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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

1 RDS for MySQL 料⾦表
2019年4⽉22⽇より、RDSの料⾦が改訂されます、各リージョンの詳細料⾦は下記リンクよりご
参照ください。
正確な価格(※)は購⼊ページで表⽰される情報を確認ください。※表⽰価格は特に断りがない限
り税抜です。
・⽇本
・⾹港
・シンガポール
・⽶国⻄部
・⽶国東部
・オーストラリア
・マレーシア
・インドネシア
・インド
・ドバイ
・ドイツ（近⽇リリース予定）
・イギリス（近⽇リリース予定）
・中国本⼟（⻘島）
・中国本⼟（⻘島以外）

⽇本リージョン
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,960 ¥5.00

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥5,820 ¥9.80
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥11,630 ¥19.60

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥23,260 ¥39.20

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥24,480 ¥52.80

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥45,900 ¥98.80

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥48,960 ¥106

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥91,800 ¥198

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥183,600 ¥395

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥296,820 ¥639

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥363,120 ¥781

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥555,900 ¥1,200

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,068,960 ¥2,250

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25/GB ¥0.051/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥3.00
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥5.88
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥11.76
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥23.51
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥31.65
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥59.25

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥63.22
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥118.50
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥237
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥383.10
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥468.60

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥717.40
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.031/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.184/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.021/GB
モニター ￥1.224

⾹港リージョン
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥3,190 ¥5.50

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥6,380 ¥10.89
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥12,760 ¥21.67

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥27,170 ¥56.54

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥28,270 ¥58.63

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥54,230 ¥112.86

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥56,430 ¥117.48

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥108,350 ¥225.72

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥216,700 ¥451.33

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥311,190 ¥605.11

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥361,570 ¥647.90

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥666,160 ¥1,193.61

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,417,900 ¥2,540.45

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥19.8/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥4.07
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥8.03
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥15.95
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥33.99
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥35.20
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥67.87

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥70.62
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥135.53
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥270.93
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥389.07
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥451.99

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥717.40
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.022/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

シンガポール
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥3,190 ¥5.50

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥6,380 ¥10.89
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥12,760 ¥21.67

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥27,170 ¥56.54

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥28,270 ¥58.63

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥54,230 ¥112.86

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥56,430 ¥117.48

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥108,350 ¥225.72

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥216,700 ¥451.33

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥311,190 ¥605.11

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥361,570 ¥647.90

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥666,160 ¥1,193.61

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,417,900 ¥2,540.45

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.9/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥4.07
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥8.03
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥15.95
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥33.99
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥35.20
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥67.87

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥70.62
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥135.53
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥270.93
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥389.07
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥451.99

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥717.40
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.022/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

⽶国⻄部
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,750 ¥4.73

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥5,610 ¥9.68
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥11,330 ¥19.36

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥26,730 ¥44.99

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥30,360 ¥63.25

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥53,350 ¥89.76

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥60,720 ¥126.61

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥106,590 ¥179.19

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥213,180 ¥358.27

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥283,470 ¥476.41

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥311,850 ¥580.47

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥547,580 ¥1,019.15

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,165,450 ¥2,169.09

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥16.5/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥4.07
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥8.03
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥15.95
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥33.99
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥38.06
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥67.87

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥75.90
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥135.52
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥270.93
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥389.07
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥451.99

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥832.70
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.022/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

⽶国東部
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,310 ¥4.07

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥4,290 ¥7.48
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥8,800 ¥15.29

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥19,360 ¥39.05

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥30,360 ¥63.25

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥38,720 ¥77.99

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥60,720 ¥126.61

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥77,330 ¥155.76

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥154,550 ¥311.30

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥215,930 ¥434.94

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥250,250 ¥538.78

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥461,890 ¥994.40

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥983,070 ¥2,116.40

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥16.5/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥4.07
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥8.03
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥15.95
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥33.99
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥38.06
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥67.87

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥75.90
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥135.52
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥270.93
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥389.07
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥451.99

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥832.70
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.022/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

オーストラリア
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥3,190 ¥5.39

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥6,380 ¥10.78
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥12,760 ¥21.45

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥25,520 ¥42.90

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥29,590 ¥57.75

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥51,040 ¥99.55

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥55,990 ¥109.23

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥102,080 ¥198.99

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥204,600 ¥398.75

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥341,000 ¥664.62

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥429,000 ¥836.11

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥704,000 ¥1,372.14

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,335,400 ¥2,602.60

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥26/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥3.19
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥6.49
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥12.87
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥25.74
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥34.65
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥59.73

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥65.56
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥119.35
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥239.25
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥398.75
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥501.71

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥823.24
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.033/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

マレーシア
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥3,080 ¥5.28

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥6,160 ¥10.45
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥12,210 ¥20.68

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥27,830 ¥54.23

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥31,020 ¥64.46

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥55,770 ¥108.46

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥61,820 ¥128.70

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥111,210 ¥216.26

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥222,420 ¥432.52

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥295,680 ¥574.86

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥343,530 ¥615.56

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥632,940 ¥1,133.99

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥875,050 ¥1,760.00

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.9/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥3.96
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥7.70
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥15.18
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥32.34
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥38.72
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥64.57

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥77.33
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥128.81
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥257.40
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥369.71
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥429.44

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥791.12
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.022/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.254

インドネシア
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥3,190 ¥5.50

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥6,380 ¥10.89
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥12,760 ¥21.67

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥29,260 ¥56.98

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥32,560 ¥67.76

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥58,630 ¥114.07

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥65,010 ¥135.41

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥117,040 ¥227.59

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥234,080 ¥455.18

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥311,190 ¥605.11

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥361,570 ¥647.90

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥666,160 ¥1,193.61

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,417,900 ¥2,540.45

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.9/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥4.07
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥8.03
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥15.95
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ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥33.99
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥40.70
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥67.87

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥81.29
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥135.52
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥270.93
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥389.07
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥451.99

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥832.70
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.031/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

インド
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,970 ¥5.28

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥5,940 ¥10.45
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rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥11,770 ¥20.68

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥27,060 ¥53.35

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥30,030 ¥64.46

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥54,120 ¥108.46

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥59,950 ¥128.70

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥107,910 ¥216.26

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥215,710 ¥432.52

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥286,770 ¥574.86

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥333,190 ¥615.56

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥613,910 ¥1,133.99

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,306,690 ¥2,413.51

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.9/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥3.96
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥7.70
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥15.18
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rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥32.34
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥38.72
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥64.57

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥77.33
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥128.81
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥257.40
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥369.71
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥429.44

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥791.12
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.022/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.254

ドバイ
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,750 ¥4.84

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥5,500 ¥9.68
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rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥11,000 ¥19.25

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥26,950 ¥47.19

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥28,600 ¥50.05

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥53,900 ¥94.27

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥56,100 ¥98.12

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥107,800 ¥188.43

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥215,490 ¥376.53

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥346,390 ¥605.33

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥428,890 ¥749.43

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥659,890 ¥1,153.13

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,273,690 ¥2,225.63

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥33/GB ¥0.077/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥2.97
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥5.83
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥11.55
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rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥28.38
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥30.03
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥56.65

