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Safe Harbor
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This presentation and the information herein (including any information that may be incorporated by reference) is provided for 
informational purposes only and should not be construed as an offer, commitment, promise or obligation on behalf of New Relic, Inc. 
(“New Relic”) to sell securities or deliver any product, material, code, functionality, or other feature. Any information provided hereby is 
proprietary to New Relic and may not be replicated or disclosed without New Relic’s express written permission.

Such information may contain forward-looking statements within the meaning of federal securities laws. Any statement that is not a 
historical fact or refers to expectations, projections, future plans, objectives, estimates, goals, or other characterizations of future events 
is a forward-looking statement. These forward-looking statements can often be identified as such because the context of the statement 
will include words such as “believes,” “anticipates,” “expects” or words of similar import.

Actual results may differ materially from those expressed in these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, 
and are subject to change at any time without notice. Existing and prospective investors, customers and other third parties transacting 
business with New Relic are cautioned not to place undue reliance on this forward-looking information. The achievement or success of 
the matters covered by such forward-looking statements are based on New Relic’s current assumptions, expectations, and beliefs and 
are subject to substantial risks, uncertainties, assumptions, and changes in circumstances that may cause the actual results, 
performance, or achievements to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statement. Further 
information on factors that could affect such forward-looking statements is included in the filings New Relic makes with the SEC from 
time to time. Copies of these documents may be obtained by visiting New Relic’s Investor Relations website at ir.newrelic.com or the 
SEC’s website at www.sec.gov.

New Relic assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by law. New Relic 
makes no warranties, expressed or implied, in this presentation or otherwise, with respect to the information provided.
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事業内容

設立

創業者

上場市場

従業員数

拠点数

売上

オブザーバビリティプラットフォーム の提供

2008年

ルー・サーニー  (Lew Cirne)

NYSE: NEWR

グローバル約2,300人

16拠点

約$673M

2018年8月に日本法人設立、日本語によるサポート可能

New Relicの概要
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New Relic Customers 
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デモンストレーション
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● 全方位でサポートする豊富な技術支援体制（自社に体制がない方）

● コントロールし易く利益を圧迫しない課金体系（安く、早く、確実に始めたい方）

● 複数サービスや多くのチーム間でコラボレーションされる方

Why New Relic?



© 2022 New Relic, Inc. All rights reserved.

New Relicが苦手（ではなくても良い）

● データをインターネットに出したくない

→オンプレ環境の監視は対応しますが、データは全てインターネット経由で

NewRelicのデータセンターに送信されます。

● インフラ監視だけをしたい

→インフラ単独で利用されているケースも多いですが、

最終的にRUMやAPMも含めたアプローチをとられる顧客が多いです。

● 基本的にログ監視を行っていきたい

→ログ監視も可能ですが、NewRelicはRUM、APM、Infraで取得したMELT

をベースとして、システムから収集したログを活用します。
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ユーザ数課金

Metric/Event/Log/Trace
すべて一律のGB単位課金

New Relicのシンプル・親切な課金体系

Full-Stack 
Observability

ビジネスメトリクスと関連性のない請求から脱
却。
管理が容易な価格体系

 100 GB Free | ¥33.0 / GB Ingested * month 

Telemetry Data 
Platform

テレメトリーデータのストレージ費用は業界
最安値に設定（  ¥33.0 /GB*month ）
固定費を限界まで圧縮する課金体系

¥38,390 Per 有償 user / month 

送信データ量課金

有償ユーザは全機能を利用可能
Dashboardのみの利用は無償
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一般的な費用の算出方法

TDP FSO

GB数

33.0円

X

有償ユーザ数

38,390円

X

購入製品 数量 月換算 年額

TDP 2100GB 66,000円 792,000円

FSO 5 users 197,450円 2,369,400円

合計： 263,450円 3,161,400円

*TDP: 100GBまで無料。101GBから課金対象
*FSO: 最低1 Userからのご契約でOK
*表示は税抜き価格

＜計算式＞ ＜価格シミュレーション例＞

年間一括請求
超過分自動請求なし （ご利用増時はお客様と協議の上、適切な契約内容をご相談）
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ソリューション      　　　　コンサ
ルタント（SC）  

New Relic  
ユニバーシティ  

PoC支援

ベストプラクティス提供

課題と検証項目整理

テクニカルサポート
・Agentインストール
・データ可視化　　　　
・サービスマップ
・各種QA

検証結果検討

オンボーディング支援

キックオフ

必要データ収集とトレーニング

実践的な知識習得

実業務プロセスへの落とし込
み

導入効果確認と改善

各種トレーニング

ハンズオントレーニング

各種ウェビナー

テクニカルサポート  

専門のテクニカル　　サ
ポート

チケットによるQAやトラブル対
応

各種ドキュメント提供

カスタマサクセスマネジャ　
（CSM） 

確実な運用定着と　 　　
成熟度向上を支援

サクセスプラン策定とQBR

最新ベストプラクティス提供

独自トレーニング実施

Slack等の独自テクニカル支援

成熟度を継続的に向上

お客様を支援する安心のサポートチーム
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ユーザー会

Source: Feb/Mar 2020 study conducted with Longitude Research

1. NewRelicユーザー会：NRUG
(New Relic User Group)

2. 参加企業は100社を超える

3. パートナー企業様もご参加可能

https://newrelic.com/more-perfect-software/more-perfect-software/
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日本インフラ部門での中期方針

