
プロアクティブ・ホスティング

サーバー管理者 スカイアーチ （ ご希望に応じてroot権限を共有 ）

構築 設計 基本仕様 ＋ 導入コンサルティング

（インテグレーションサービス） 仕様書（フルカスタマイズ）

設定 サーバー セキュリティ設定 IP規制

インストールソフトウェアの厳選

起動デーモンの厳選

ネットワーク機器 ファイアウォール

DNS

ネットワーク （ VLAN ）

監視サーバー

設置 設置作業

動作確認

運用 定期 ヘルプデスク TEL

（マネージドサービス） メール

監視 サーバー 死活監視 （ PING ）

ディスク容量監視

オンサイト確認 ステータスチェック （ LED ）

温度

異音、アラート

異臭

ファンの稼働状況

共有設備 ネーム監視

トラフィック監視

電源容量監視

情報 情報収集 セキュリティ情報 JPCERT

Microsoft

その他

情報提供

情報管理 お客様情報

システム情報 ネットワーク

ハードウェア

ソフトウェア アプリケーション

ライセンス

障害履歴情報

その他（お客様固有の情報）

不定期 セキュリティ対応 セキュリティパッチ適用

不正アクセス対応

高負荷対応 パフォーマンスチューニング

障害対応 アラート受信

一次切り分け

リモート対応

オンサイト対応 ハードウェア交換

ベンダー保守対応

エスカレーション お客様

ベンダー・開発会社

動作確認

報告・提案 原因調査・報告書

改善・増強提案

環境 インフラ データセンター 国内データセンター （ EQX , GAL , SBTM ）

（ホスティングサービス） ラックスペース

電源・空調・消火設備

ネットワーク 回線 100Mbps共有

冗長化構成

ファイアウォール 共有

冗長化構成

VLAN

IPアドレス

共有設備 プライマリDNS ※ サーバーとは異なるデータセンターに設置

セカンダリDNS ※ サーバーとは異なるデータセンターに設置

セカンダリメールサーバー ※ サーバーとは異なるデータセンターに設置

監視サーバー ※ サーバーとは異なるデータセンターに設置

管理サーバー

サーバー サーバープール 仮想化技術

スケールアップ / ダウン / アウト

予備機材

フルマネージド・ホスティング

フルマネージド・ホスティングは当社が root 権限をお預かりし、サーバー管理業務を代行するサービスです。構築から運用までITインフラの全てをお任せいただくことが可能です。



初期費用 月額費用

プロアクティブ・ホスティング Sシリーズ S30 オススメ！ 提供コア数 0.5 メモリ 512MB HDD 30GB \92,000 \42,000

（フルマネージド） S60 提供コア数 1 メモリ 1GB HDD 60GB \115,000 \56,000

S90 提供コア数 1.5 メモリ 2GB HDD 90GB \135,000 \67,000

S120 提供コア数 2 メモリ 3GB HDD 120GB \150,000 \75,000

Dシリーズ D150 オススメ！ 提供コア数 2 メモリ 4GB HDD 150GB \200,000 \96,500

D300 提供コア数 4 メモリ 8GB HDD 300GB \250,000 \99,000

D1000 提供コア数 4 メモリ 8GB HDD 1000GB \300,000 \99,000

カスタム 個別見積 個別見積

サーバー機器の持ち込み ハウジング ラック（１U）、電源（１A）、回線、FW、NW機器 無料 \28,000

マネジメント 構築 \150,000 -

運用 - \40,000

仮想化ライセンス 無料 \4,500

プラン変更

初期費用 月額費用

プラン変更 規模拡大 変更元　S30 変更先　S60 \33,000 無料

（ マイグレーション ） （ スケールアップ ） 変更先　S90 \53,000 無料

変更先　S120 \68,000 無料

変更先　D150 \118,000 無料

変更先　D300 \168,000 無料

変更先　D1000 \218,000 無料

変更元　S60 変更先　S90 \30,000 無料

変更先　S120 \45,000 無料

変更先　D150 \95,000 無料

変更先　D300 \145,000 無料

変更先　D1000 \195,000 無料

変更元　S90 変更先　S120 \25,000 無料

変更先　D150 \75,000 無料

変更先　D300 \125,000 無料

変更先　D1000 \175,000 無料

変更元　S120 変更先　D150 \60,000 無料

変更先　D300 \110,000 無料

変更先　D1000 \160,000 無料

変更元　D150 変更先　D300 \60,000 無料

変更先　D1000 \110,000 無料

変更元　D300 変更先　D1000 \60,000 無料

規模縮小（ スケールダウン ） \10,000 無料

その他

初期費用 月額費用

ドメイン 新規取得・移管申請 \6,000 無料

維持 月額払い 無料 \600

年間一括払い \6,000 無料

※　有償の OS 、ソフトウェアをご利用になる場合は別料金となります。（お客様用意の場合は不要です。）

※　Sシリーズ のご契約期間は 1 ヵ月となります。その他サービスのご契約期間は 1 年となります。

※　金融機関等の払い込みに関する手数料はお客様のご負担となります。 

※　お客様機材の持ち込み時、1U追加ごとに\10,000/月、1A追加ごとに\10,000/月が別途必要となります。

※　料金にはサーバー、データセンター設備、共有回線、共有ファイアウォール、プライマリ DNS 、セカンダリ DNS 、セカンダリメールサーバー、監視サーバーのご利用料金が含まれています。

料金表

※　上記料金は税抜きとなっております。

※　スカイアーチネットワークスはJPRS登録事業者、ベリサイン正規代理店です。

※　取り扱い可能ドメインはJPドメイン及びgTLDドメイン（.com .net .org .biz .info）となります。その他のドメインについては別途ご相談ください。

※　D シリーズで複数 OS を運用の場合、 S シリーズへの移行については別途ご相談ください。

※　最低ご契約期間内の D シリーズから S シリーズへのマイグレーションについては、別途ご相談ください。

※　上記料金は税抜きとなっております。

※　上記料金はプラン変更時のみお支払いいただきます。月額費用は変更後のプランのものになります。 

※　上記以外の機器をご利用の際は、別途ご相談ください。

※　上記料金は税抜きとなっております。