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥58.96
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥113.08
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥225.94
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥363.22
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥449.68

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥691.90
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.055/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

ドイツ
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,310 ¥4.07

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥4,730 ¥8.36
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rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥9,570 ¥16.83

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥23,430 ¥41.03

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥24,750 ¥43.34

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥46,750 ¥81.73

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥49,500 ¥86.57

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥93,500 ¥163.46

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥187,000 ¥326.81

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥302,500 ¥528.66

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥374,000 ¥653.51

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥572,000 ¥999.57

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,099,890 ¥2,310.00

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.3/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥2.53
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥5.06
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥10.12
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rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥24.64
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥26.07
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥49.06

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥52.03
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥98.12
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥196.13
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥317.24
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥392.15

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥599.83
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.033/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

イギリス
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,310 ¥4.07

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥4,730 ¥8.14
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rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥9,570 ¥16.39

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥23,430 ¥41.03

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥24,750 ¥43.34

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥46,750 ¥81.73

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥49,500 ¥86.57

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥93,500 ¥163.46

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥187,000 ¥326.81

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥302,500 ¥528.66

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥374,000 ¥653.51

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥572,000 ¥999.57

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥1,099,890 ¥2,310.00

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.3/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥2.30
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥5.06
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥10.12

24 Document Version20190322



ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  1 RDS for MySQL 料⾦表

rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥24.64
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥26.07
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥49.06

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥52.03
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥98.12
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥196.13
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥317.24
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥392.15

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥599.83
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.033/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

中国本⼟(⻘島)
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,750 ¥5.54

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥5,500 ¥11.24
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rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥10,890 ¥22.63

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥20,900 ¥43.42

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥21,670 ¥45.09

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥41,690 ¥86.84

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥43,340 ¥90.36

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥83,380 ¥173.51

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥166,650 ¥347.18

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥266,640 ¥555.37

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥326,590 ¥680.43

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥499,620 ¥1,040.68

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥875,050 ¥1,650.00

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥13.20/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥3.41
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥6.93
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥13.53
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rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥26.18
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥27.17
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥52.14

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥54.34
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥104.28
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥208.34
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥333.19
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥408.32

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥624.47
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.022/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.132/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥0.836

中国本⼟（⻘島以外）
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mysql.t1.
small

1 1G ¥2,750 ¥5.54

rds.mysql.s1.
small

1 2G ¥5,500 ¥11.24
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rds.mysql.s2.
large

2 4G ¥10,890 ¥22.63

rds.mysql.s2.
xlarge

2 8G ¥20,900 ¥43.42

rds.mysql.s3.
large

4 8G ¥21,670 ¥45.09

rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥41,690 ¥86.84

rds.mysql.c1.
large

8 16G ¥43,340 ¥90.36

rds.mysql.c1.
xlarge2

8 32G ¥83,380 ¥173.51

rds.mysql.c2.
xlarge

16 64G ¥166,650 ¥347.18

rds.mysql.c2.
xlp2

16 96G ¥266,640 ¥555.37

rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥326,590 ¥680.43

rds.mysql.st.
d13

30 220G ¥499,620 ¥1,040.68

rds.mysql.st.
h43

60 470G ¥875,050 ¥1,650.00

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥14.3/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

読み取り専⽤インスタンス
インスタンスの仕様 CPU メモリ 従量課⾦
rds.mysql.t1.small 1 1G ¥3.41
rds.mysql.s1.small 1 2G ¥6.93
rds.mysql.s2.large 2 4G ¥13.53
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rds.mysql.s2.xlarge 2 8G ¥26.18
rds.mysql.s3.large 4 8G ¥27.17
rds.mysql.m1.
medium

4 16G ¥52.14

rds.mysql.c1.large 8 16G ¥54.34
rds.mysql.c1.xlarge 8 32G ¥104.28
rds.mysql.c2.xlarge 16 64G ¥208.34
rds.mysql.c2.xlp2 16 96G ¥333.19
rds.mysql.c2.
2xlarge

16 128G ¥408.32

rds.mysql.st.d13 30 220G ¥624.47
読み取り専⽤ストレージ
従量課⾦
¥0.022/GB

読み取り専⽤インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.132/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥0.836
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2 RDS for PPAS 料⾦
2019年4⽉22⽇より、RDSの料⾦が改訂されます、各リージョンの詳細料⾦は下記リンクよりご
参照ください。
正確な価格(※)は購⼊ページで表⽰される情報を確認ください。※表⽰価格は特に断りがない限
り税抜です。
・⽇本
・⾹港
・シンガポール
・⽶国⻄部
・⽶国東部
・オーストラリア
・マレーシア
・インドネシア
・インド
・ドバイ
・ドイツ（近⽇リリース予定）
・イギリス（近⽇リリース予定）
・中国本⼟（⻘島）
・中国本⼟（⻘島以外）

⽇本
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥24,280 ¥43.86
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥55,800 ¥100.78

ppas.x4.large.2 4 16G ¥109,860 ¥198.39
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ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥217,880 ¥393.42

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥434,010 ¥783.67

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥866,390 ¥1,564.38

ppas.x8.small.2 1 8G ¥26,830 ¥48.45
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥60,490 ¥109.25

ppas.x8.large.2 4 32G ¥119,240 ¥215.33
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥236,640 ¥427.28

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥471,650 ¥851.60

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥969,210 ¥1,750.02

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,746,350 ¥3,153.13
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.00/GB ¥0.051/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.184/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.021/GB
モニター ￥1.224

⾹港
インスタンス料⾦

Document Version20190322 31



ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  2 RDS for PPAS 料⾦

インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥23,980 ¥43.34
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥56,650 ¥102.30

ppas.x4.large.2 4 16G ¥111,430 ¥201.30
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥220,990 ¥399.08

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥440,000 ¥794.53

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥878,130 ¥1,585.54

ppas.x8.small.2 1 8G ¥29,150 ¥52.69
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥65,670 ¥118.58

ppas.x8.large.2 4 32G ¥129,030 ¥232.98
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥256,520 ¥463.21

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥510,070 ¥921.03

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,047,860 ¥1,892.00

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,898,380 ¥3,427.71
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥19.80/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
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バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

シンガポール
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥23,980 ¥43.34
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥56,650 ¥102.30

ppas.x4.large.2 4 16G ¥111,430 ¥201.30
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥220,990 ¥399.08

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥440,000 ¥794.53

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥878,130 ¥1,585.54

ppas.x8.small.2 1 8G ¥29,150 ¥52.69
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥65,670 ¥118.58

ppas.x8.large.2 4 32G ¥129,030 ¥232.98
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥256,520 ¥463.21

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥510,070 ¥921.03

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,047,860 ¥1,892.00

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,898,380 ¥3,427.71
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.90/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
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￥0/GB
その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

⽶国⻄部
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥25,190 ¥45.54
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥58,080 ¥104.94

ppas.x4.large.2 4 16G ¥114,290 ¥206.36
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥226,710 ¥409.42

