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Google Cloud のつなぎ方
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※ ATBeX論理回線の申請は、お客さまにてATBeX接続回線のご契約及び空きの帯域があることが前提となります。

標準２営業日
（ATBeX接続回線を合わ
せて手配される場合は10
営業日）

ATBeX ServiceLinkのご発注 ATBeX ServiceLinkの注⽂受領

申込申請 申請受領
ATBeX ServiceLink for

Google Cloud
Interconnect
申込書

ATBeX機器設定作業

完了報告書の送付

・ATBeX回線ID,VLAN番号
・ペアリングキー

完了報告書の受領
開通通知書開通通知書

Google Cloud Interconnect
VLAN Attachment作成
（Google Cloud Consoleより）

申請受付

ペアリングキーの発⾏ペアリングキーの確認
(Google Cloud Consoleで確認)

Google Cloud Interconnect
VLAN Attachment 設定

VLAN Attachment
状態変更通知

VLAN ID発⾏

VLAN Attachment
状態変更通知

VLAN ID受領

ATBeX ServiceLink for
Google Cloud
Interconnect
申込書

“PENDING_PARTNER” から “PENDING_CUSTOMER”
または“ACTIVE”に変更されます。
Google Cloud Interconnectにおける課⾦開始は、VLAN attachment
をお客様側にてアクティブ化したかどうかに関係なく、
アット東京側にて、Google Cloud Interconnect設定完了後、直ちに
Google Cloud Interconnectでの課⾦が開始されます。
なお、Cloud Interconnectは時間単位（Hourly)の課⾦となります。

利⽤開始

アット東京Googleお客さま

サービス利⽤開始までの流れ（全体フロー）

①

②

③

⑬〜⑱ATBeX論理回線(ServiceLink) の申請※

ATBeX接続回線の申請 ⑤〜⑫

⑳

⑲

カスタマーポータルログイン ④
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お客さま ⇒ アット東京

アット東京の営業へATBeX ServiceLinkをご発注いただきます。

ATBeX開通手続き①

年 月 日

納期(納品時期)

支払条件

その他契約条件

数量

数量

注 文 書

株式会社アット東京 御中

見積NO「M〇〇〇〇〇〇〇-〇〇」に基づき、下記の通り、注文致します。

検収条件 ：下記特記事項参照 東京都○○区△△

注文日：

契約期間 ：最低利用期間：接続回線1年間、論理回線1ヶ月

契約更新条件 ：N/A 株式会社〇〇〇〇〇

：発注書、申込書受領後10営業日 〒〇〇〇‐〇〇〇〇

：月末ご請求翌月末日払い

：下記特記事項参照

案件名 プレミアムコネクト for Google Cloud Interconnectについて

初期料金

品名 単位 単価 金額

合計（税抜）

月次料金

品名 単位 単価 金額

合計（税抜）

【注文書イメージ】

①
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お客さま ⇒ Google

Google Cloud Consoleにて、パートナーVLANアタッチメントを申請いただきます。

ATBeX開通手続き②

• 詳細な手順についてはGoogle Cloudのドキュメ
ントをご確認ください。
https://cloud.google.com/network-
connectivity/docs/interconnect/how-
to/partner/provisioning-overview?hl=ja

②

【Google Cloud Consoleの画面イメージ】
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Google ⇒ お客さま

Googleにて申請受付、ペアリングキーが発⾏されます。

Google Cloud Console上でペアリングキーを確認ください。

ATBeX開通手続き③

③

【Google Cloud Consoleの画面イメージ】
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お客さま ⇒ アット東京（カスタマーポータルへのログイン）

