

CPU
インテル Pentium Gold G5420 プロセッサー 3.8 GHz

1CPU 2Core

メモリ 8GB

搭載ハードディスク
2TB(2TB HDDx2本、4TB HDD x 2本)
4TB(4TB HDDx2本、8TB HDD x 2本)

RAIDレベル システム兼データボリューム(RAID1)＋スナップショット兼フルバックアップ(RAID1)

論理ボリューム 2TB/4TB

インターフェース
(LAN端子)

インターフェース IEEE802.3ab 準拠(1000BASE-T)、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、EEE802.3準拠(10Base-T)

コネクター形状 RJ-45

対応ネットワークファイルシステム SMB / CIFS

ネットワーク 1GbE 4ポート（使用するのは1ポートのみ）

電源/消費電力(最大) 200W ノンホットプラグ パワーサプライ 冗長構成なし / TBD

外形寸法(W×D×H)/重量(最大) 245×245×119mm / 7.2kg

動作環境 温度 10 ～ 35℃

湿度 10 ～ 90 % (ただし、結露しないこと)

※ 出来る限り埃等がなく、熱のこもらない場所に設置してください。動作環境温度を超えると、データ保護のために自動的にシャットダウンします。

搭載OS nas2cloud OS

利用想定ユーザー最大接続数 100名

管理インターフェース WEB GUI コントロールパネル

アンチウィルスソフト F-Secure EEP搭載

対応機種 対応パソコン IBM PC / AT互換機

Apple Macintosh シリーズ

※LANインターフェース、WiFiインターフェースを搭載していること ※パソコンとはLAN接続となり、USB接続はできません

対応 OS Windows 10 / 8.1 、Windows Server 2012 R2／Windows Server 2016 R2／Windows Server 2019

MacOS X 10.13 以降

対応ブラウザ Google Chrome  ※ブラウザは最新版を使用してください



サービスサイト情報

14
202205_nas2cloudコンボ_Combo-M-EU-ver5.00

• サービスサイト
https://www.nas2cloud.com/combo

• オンラインマニュアル
https://combo-manual.nas2cloud.com/

• 利用規約
https://www.nas2cloud.com/c-terms

https://www.nas2cloud.com/combo
https://combo-manual.nas2cloud.com/
https://www.nas2cloud.com/c-terms


会社概要



会社概要
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設立 2006年

従業員数
53名
(うち技術職 34名)
※ 2020年1月現在

ITサービスで人と街の快適を支える企業へ

テクニカルオフィス
沖縄県 うるま市

本社
沖縄県 那覇市

東京事業所
東京都 渋谷区

OCH株式会社

創立15年を機に、沖縄クロス・ヘッド株式会社は、
2022年4月1日からOCH株式会社になりました



プロダクトサービス
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その他、Saasやネットワークサービスを提供