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥451,660 ¥815.54

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥901,340 ¥1,627.45

ppas.x8.small.2 1 8G ¥27,500 ¥49.72
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥62,480 ¥112.86

ppas.x8.large.2 4 32G ¥123,090 ¥222.31
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥244,310 ¥441.21

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥486,750 ¥878.90

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥999,350 ¥1,804.44

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,817,640 ¥3,281.85
ストレージ料⾦
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⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥16.50/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

⽶国東部
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥21,010 ¥37.95
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥50,820 ¥91.85

ppas.x4.large.2 4 16G ¥99,770 ¥180.18
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥197,560 ¥356.73

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥393,250 ¥710.05

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥784,630 ¥1,416.80

ppas.x8.small.2 1 8G ¥25,850 ¥46.75
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥59,290 ¥107.14

ppas.x8.large.2 4 32G ¥115,060 ¥207.79
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥226,820 ¥409.64
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ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥450,230 ¥813.01

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥920,920 ¥1,662.87

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,707,750 ¥3,083.52
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥16.50/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

オーストラリア
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥25,080 ¥45.32
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥59,070 ¥106.70

ppas.x4.large.2 4 16G ¥116,160 ¥209.77
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥230,340 ¥415.91

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥458,810 ¥828.41

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥915,640 ¥1,653.30
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ppas.x8.small.2 1 8G ¥28,930 ¥52.25
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥65,340 ¥118.03

ppas.x8.large.2 4 32G ¥128,590 ¥232.21
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥255,310 ¥461.01

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥508,640 ¥918.39

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,045,220 ¥1,887.27

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,883,310 ¥3,400.43
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥26.00/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

マレーシア
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥24,090 ¥43.56
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥57,310 ¥103.51

ppas.x4.large.2 4 16G ¥112,860 ¥203.83
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ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥223,960 ¥404.47

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥446,160 ¥805.64

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥890,560 ¥1,607.98

ppas.x8.small.2 1 8G ¥27,830 ¥50.27
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥63,250 ¥114.29

ppas.x8.large.2 4 32G ¥124,740 ¥225.28
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥247,720 ¥447.37

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥493,570 ¥891.22

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,013,760 ¥1,830.40

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,827,980 ¥3,300.55
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.90/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.254

インドネシア
インスタンス料⾦
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インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥24,970 ¥45.10
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥58,960 ¥106.48

ppas.x4.large.2 4 16G ¥116,050 ¥209.55
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥230,230 ¥415.80

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥458,700 ¥828.30

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥915,530 ¥1,653.08

ppas.x8.small.2 1 8G ¥28,820 ¥52.14
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥65,230 ¥117.81

ppas.x8.large.2 4 32G ¥128,590 ¥232.21
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥255,200 ¥460.79

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥508,530 ¥918.28

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,045,220 ¥1,887.27

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,883,200 ¥3,400.32
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.90/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
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バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

インド
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥24,090 ¥43.56
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥57,310 ¥103.51

ppas.x4.large.2 4 16G ¥112,860 ¥203.83
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥223,960 ¥404.47

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥446,160 ¥805.64

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥890,560 ¥1,607.98

ppas.x8.small.2 1 8G ¥27,830 ¥50.27
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥63,250 ¥114.29

ppas.x8.large.2 4 32G ¥124,740 ¥225.28
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥247,610 ¥447.15

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥493,570 ¥891.22

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,013,650 ¥1,830.29

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,827,980 ¥3,300.55
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.90/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
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￥0/GB
その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.254

ドバイ
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥26,950 ¥48.73
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥64,570 ¥116.60

ppas.x4.large.2 4 16G ¥127,050 ¥229.46
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥251,790 ¥454.63

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥501,380 ¥905.30

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥1,000,670 ¥1,806.86

ppas.x8.small.2 1 8G - -
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥73,040 ¥131.89

ppas.x8.large.2 4 32G ¥143,880 ¥259.82
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥285,450 ¥515.46

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥568,700 ¥1,026.85

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,171,170 ¥2,114.64

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥2,104,190 ¥3,799.29
ストレージ料⾦
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⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥33.00/GB ¥0.077/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

ドイツ
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥23,760 ¥42.90
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥58,190 ¥105.16

ppas.x4.large.2 4 16G ¥114,510 ¥206.80
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥227,150 ¥410.19

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥452,430 ¥816.97

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥903,100 ¥1,630.64

ppas.x8.small.2 1 8G ¥28,820 ¥52.14
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥65,230 ¥117.81

ppas.x8.large.2 4 32G ¥128,590 ¥232.21
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥255,200 ¥460.79
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ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥508,530 ¥918.28

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,045,220 ¥1,887.27

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,883,200 ¥3,400.32
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.30/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

イギリス
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥23,760 ¥42.90
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥57,200 ¥105.16

ppas.x4.large.2 4 16G ¥114,510 ¥206.80
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥227,150 ¥410.19

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥452,430 ¥816.97

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥903,100 ¥1,630.64
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ppas.x8.small.2 1 8G ¥28,820 ¥52.14
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥65,230 ¥117.81

ppas.x8.large.2 4 32G ¥128,590 ¥232.21
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥255,200 ¥460.79

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥508,530 ¥918.28

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥1,045,220 ¥1,887.27

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,883,200 ¥3,400.32
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.30/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

中国本⼟（⻘島）
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥20,460 ¥42.57
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥40,920 ¥85.14

ppas.x4.large.2 4 16G ¥81,730 ¥170.28
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ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥163,460 ¥340.56

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥326,920 ¥681.12

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥653,840 ¥1,362.13

ppas.x8.small.2 1 8G ¥25,630 ¥53.35
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥49,390 ¥103.07

ppas.x8.large.2 4 32G ¥97,130 ¥202.29
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥185,680 ¥386.65

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥340,560 ¥709.50

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥681,120 ¥1,419.00

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,532,300 ¥3,192.31
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥13.20/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.132/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥0.836

中国本⼟（⻘島以外）
インスタンス料⾦
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インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

ppas.x4.small.2 1 4G ¥20,460 ¥42.57
ppas.x4.
medium.2

2 8G ¥40,920 ¥85.14

ppas.x4.large.2 4 16G ¥81,730 ¥170.28
ppas.x4.xlarge
.2

8 32G ¥163,460 ¥340.56

ppas.x4.2xlarge
.2

16 64G ¥326,920 ¥681.12

ppas.x4.4xlarge
.2

32 128G ¥653,840 ¥1,362.13

ppas.x8.small.2 1 8G ¥25,630 ¥53.35
ppas.x8.
medium.2

2 16G ¥49,390 ¥103.07

ppas.x8.large.2 4 32G ¥97,130 ¥202.29
ppas.x8.xlarge
.2

8 64G ¥185,680 ¥386.65

ppas.x8.2xlarge
.2

16 128G ¥340,560 ¥709.50

ppas.x8.4xlarge
.2

32 256G ¥681,120 ¥1,419.00

rds.ppas.st.h43 60 470G ¥1,532,300 ¥3,192.31
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥14.30/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.132/GB
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バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥0.836
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3 RDS for PostgreSQL 料⾦
2019年4⽉22⽇より、RDSの料⾦が改訂されます、各リージョンの詳細料⾦は下記リンクよりご
参照ください。
正確な価格(※)は購⼊ページで表⽰される情報を確認ください。※表⽰価格は特に断りがない限
り税抜です。
・⽇本
・⾹港
・シンガポール
・⽶国⻄部
・⽶国東部
・オーストラリア
・マレーシア
・インドネシア
・インド
・ドバイ
・ドイツ（近⽇リリース予定）
・イギリス（近⽇リリース予定）
・中国本⼟（⻘島）
・中国本⼟（⻘島以外）