　　１. 運用のモダナイゼーション

 1-1: グローバル運用統合加速

　　　　　　　 （AWS設定標準化、AWSコスト削減活動）

 1-2: 日本独自の共通基盤/運用の改善取り組み

　　２. 日本国内の業務システムのモダナイゼーション

 2-1: 日本初・AWS社のEBAプログラム実施

 　　　  2-2: 脱レガシーアーキテクチャの計画・立案

　　　　　　　 （脱IaaS、脱Weblogic・Oracle、脱COBOL）

13

COBOL
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可観測性監視ツール導入の背景
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●状況
・ビジネスの拡大に伴ってサーバ台数も急増（約2,000台の仮想OS/物理サーバ）

・グローバル標準監視ツールが、従来のIaaS型の監視ツール

・日本だけがスクラッチ開発が多く、クラウドネイティブな環境が増加傾向

●課題

コスト

品質

　・アプリケーション担当者からの問い合わせ運用負荷大（約900件/年）
  ・インフラリソース増強による問題の暫定回避

　・新規開発システムリリース時のシステムトラブル
　・現行監視ツールがAWSマネージドサービスの監視不可（例：ECS）
　・サーバ台数増加、多数API連携による問題箇所・原因の特定遅延
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NewRelic導入効果（予定）
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目標 詳細 期待効果

コスト削減

インシデント対応工数削減
  - 早期解決
　- 不要アラート連絡撲滅　
  - 問い合わせ件数削減

根本原因の早期原因特定 問題のあるトランザクションが特定可能に

不要アラート連絡削減
（例：CPU使用率）

アラート発生件数削減

システム状況の見える化 システム状況を見える化で、問い合わせ件数を削減

障害未然防止対応
サービスごとのダッシュボードを活用し、アプリ・インフラ双方で
定期チェックすることで障害未然防止へ

インフラ定常業務の工数削減

運用報告資料削減
（規模感等の提示）

今まで計測出来ていなかった利用状況を容易に集計・報告可能に

AWSコスト削減対応 不要EC2や古いEBSタイプを定期チェックしコスト削減

品質強化

障害対応品質向上 早期障害検知

高度な外形監視、APMエラー率を監視することで、
今まで検知出来ていなかった障害を検知可能に

実質のユーザ影響が即座に判明

AWSマネージドサービスの監視が可能
また一括で設定できることで大幅な工数削減へ

開発生産性向上 開発中のアプリケーション問題箇所を早期特定
日々行うアプリケーション開発のシステム状況が可視化され、
問題が早期特定でき、

カスタマーエクスペリエンス向上 サイト表示高速化・SEO対策 サイト高速化対応で、どの部分を改善すれば効果的か判明
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ダッシュボード③： AWSサービス利用状況可視化
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月次報告書にて、AWSアカウントの利用規模感を報告する際に利用



Mobility Linkage Platformの

さらなる高速開発・高品質化へ。

“New Relic Oneに着目したのは、マイクロサービスアーキテク

チャーを検討する過程で、オブザーバビリティの重要性に気づか

されたのがきっかけでした。New Relic Oneは、フロントとバック

エンド間の通信をひとつのプロセスとして見通すことができ、

ユーザー体験に影響するような問題の予兆検知と迅速な原因

特定に威力を発揮します。”

安藤 優 氏
MaaS・Suica 推進本部 MaaS 事業部門
MaaS サービス開発グループ  

Challenge
複数の JRデジタルサービスが接続する共通基盤サービスの信頼性向上や機能

開発における性能試験の効率化

Solution
マイクロサービス環境におけるオブザーバビリティ技術として

New Relic One を採用

Impact
リリース前の性能試験や Ringo Pass の本番環境における性能問題の特定や解

消を高速化

©2008–20 New Relic, Inc. All rights reservedJapan   |   MaaS



モビリティサービスを進化させる 
DevOps チームへ

“効率化で生まれたリソースをビジネスの価値創造に振り向

けていくポジティブなループができつつあります。1年で

25％もの機能拡張を行うことなど以前は考えられませんで

したし、チームを増員することなくこれを達成できたことも驚

きです。”

安達 一文 氏
サービス開発課長 開発部　　　　　　　　　　　　　　データソリュー
ション事業統括グループ

Challenge
急成長する新たなデジタルサービスの品質向上、機能拡充を高速化する

方法を模索

Solution
オブザーバビリティの獲得で複雑化し成長するシステム環境を可視化。

問題特定や開発と運用の連携の共通言語を獲得

Impact
障害対応工数を3日から最短で1時間へ短縮、アップデートリリース回数

や顧客数も数倍に拡大、開発と運用の連携容易性が高まり事業貢献す

るエンジニアチームへ

TDP

FSO

©2008–20 New Relic, Inc. All rights reservedJapan   |   Manufacturing / MaaS
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Front-End Back-End Analysis
Perfect 

Software

顧客体験の改善

より良いソフトウェアの開発と実行

複雑かつ大規模システムの管理

ブラウザ体験モニタリング
ユーザー目線でページロードやエラーを把握

モバイル環境をモニタリング
iOSとAndroidアプリに対応

外形モニタリング
世界複数拠点からの外形監視

アプリケーション性能モニタリング
8言語と70を超えるフレームワークに対応

あらゆるインフラ環境をモニタリング
パブリッククラウドとオンプレミス

LOGS
ログ収集と高速検索
MELT を高速収集し検索可能に

ダッシュボード開発/チャートビルダーで分析を
超高速化し、あらゆるテレメトリデータの可視化
を実現

NRDB
世界最速のデータ収集と検索

New Relic One オブザーバビリティプラットフォーム

NPM
SNMP、NetFLow、VPC などのネットワークを
容易に収集可視化

AIOps
AIを利用した検知とインシデント対応の効率化

Programability
データ分析をツールの自作
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