アット東京のカスタマーポータルへアクセスし、ID、パスワードを⼊⼒し、
ログインしてください。

ATBeX開通手続き④

【カスタマーポータルのログインページ】

④
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX接続回線の申請）

ログイン後のトップページにて[申請]タブを選択してください。

ATBeX開通手続き⑤

ログイン後のトップページ

⑤
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX接続回線の申請）

「申込の種類を選択してください」のプルダウンメニューから

「ATBeX接続回線申請」を選択

ATBeX開通手続き⑥

⑥
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX接続回線の申請）

申請方法選択にて

「申請操作」

‐新規

を選択して「OK」をクリック

ATBeX開通手続き⑦

⑦



10 / 23

お客さま ⇒ アット東京（ATBeX接続回線の申請）

■基本情報にて

「基本サービス品目」

‐1Gポート/10Gポート

「VLAN方式」

‐VLANタグ/タグ無し

「利⽤開始⽇時」

「監視開始日時」

「センター」

‐中央センター/中央第2センター/KC1 5Fサーバ室
/DC12

を⼊⼒ or選択

ATBeX開通手続き⑧

⑧
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX接続回線の申請）

■起点情報（お客様側）にて

「ルーム」

「終端ラック」

「パッチパネル設置ラック」

「パッチパネル名称/ポート番号」

「室内配線サービス」

‐要/不要（パッチパネルまで）

「光配線種別」

‐回線種別 光SM2心

‐コネクタ SC/LC/SCメス口ローゼット

を⼊⼒ or 選択

ATBeX開通手続き⑨

⑨
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX接続回線の申請）

■保守連絡先

「登録方式」

‐既存連絡先から選択/新規登録

「保守連絡先」

‐連絡先会社名

‐部署名

‐担当者名

‐電話番号

‐emailアドレス

を⼊⼒ or 選択

ATBeX開通手続き⑩

⑩
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX接続回線の申請）
リモートハンズサービスは、当社のサービスデスクのオペレータがお客さまに代わってラック作業を代
⾏するサービスです。本申請と合わせて、作業代⾏の申請が出来るようになっております。リモートハ
ンズサービスのご利⽤にあたっては、別途、ご契約が必要となります。

※リモートハンズサービスをご利⽤の場合

■各種サービスにて

「リモートハンズ」をチェック

■作業対象にて

「データセンター」

「区画」

「対象機器ホスト名」

「機器モデル」

を⼊⼒ or 選択

ATBeX開通手続き⑪

⑪

■作業情報にて

「作業希望日」

「希望開始時間」

「希望終了時間」

「作業指示」

「添付ファイル」

を⼊⼒ or 選択
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX接続回線の申請）

■備考にて

特記事項や合わせて連絡したいことがある

場合、「備考」にコメントを⼊⼒して、

「⼊⼒内容を確認する」をクリック

■申請

申請内容全体で、⼊⼒内容に問題がなければ

「申請」をクリック

【申請完了】

ATBeX開通手続き⑫

⑫
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX論理回線の申請）

ログイン後のトップページにて[申請]タブを選択してください。

ATBeX開通手続き⑬

ログイン後のトップページ

⑬
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX論理回線の申請）

「申込の種類を選択してください」のプルダウンメニューから

「ATBeX論理回線申請(ServiceLink)」を選択

ATBeX開通手続き⑭

⑭
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX論理回線の申請）

申請方法選択にて

「申請操作」

‐新規

を選択して「OK」をクリック

ATBeX開通手続き⑮

⑮
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アット東京 ⇒ お客さま（ATBeX論理回線の申請）

■論理回線申請種別にて

「論理回線申請種別」

‐ServiceLink for Google Cloud Interconnect

を選択

ATBeX開通手続き⑯

⑯
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アット東京 ⇒ お客さま（ATBeX論理回線の申請）

■申請者情報にて

「ATBeX接続回線ID(1回線目)」

「VLAN方式」
‐VLAN‐ID/タグ無し

「お客様VLAN‐ID(1回線目)」

「論理インターフェース設定帯域」

「接続ロケーション」
‐Tokyo/Osaka

「Pairing key」

「利⽤開始⽇時」

‐日付

‐時刻

を⼊⼒ or 選択

ATBeX開通手続き⑰

⑰
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お客さま ⇒ アット東京（ATBeX論理回線の申請）

■備考にて

特記事項や合わせて連絡したいことがある

場合、「備考」にコメントを⼊⼒して、

「⼊⼒内容を確認する」をクリック

■申請

申請内容全体で、⼊⼒内容に問題がなければ

「申請」をクリック

【申請完了】

ATBeX開通手続き⑱

⑱
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アット東京 ⇒ Google ⇒ お客さま

お客さまからの申請受領後、アット東京にて、ATBeX側のVLAN Attachmentの設定作
業を実施致します。

作業完了後、Googleよりお客さまへ「VLAN Attachment状態変更通知」のメールが届
きます。合わせてGoogleよりアット東京にVLAN IDが発⾏されます。発⾏されたVLAN
IDに基づき、アット東京ではATBeX機器の設定作業を⾏います。

ATBeX開通手続き⑲

⑲

【 VLAN Attachment状態変更通知メールのイメージ】
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アット東京 ⇒ お客さま

アット東京側でのATBeX機器の設定作業が完了後、お客さまへ「完了報告書」を送付し、
開通となります。

ATBeX開通手続き⑳

⑳

【 開通報告書のイメージ】
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https://www.attokyo.co.jp/

Google および Google Cloud は Google LLC の商標です。
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