⽇本リージョン
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥3,170 ¥5.61
rds.pg.s1.small 1 2G ¥6,330 ¥11.12
rds.pg.s2.large 2 4G ¥12,650 ¥22.14
rds.pg.s3.large 4 8G ¥24,890 ¥43.56
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rds.pg.c1.large 8 16G ¥47,940 ¥83.85
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥93,840 ¥164.02

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥188,700 ¥329.77

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥364,250 ¥636.48

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥665,150 ¥1,162.29
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.00/GB ¥0.051/GB

インターネットトラフィック
その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.184/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.021/GB
モニター ￥1.224

⾹港
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥3,630 ¥6.16
rds.pg.s1.small 1 2G ¥7,150 ¥12.21
rds.pg.s2.large 2 4G ¥14,190 ¥24.09
rds.pg.s3.large 4 8G ¥28,270 ¥56.21
rds.pg.c1.large 8 16G ¥56,430 ¥112.42
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥106,370 ¥206.91

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥191,510 ¥372.46
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rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥379,830 ¥685.85

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥698,280 ¥1,260.82
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥19.80/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

シンガポール
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥3,630 ¥5.06
rds.pg.s1.small 1 2G ¥7,150 ¥9.24
rds.pg.s2.large 2 4G ¥14,190 ¥17.49
rds.pg.s3.large 4 8G ¥30,470 ¥32.78
rds.pg.c1.large 8 16G ¥60,940 ¥62.15
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥114,840 ¥113.74

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥205,260 ¥402.05

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥379,830 ¥685.85

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥698,280 ¥1,260.82
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ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.90/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

⽶国⻄部
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥2,970 ¥5.17
rds.pg.s1.small 1 2G ¥6,160 ¥10.56
rds.pg.s2.large 2 4G ¥12,100 ¥20.68
rds.pg.s3.large 4 8G ¥24,200 ¥48.18
rds.pg.c1.large 8 16G ¥48,290 ¥96.47
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥91,190 ¥153.34

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥164,230 ¥276.10

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥328,130 ¥610.72

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥576,620 ¥1,073.16
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
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¥16.50/GB ¥0.033/GB
インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

⽶国東部
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥2,310 ¥5.17
rds.pg.s1.small 1 2G ¥4,620 ¥10.56
rds.pg.s2.large 2 4G ¥9,240 ¥20.68
rds.pg.s3.large 4 8G ¥24,200 ¥48.18
rds.pg.c1.large 8 16G ¥48,290 ¥96.47
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥80,630 ¥153.34

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥161,370 ¥325.05

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥263,780 ¥567.93

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥485,650 ¥1,045.55
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥16.50/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
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従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

オーストラリア
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥3,410 ¥5.83
rds.pg.s1.small 1 2G ¥6,820 ¥11.55
rds.pg.s2.large 2 4G ¥13,640 ¥22.99
rds.pg.s3.large 4 8G ¥27,280 ¥45.87
rds.pg.c1.large 8 16G ¥54,560 ¥106.37
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥109,120 ¥212.74

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥218,240 ¥425.37

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥436,480 ¥850.74

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥720,280 ¥1,403.82
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥26.00/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB
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その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

マレーシア
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥3,520 ¥5.94
rds.pg.s1.small 1 2G ¥6,820 ¥11.66
rds.pg.s2.large 2 4G ¥13,530 ¥22.99
rds.pg.s3.large 4 8G ¥29,040 ¥52.25
rds.pg.c1.large 8 16G ¥57,970 ¥104.50
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥109,120 ¥209.00

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥195,030 ¥382.03

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥360,910 ¥651.64

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥663,410 ¥1,197.79
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.90/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
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SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.254

インドネシア
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥3,630 ¥6.16
rds.pg.s1.small 1 2G ¥7,150 ¥12.21
rds.pg.s2.large 2 4G ¥14,190 ¥24.09
rds.pg.s3.large 4 8G ¥30,470 ¥55.00
rds.pg.c1.large 8 16G ¥60,940 ¥110.00
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥114,840 ¥220.00

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥205,260 ¥402.05

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥379,830 ¥685.85

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥698,280 ¥1,260.82
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.90/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
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モニター ￥1.320

インド
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥3,520 ¥5.94
rds.pg.s1.small 1 2G ¥6,820 ¥11.66
rds.pg.s2.large 2 4G ¥13,530 ¥22.99
rds.pg.s3.large 4 8G ¥29,040 ¥52.25
rds.pg.c1.large 8 16G ¥57,970 ¥104.50
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥109,120 ¥209.00

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥195,030 ¥382.03

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥360,910 ¥651.64

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥663,410 ¥1,197.79
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.90/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.254

56 Document Version20190322



ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  3 RDS for PostgreSQL 料⾦

ドバイ
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥2,860 ¥5.06
rds.pg.s1.small 1 2G ¥5,720 ¥10.01
rds.pg.s2.large 2 4G ¥11,440 ¥20.02
rds.pg.s3.large 4 8G ¥27,500 ¥48.07
rds.pg.c1.large 8 16G ¥55,000 ¥96.14
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥109,890 ¥192.06

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥219,890 ¥384.23

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥439,890 ¥768.68

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥802,890 ¥1,402.94
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥33.00/GB ¥0.077/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

ドイツ
インスタンス料⾦
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インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥2,530 ¥4.51
rds.pg.s1.small 1 2G ¥5,060 ¥8.91
rds.pg.s2.large 2 4G ¥10,120 ¥17.71
rds.pg.s3.large 4 8G ¥24,200 ¥42.35
rds.pg.c1.large 8 16G ¥48,400 ¥84.59
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥96,800 ¥169.18

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥193,600 ¥338.36

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥387,200 ¥676.61

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥707,300 ¥1,235.96
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.30/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

イギリス
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥2,530 ¥4.51
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rds.pg.s1.small 1 2G ¥5,060 ¥8.80
rds.pg.s2.large 2 4G ¥10,120 ¥17.71
rds.pg.s3.large 4 8G ¥24,200 ¥42.35
rds.pg.c1.large 8 16G ¥48,400 ¥84.59
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥96,800 ¥169.18

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥193,600 ¥338.36

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥387,200 ¥676.72

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥707,300 ¥1,486.98
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.30/GB ¥0.055/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.320

中国本⼟（⻘島）
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥2,420 ¥5.28
rds.pg.s1.small 1 2G ¥4,400 ¥10.01
rds.pg.s2.large 2 4G ¥8,360 ¥20.13
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rds.pg.s3.large 4 8G ¥15,730 ¥40.04
rds.pg.c1.large 8 16G ¥29,810 ¥80.30
rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥54,560 ¥151.47

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥136,840 ¥285.12

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥273,680 ¥570.24

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥499,620 ¥1,040.93
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥13.20/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.132/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥0.836

中国本⼟（⻘島以外）
インスタンス料⾦
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.pg.t1.small 1 1G ¥2,420 ¥5.28
rds.pg.s1.small 1 2G ¥4,400 ¥10.01
rds.pg.s2.large 2 4G ¥8,360 ¥20.13
rds.pg.s3.large 4 8G ¥15,730 ¥40.04
rds.pg.c1.large 8 16G ¥29,810 ¥80.30
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rds.pg.c1.
xlarge

8 32G ¥54,560 ¥151.47

rds.pg.c2.
xlarge

16 64G ¥136,840 ¥285.12

rds.pg.c2.
2xlarge

16 128G ¥273,680 ¥570.24

rds.pg.st.d13e 30 220G ¥499,620 ¥1,040.93
ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥14.30/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.132/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥0.836
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4 RDS for SQLServer 料⾦
2019年4⽉22⽇より、RDSの料⾦が改訂されます、各リージョンの詳細料⾦は下記リンクよりご
参照ください。
正確な価格(※)は購⼊ページで表⽰される情報を確認ください。※表⽰価格は特に断りがない限
り税抜です。
・⽇本
・⾹港
・シンガポール
・⽶国⻄部
・⽶国東部
・オーストラリア
・マレーシア
・インドネシア
・インド
・ドバイ
・ドイツ（近⽇リリース予定）
・イギリス（近⽇リリース予定）
・中国本⼟（⻘島）
・中国本⼟（⻘島以外）

⽇本
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥14,180 ¥23.87

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥17,450 ¥29.38
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rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥34,890 ¥58.65

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥69,670 ¥117.10

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥71,400 ¥120.06

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥139,230 ¥233.99

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥147,500 ¥247.86

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥278,460 ¥467.88

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥556,920 ¥935.75

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥807,030 ¥1,355.99

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥990,320 ¥1,663.93

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥1,145,870 ¥1,925.25

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥18,260 ¥31.73

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥36,110 ¥62.73

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥37,130 ¥64.47

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥68,750 ¥119.45

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥71,710 ¥124.55

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥139,850 ¥242.87

Document Version20190322 63



ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  4 RDS for SQLServer 料⾦

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥273,770 ¥475.32

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥12,860 ¥24.79

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥23,140 ¥44.62

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥46,270 ¥89.23

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥93,820 ¥180.94

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥14,490 ¥29.99

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥28,970 ¥53.55

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥55,080 ¥108.74

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥115,160 ¥220.83

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥113,120 ¥183.30

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥140,970 ¥239.91

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥278,870 ¥497.15

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥566,100 ¥986.04

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥845,790 ¥1,439.43
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インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥583,440 ¥835.18

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,166,780 ¥1,670.25

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,750,320 ¥2,505.53

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥623,940 ¥895.87

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,248,180 ¥1,791.63

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,496,150 ¥3,583.06

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,367,540 ¥6,271.07

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥25.00/GB ¥0.051/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.184/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.021/GB
モニター ￥1.224

⾹港
インスタンス料⾦(2008R2)
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インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥14,190 ¥29.90

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥14,960 ¥31.52

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥31,570 ¥63.54

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥56,760 ¥126.23

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥57,200 ¥143.83

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥116,930 ¥208.54

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥119,350 ¥213.57

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥217,030 ¥417.08

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥400,400 ¥833.98

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥694,210 ¥1,446.27

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥791,010 ¥1,647.68

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥985,710 ¥2,053.53

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥16,720 ¥29.04

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥33,110 ¥57.42

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥33,990 ¥59.07
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rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥62,920 ¥109.23

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥65,670 ¥113.85

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥128,040 ¥222.20

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥250,470 ¥434.94

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥14,300 ¥26.73

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥25,740 ¥48.18

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥51,480 ¥96.25

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥104,390 ¥195.14

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥17,600 ¥32.78

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥32,560 ¥58.74

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥64,900 ¥119.13

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥129,910 ¥241.78

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥125,070 ¥198.88

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥158,840 ¥260.92
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mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥317,680 ¥540.32

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥635,470 ¥1,071.51

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥953,040 ¥1,565.52

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥622,820 ¥896.94

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,245,420 ¥1,793.99

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,868,460 ¥2,690.82

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥672,870 ¥966.13

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,346,070 ¥1,932.15

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,692,030 ¥3,864.08

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,710,090 ¥6,762.91

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥19.8/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.165/GB
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バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥1.210

シンガポール
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥15,290 ¥31.86

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥15,620 ¥32.52

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥30,910 ¥64.38

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥61,160 ¥127.24

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥61,490 ¥127.91

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥115,500 ¥240.56

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥118,360 ¥246.43

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥231,000 ¥481.29

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥462,000 ¥962.39

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥743,820 ¥1,549.62

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥912,670 ¥1,901.31

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥1,056,110 ¥2,200.20

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦
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rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥19,690 ¥34.21

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥38,940 ¥67.76

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥40,040 ¥69.52

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥74,140 ¥128.70

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥77,330 ¥134.20

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥150,810 ¥261.91

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥295,240 ¥512.71

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥14,300 ¥26.73

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥25,740 ¥48.12

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥51,480 ¥96.23

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥104,390 ¥195.13

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥17,600 ¥32.78

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥32,560 ¥58.74

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥64,900 ¥119.13

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥129,910 ¥241.78

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
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インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥125,070 ¥198.88

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥158,840 ¥260.92

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥317,680 ¥540.32

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥635,470 ¥1,071.51

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥953,040 ¥1,565.52

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥622,820 ¥896.94

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,245,420 ¥1,793.99

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,868,460 ¥2,690.82

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥672,870 ¥966.13

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,346,070 ¥1,932.15

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,692,030 ¥3,864.08

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,710,090 ¥6,762.91

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥20.9/GB ¥0.044/GB

インターネットトラフィック
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従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥0.198/GB
バックアップ⽤ストレージ ¥0.022/GB
モニター ¥1.320

⽶国⻄部
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥14,190 ¥29.90

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥14,630 ¥30.34

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥28,600 ¥59.35

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥56,650 ¥117.85

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥56,980 ¥118.69

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥107,800 ¥224.64

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥110,440 ¥230.00

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥215,600 ¥449.27

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥431,200 ¥898.19

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥545,490 ¥1,136.36

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥768,020 ¥1,590.01
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rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥774,510 ¥1,613.48

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥18,480 ¥32.12

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥36,630 ¥63.69

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥37,620 ¥65.45

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥69,630 ¥120.89

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥72,600 ¥126.06

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥141,680 ¥246.07

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥277,310 ¥481.58

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥12,980 ¥25.41

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥23,370 ¥45.74

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥46,730 ¥91.48

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥94,760 ¥185.50

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥16,610 ¥28.16

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥30,580 ¥49.50
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mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥61,050 ¥100.65

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥121,990 ¥204.82

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥122,870 ¥188.32

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥154,550 ¥240.02

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥308,880 ¥498.41

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥617,650 ¥987.80

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥927,300 ¥1,440.12

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥627,770 ¥889.57

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,255,430 ¥1,779.03

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,883,310 ¥2,668.71

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥662,420 ¥952.82

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,324,840 ¥1,905.53

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,649,680 ¥3,811.28

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,636,940 ¥6,669.74
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ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥16.5/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ¥0.022/GB
モニター ¥1.210

⽶国東部
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥14,190 ¥29.90

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥14,630 ¥30.34

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥28,600 ¥59.35

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥56,650 ¥117.85

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥56,980 ¥119.00

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥107,800 ¥224.63

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥110,440 ¥230.00

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥215,600 ¥449.26
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rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥431,200 ¥898.19

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥545,490 ¥1,136.36

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥768,020 ¥1,590.02

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥774,510 ¥1,613.48

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥17,270 ¥30.03

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥34,210 ¥59.62

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥35,200 ¥61.16

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥65,120 ¥113.08

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥67,980 ¥117.92

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥132,550 ¥230.23

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥259,490 ¥450.56

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥12,100 ¥23.76

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥21,780 ¥42.77

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥43,560 ¥85.54
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mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥88,330 ¥173.45

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥13,860 ¥25.74

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥25,080 ¥44.55

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥53,680 ¥90.97

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥99,880 ¥185.46

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥116,600 ¥182.82

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥142,010 ¥228.91

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥283,800 ¥476.41

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥567,490 ¥943.80

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥852,060 ¥1,373.46

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥612,150 ¥873.73

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,224,190 ¥1,747.57

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,836,450 ¥2,621.19

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥641,410 ¥935.00
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mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,223,420 ¥1,870.00

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,519,660 ¥3,603.71

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,489,870 ¥6,545.00

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥16.5/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥0.165/GB
バックアップ⽤ストレージ ¥0.022/GB
モニター ¥1.21

オーストラリア
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥15,290 ¥25.74

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥18,810 ¥31.68

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥37,620 ¥63.25

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥75,130 ¥126.28

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥77,000 ¥129.47
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rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥150,150 ¥252.34

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥155,100 ¥260.59

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥300,300 ¥504.57

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥600,600 ¥1,009.14

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥870,320 ¥1,462.34

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥1,067,990 ¥1,794.43

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥1,235,740 ¥2,076.25

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥19,910 ¥34.65

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥39,380 ¥68.42

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥40,920 ¥71.06

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥76,560 ¥132.99

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥79,750 ¥138.49

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥153,010 ¥265.65

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥305,910 ¥531.19

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦
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mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥14,300 ¥26.73

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥25,740 ¥48.12

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥51,480 ¥96.23

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥104,390 ¥195.13

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥17,050 ¥31.68

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥31,570 ¥56.43

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥62,920 ¥114.51

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥125,950 ¥232.54

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥123,860 ¥196.24

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥156,750 ¥255.64

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥313,390 ¥529.87

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥626,450 ¥1,050.61

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥940,500 ¥1,533.84

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥627,000 ¥896.94
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mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,254,000 ¥1,793.99

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,881,000 ¥2,690.82

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥672,870 ¥966.13

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,346,070 ¥1,932.15

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,691,920 ¥3,864.08

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,710,090 ¥6,762.91

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥ 26.00 /GB ¥ 0.055 /GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥ 0.198 /GB
バックアップ⽤ストレージ ¥ 0.022 /GB
モニター ¥1.320

マレーシア
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥14,630 ¥30.36

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥14,850 ¥30.91
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rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥29,370 ¥61.16

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥58,190 ¥120.89

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥58,520 ¥121.55

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥109,780 ¥228.58

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥112,530 ¥234.19

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥219,450 ¥457.27

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥438,900 ¥914.32

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥706,640 ¥1,472.24

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥867,130 ¥1,806.31

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥1,003,310 ¥2,090.22

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥18,810 ¥32.56

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥37,070 ¥64.46

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥38,060 ¥66.11

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥70,510 ¥122.32

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥73,480 ¥127.49

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥143,330 ¥248.82
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rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥280,500 ¥487.08

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥13,640 ¥25.41

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥24,530 ¥45.76

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥48,950 ¥91.52

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥99,220 ¥185.46

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥16,280 ¥31.24

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥30,030 ¥55.88

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥59,840 ¥113.19

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥119,680 ¥229.79

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥118,910 ¥188.98

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥150,920 ¥247.94

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥301,840 ¥513.37

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥603,790 ¥1,017.94

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥905,410 ¥1,487.31
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インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥591,690 ¥852.17

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,183,160 ¥1,704.34

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,775,070 ¥2,556.29

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥639,320 ¥917.84

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,278,860 ¥1,835.57

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,557,500 ¥3,670.92

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,474,690 ¥6,424.77

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥ 20.90 /GB ¥ 0.044 /GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥ 0.198 /GB
バックアップ⽤ストレージ ¥ 0.022 /GB
モニター ¥0.022

インドネシア
インスタンス料⾦(2008R2)
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インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥19,690 ¥34.21

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥38,940 ¥67.76

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥40,040 ¥69.52

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥74,140 ¥128.70

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥77,330 ¥134.20

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥150,810 ¥261.91

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥295,240 ¥512.71

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥14,300 ¥26.73

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥25,740 ¥48.07

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥51,480 ¥96.25

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥104,390 ¥195.14

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥17,600 ¥32.78

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥32,560 ¥58.74

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥64,900 ¥119.13

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥129,910 ¥241.78
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インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥14,300 ¥26.73

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥25,740 ¥48.07

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥51,480 ¥96.25

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥104,390 ¥195.14

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥17,600 ¥32.78

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥32,560 ¥58.74

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥64,900 ¥119.13

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥129,910 ¥241.78

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥125,070 ¥198.88

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥158,840 ¥260.92

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥317,680 ¥540.32

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥635,470 ¥1,071.51

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥953,040 ¥1,565.52

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦
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mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥622,820 ¥896.94

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,245,420 ¥1,793.99

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,868,460 ¥2,690.82

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥672,870 ¥966.13

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,346,070 ¥1,932.15

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,692,030 ¥3,864.08

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,710,090 ¥6,762.91

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥ 20.90 /GB ¥ 0.044 /GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥ 0.198 /GB
バックアップ⽤ストレージ ¥ 0.022 /GB
モニター ¥1.320

インド
インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥18,810 ¥32.56
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rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥37,070 ¥64.46

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥38,060 ¥66.11

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥70,510 ¥122.32

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥73,480 ¥127.49

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥143,330 ¥248.82

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥280,500 ¥487.08

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥13,640 ¥25.41

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥24,530 ¥45.76

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥48,950 ¥91.52

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥99,220 ¥185.46

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥16,720 ¥31.24

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥31,020 ¥55.88

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥61,710 ¥113.19

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥123,420 ¥229.79

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦
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mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥137,060 ¥201.63

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥169,510 ¥259.93

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥338,690 ¥519.53

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥677,490 ¥1,039.28

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥1,017,060 ¥1,559.58

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥622,050 ¥895.07

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,244,100 ¥1,790.25

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,866,150 ¥2,685.21

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥667,810 ¥956.78

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,335,840 ¥1,913.45

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,671,460 ¥3,827.01

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,674,670 ¥6,697.46

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥ 20.90 /GB ¥ 0.044 /GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB
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その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥ 0.198 /GB
バックアップ⽤ストレージ ¥ 0.022 /GB
モニター ¥1.254

ドバイ
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥16,500 ¥28.93

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥20,350 ¥35.64

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥40,700 ¥71.17

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥86,350 ¥150.92

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥89,100 ¥155.76

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥172,700 ¥301.84

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥179,300 ¥313.39

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥345,400 ¥603.57

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥690,800 ¥1,207.14

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥1,012,000 ¥1,768.36

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥1,232,000 ¥2,152.70

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥1,430,000 ¥2,498.76
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インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥20,680 ¥35.97

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥40,920 ¥71.06

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥42,130 ¥73.15

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥77,880 ¥135.30

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥81,290 ¥141.13

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥158,400 ¥275.00

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥310,090 ¥538.45

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥17,160 ¥31.68

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥30,910 ¥57.09

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥61,820 ¥114.07

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥125,290 ¥231.33

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥20,020 ¥34.21

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥39,160 ¥60.28

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥77,880 ¥122.43
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mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥159,500 ¥249.15

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥146,410 ¥226.93

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥183,260 ¥289.74

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥366,300 ¥601.92

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥732,490 ¥1,193.06

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥1,099,340 ¥1,738.44

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥750,860 ¥1,070.96

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,501,390 ¥2,141.59

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥2,252,470 ¥3,212.77

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥803,660 ¥1,159.84

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,607,540 ¥2,319.68

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥3,214,860 ¥4,639.58

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥5,625,400 ¥8,118.33

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
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¥ 33.00 /GB ¥ 0.077 /GB
インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥ 0.198 /GB
バックアップ⽤ストレージ ¥ 0.022 /GB
モニター ¥1.320

ドイツ
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥15,290 ¥25.74

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥18,810 ¥31.68

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥37,620 ¥63.25

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥75,130 ¥126.28

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥77,000 ¥129.47

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥150,150 ¥252.34

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥155,100 ¥260.59

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥300,300 ¥504.57

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥600,600 ¥1,009.14
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rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥870,320 ¥1,462.34

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥1,067,990 ¥1,794.43

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥1,235,740 ¥2,076.25

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥19,690 ¥34.21

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥38,940 ¥67.65

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥40,040 ¥69.52

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥74,140 ¥128.81

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥77,330 ¥134.31

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥150,810 ¥261.91

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥295,240 ¥512.60

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥14,300 ¥26.40

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥25,740 ¥47.52

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥51,480 ¥95.04

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥104,390 ¥192.72
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mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥16,610 ¥28.49

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥32,560 ¥50.16

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥64,900 ¥101.97

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥132,880 ¥207.57

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥121,990 ¥189.09

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥152,680 ¥241.45

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥305,250 ¥501.60

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥610,390 ¥994.18

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥916,080 ¥1,448.70

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥625,680 ¥892.43

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,251,140 ¥1,784.64

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,877,040 ¥2,677.29

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥669,680 ¥966.46

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,339,580 ¥1,933.03
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mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,679,050 ¥3,866.28

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥4,687,760 ¥6,765.22

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥ 25.30 /GB ¥ 0.055 /GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥ 0.198 /GB
バックアップ⽤ストレージ ¥ 0.022 /GB
モニター ¥1.320

イギリス
インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥20,590 ¥35.77

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥40,710 ¥70.73

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥41,860 ¥72.68

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥77,510 ¥134.67

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥80,850 ¥140.42

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥157,670 ¥273.82
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rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥308,660 ¥535.90

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥14,950 ¥30.11

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥26,910 ¥49.68

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥53,820 ¥99.36

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥109,140 ¥201.48

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥19,210 ¥33.35

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥34,040 ¥59.10

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥67,850 ¥117.80

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥138,920 ¥241.19

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥127,540 ¥197.69

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥159,620 ¥252.43

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥319,130 ¥524.40

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥638,140 ¥1,039.37

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥957,720 ¥1,514.55
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インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥654,120 ¥933.00

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥1,308,010 ¥1,865.76

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,962,360 ¥2,798.99

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥700,120 ¥1,010.39

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥1,400,470 ¥2,020.90

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥2,801,060 ¥4,042.02

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥ 25.30 /GB ¥ 0.055 /GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ¥ 0.198 /GB
バックアップ⽤ストレージ ¥ 0.022 /GB
モニター ¥1.320

中国本⼟（⻘島）
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦
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rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥10,230 ¥21.12

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥10,450 ¥21.63

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥20,460 ¥42.42

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥40,480 ¥84.15

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥40,810 ¥84.83

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥77,000 ¥160.43

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥78,980 ¥164.29

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥154,000 ¥320.85

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥308,000 ¥641.54

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥495,880 ¥1,033.05

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥608,520 ¥1,267.49

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥704,110 ¥1,466.80

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥11,880 ¥24.75

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥23,650 ¥49.17

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥24,310 ¥50.49

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥44,990 ¥93.61

Document Version20190322 99



ApsaraDB for MySQL 購⼊ガイド /  4 RDS for SQLServer 料⾦

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥46,860 ¥97.68

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥91,410 ¥190.52

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥178,970 ¥372.79

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥5,390 ¥11.33

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥9,900 ¥20.68

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥19,360 ¥40.26

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥38,060 ¥79.31

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥5,720 ¥11.99

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥10,670 ¥22.22

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥20,680 ¥43.12

mssql.x4.
2xlarge.w1

16 64G ¥40,810 ¥85.03

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥56,650 ¥118.80

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥111,650 ¥233.20

mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥221,650 ¥462.00
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mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥441,540 ¥920.70

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥661,540 ¥1,378.30

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥352,990 ¥735.90

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥704,440 ¥1,468.50

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,055,780 ¥2,200.00

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥368,720 ¥768.90

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥735,680 ¥1,533.40

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥1,469,820 ¥3,062.40

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥2,571,030 ¥5,357.00

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥13.20/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.132/GB
バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥0.836
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中国本⼟（⻘島以外）
インスタンス料⾦(2008R2)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s1.
small

1 2G ¥10,230 ¥21.12

rds.mssql.s1.
large

2 2G ¥10,450 ¥21.63

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥20,460 ¥42.42

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥40,480 ¥84.15

rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥40,810 ¥84.83

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥77,000 ¥160.43

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥78,980 ¥164.29

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥154,000 ¥320.85

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥308,000 ¥641.54

rds.mssql.c2.
xlp2

16 96G ¥495,880 ¥1,033.05

rds.mssql.c2.
2xlarge

16 128G ¥608,520 ¥1,267.49

rds.mssql.st.
d13

30 220G ¥704,110 ¥1,466.80

インスタンス料⾦(2012 Enterprise Edition Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

rds.mssql.s2.
large

2 4G ¥11,880 ¥24.75

rds.mssql.s2.
xlarge

2 8G ¥23,650 ¥49.17
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rds.mssql.s3.
large

4 8G ¥24,310 ¥50.49

rds.mssql.m1.
medium

4 16G ¥44,990 ¥93.61

rds.mssql.c1.
large

8 16G ¥46,860 ¥97.68

rds.mssql.c1.
xlarge

8 32G ¥91,410 ¥190.52

rds.mssql.c2.
xlarge

16 64G ¥178,970 ¥372.79

インスタンス料⾦(2012/2016 Web Basic)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x2.
medium.w1

2 4G ¥5,390 ¥11.33

mssql.x2.large.
w1

4 8G ¥9,900 ¥20.68

mssql.x2.xlarge
.w1

8 16G ¥19,360 ¥40.26

mssql.x2.
2xlarge.w1

16 32G ¥38,060 ¥79.31

mssql.x4.
medium.w1

2 8G ¥5,720 ¥11.99

mssql.x4.large.
w1

4 16G ¥10,670 ¥22.22

mssql.x4.xlarge
.w1

8 32G ¥20,680 ¥43.12

インスタンス料⾦(2012/2016 Standard Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.
medium.s2

2 8G ¥56,650 ¥118.80

mssql.x4.large
.s2

4 16G ¥111,650 ¥233.20
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mssql.x4.xlarge
.s2

8 32G ¥221,650 ¥462.00

mssql.x4.
2xlarge.s2

16 64G ¥441,540 ¥920.70

mssql.x4.
3xlarge.s2

24 96G ¥661,540 ¥1,378.30

インスタンス料⾦(2012/2016 Enterprise Edition HA)
インスタンスの仕
様

CPU メモリ ⽉額サブスクリプ
ション

従量課⾦

mssql.x4.xlarge
.e2

8 32G ¥352,990 ¥735.90

mssql.x4.
2xlarge.e2

16 64G ¥704,440 ¥1,468.50

mssql.x4.
3xlarge.e2

24 96G ¥1,055,780 ¥2,200.00

mssql.x8.xlarge
.e2

8 64G ¥368,720 ¥768.90

mssql.x8.
2xlarge.e2

16 128G ¥735,680 ¥1,533.40

mssql.x8.
4xlarge.e2

32 256G ¥1,469,820 ¥3,062.40

mssql.x8.
7xlarge.e2

56 480G ¥2,571,030 ¥5,357.00

ストレージ料⾦
⽉額サブスクリプション 従量課⾦
¥14.3/GB ¥0.033/GB

インターネットトラフィック
従量課⾦
￥0/GB

その他料⾦
項⽬ 従量課⾦
SQL監査 ￥0.132/GB
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バックアップ⽤ストレージ ￥0.022/GB
モニター ￥0.836
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5 2019/04/22 RDS料⾦変更値上げ対象
対象1: インスタンス
リージョン インスタンス 課⾦タイプ

rds.ppas.t1.small サブスクリプション
rds.pg.t1.small 従量課⾦
rds.pg.s1.small 従量課⾦
rds.pg.s2.large 従量課⾦
rds.pg.s3.large 従量課⾦
rds.pg.c1.large 従量課⾦

中国本⼟（⻘島以外）

rds.pg.c1.xlarge 従量課⾦
rds.mysql.t1.small(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.s1.small(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.s2.xlarge(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.s3.large(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.m1.medium(
Read Only)

従量課⾦

中国本⼟（杭州・上海・⻘
島・北京・張家⼝・フフホ
ト・深セン）

rds.mysql.c1.large(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.c2.xlp2 サブスクリプション
rds.mssql.c2.xlp2 サブスクリプション
rds.mysql.st.d13 サブスクリプション
rds.mysql.c2.xlp2 従量課⾦
rds.mysql.st.d13 従量課⾦
rds.mssql.c2.xlp2 従量課⾦

中国北部（⻘島）

rds.pg.c2.2xlarge 従量課⾦
rds.mysql.s2.xlarge 従量課⾦⾹港
rds.pg.s3.large 従量課⾦
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rds.pg.c1.large 従量課⾦
rds.mysql.s2.xlarge(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.m1.medium(
Read Only)

従量課⾦

rds.mysql.c1.large(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.c1.xlarge(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.c2.xlarge(Read 
Only)

従量課⾦

mysql.n2.small.1 サブスクリプション
mysql.n2.medium.1 サブスクリプション
mysql.n2.small.1 従量課⾦
mysql.n2.medium.1 従量課⾦

UAE（ドバイ）

rds.pg.c2.xlarge 従量課⾦
mssql.x8.medium.2 サブスクリプション
mssql.x8.large.2 サブスクリプション
mssql.x8.xlarge.2 サブスクリプション
mssql.x8.2xlarge.2 サブスクリプション
rds.mysql.s3.large 従量課⾦
rds.pg.s3.large 従量課⾦
rds.pg.c1.large 従量課⾦
rds.mysql.t1.small(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.s3.large(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.c2.xlp2(Read 
Only)

従量課⾦

⽶国⻄部（シリコンバレー）
⽶国東部（バージニア）

rds.mysql.st.d13(Read 
Only)

従量課⾦

⽇本（東京） rds.mysql.t1.small(Read 
Only)

従量課⾦
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rds.mysql.s1.small(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.s2.large(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.s2.xlarge(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.s3.large(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.m1.medium(
Read Only)

従量課⾦

rds.mysql.c1.large(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.c1.xlarge(Read 
Only)

従量課⾦

rds.mysql.c2.xlp2(Read 
Only)

従量課⾦

対象2: ストレージ
リージョン 対象ストレージ 課⾦タイプ
中国本⼟ ストレージ（Per Usage）（

Readonly）
従量課⾦

⾹港 ストレージ（Per Usage）（
Readonly）

従量課⾦

⽶国⻄部（シリコンバレー） ストレージ（Per Usage）（
Readonly）

従量課⾦

⽶国東部（バージニア） ストレージ（Per Usage）（
Readonly）

従量課⾦

⽇本（東京） ストレージ（Per Usage）（
Readonly）

従量課⾦

マレーシア（クアラルンプー
ル）

ストレージ（Per Usage）（
Readonly）

従量課⾦

インド（ムンバイ） ストレージ（Per Usage）（
Readonly）

従量課⾦

インドネシア（ジャカルタ） ストレージ（Per Usage）（
Readonly）

従量課⾦
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