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E-server Advance / Advance EX はインターネットに接続されたサーバ１台をまるごとお客様にて運用いただく

『ハウジングサーバサービス』で、安心の技術サポートが標準でご利用できます。

「root 権限（管理者権限）」もお客様の所有となり、ソフトのインストールやユーザーの作成、

バーチャルサーバの設定など、あらゆる設定がお客様にて可能です。

専用サーバは設定や運用が難しいというイメージがあるかも知れませんが、あらかじめご指定のドメインでセットアップいたしますので

ドメイン開通後、すぐに Web や Mail が利用可能です。

回線品質の重要視または、セキュアなサーバ運用をお考えのお客様には、

回線に余裕のあり、標準でファイアウォールが付属した E-server Advance / Advance EX をお奨めします。

● 安心のセキュリティ対策 ● モバイルリブーター

● データベースサーバ ● 多機能メーリングリスト

● バーチャルドメイン無制限 ● アクセス解析も簡単

● 充実のサポート体制 ● サーバ状態モニタ機能

● 使いやすいコントロールパネル ● EC サイト構築パッケージ EC-CUBE

● ファイアウォール ● サーバ機器・スペック

● 初期・月額費用 ● 複数台構成

● E-server オプションサービス ● E-server メールフィルタ

E-server Advance / Advance EX とは？



E-server Advance / Advance EX では、セキュリティ対策をほどこしたサーバを提供いたします。

お引き渡し時点で Eratta ( セキュリティアップデート ) に対応済み。

対応の時間の取れないお客様のためや、OS リリース元からのアップ

デートの提供が終了した場合は、「セキュリティアップデートサービス」を、

月額 3,150 円（税込）にてオプションを提供しております。

初期状態で SPAM の踏み台にならない POP before SMTP も設定済みです。

また、telnet・ftp のポートは初期状態では開放せず、最初のサーバへのログインは

SSH またはコントロールパネル(Webmin) にて行っていただきます。

安心のセキュリティ対策



インターネットは情報の渦、今やデータベースは必須アイテムです。

何万件もの顧客データを手動で処理しますか？インターネット人口は増加する一方、

データ処理が増える分だけ人件費を増やしていって良いのでしょうか？

E-server Advance / Advance EX なら本格派リレーショナルデータベースを標準で搭載。

しかも、お引き渡し後すぐに使用可能な状態にまでセットアップが完了しております。

データベースは PostgreSQL・MySQL の２種類をセットアップ。

お客様のお好みでお使い分け下さい。

もちろん web と連携する perl・php・モジュールも完備しています。

データベースサーバ（ PostgreSQL / MySQL ）



E-server Advance / Advance EX では収容するドメインの数に制限がありません。

10 個でも 100 個でも・・・それでも追加料金は発生しません。

商品名ごとのドメインを利用されるも良し、

社内各部署ごとにドメインを利用しても良し・・・未知なる可能性はたくさん広がります。

更にお申込いただいたお客様全員に、汎用 JP（～.JP）、

もしくはｇTLD（com,net,org,info,biz）を 1 個プレゼント！

ドメインを持っていなくても始めることができる E-server Advance / Advance EX は、

利用してみる価値はかなり高く、誰でもお気軽にサーバ運用することが可能です。

※ プレゼントドメインで取得したドメインは、

次年度よりドメイン維持管理費が発生いたしますので予めご了承ください。

汎用 JP ドメイン維持管理費：4,200 円

gTLD 維持管理費：4,200 円

バーチャルドメイン無制限



サーバの専門家が、E メールによるサポートを無償にて行っております。

●トラブルが発生した。

●どうやら設定を失敗したらしい。

●どうしてもうまく行かない事がある。

そんな時は契約者専用ページより、技術サポートへご相談下さい。

内容に応じてスタッフが調査を行い、１営業日以内に返答いたします。

また、設定・インストール等の代行作業や、各種ソフトウェアのアップグレード作業、

FAQ に記載のない作業について代行して欲しいといった場合もお気軽にご相談下さい。

作業代行(有料)にて対応させていただきます。

充実のサポート体制



E-server Advance / Advance EX には、コントロールパネルとして『Webmin』を搭載しております

『Webmin』は、Web ブラウザからほとんど全ての設定が可能です。

● 「コマンドは怖い・難しい」

● 「サーバがダウンしたらどうしよう？」

● 「やりたい事があるけど、やり方が良く分からない」

と言う方にも安心していただける支持率 No.1 のコントロールパネルです。

更に『Webmin』の使用方法「こんな時・あんな時は？」を契約者専用ページにて詳しく解説。

今や UNIX は専門家だけのものではありません。

ユーザーが利用するコントロールパネルには、『Usermin』をご用意しました。

パスワードの変更、メールの転送設定等についてはユーザーが、

お手元の Web ブラウザより簡単に設定することが可能となっております。

使いやすいコントロールパネル（ Webmin / Usermin ）



監視システムが 24 時間 365 日お客さまのサーバを監視しています。

システムがサーバからのシグナルを受信できなくなると、自動的に技術担当者へ

メールで通知します。

そのメールをそのまま返信する事で、リブート依頼とみなしてサーバを再起動いたします。

登録するメールアドレスを携帯電話などにする事で、外出先や出張先、

インターネット環境が無い場所からでも簡単にリブートが可能となります。

モバイルリブーターは、E-serverAdvance / Advance EX のお客さまに

標準で提供される機能です。

モバイルリブーター



難しい知識は一切いりません。

Web 上から、簡単に複数のメーリングリストの管理ができます。

弊社では日本語化した２大メーリングリストのプログラムを 2 つインストール済み。

サービス開始後、すぐにご利用いただけます。

● MAILMAN

● MAJORDOMO

多機能メーリングリスト（ MAILMAN / MAJORDOMO ）



Web のアクセス解析として Webalizer と AWStats を予めご用意。

Webalizer とは Web サーバーソフト apache のログを解析し、高度な解析結果を

HTML で表示してくれるサーバ側のソフトです。

弊社では、この便利なツールを標準で日本語化したものをご提供いたします。

≪こんな解析ができます≫

● Pages と Visits の関係

Pages（HTML ページの正常アクセス数）と Visits（訪問者数）の割合で

Pages 数が多ければ多いほど、そのサイトはいろんなページにわたって閲覧されて

いることがわかります。

● 平均ページ閲覧数 = 総 Pages /総 Visits

閲覧数が多ければ多いほど、ユーザーを飽きさせず、興味のあるサイトこんな見方で、

メンテナンスをすればお客様の Web ページにも磨きがかかります。

アクセス解析も簡単（ Webalizer / AWStats ）



自分のサーバが今どんな状態なのか？昨日はどうだった？

先週・先月・去年と比べてどうなっている？サーバ管理者の悩みは尽きません。

E-server Advance / Advance EX ならサーバ状態モニタ MRTG が標準で提供されております。

管理者は時折ブラウザを開くだけで、サーバの状態の現在・過去・統計をビジュアルに

理解することができます。

※ サーバ状態モニタ MRTG のご提供に併せ、

2009 年 6 月度より新たに Munin も監視ツールとしてご利用が可能となりました。

MRTG よりも詳しい情報が記載され、より沢山のサーバの情報が参照可能です。

[サーバ状態モニタが提供する情報]

●ネットワーク負荷 ‐ トラフィックの混みぐあいは？

●CPU 平均使用率 ‐ CPU にかかっている負荷は？

●メモリ使用量 ‐ メモリは足りているのか？

●ディスク使用量 ‐ ディスク容量はまだまだいけるか？

●CPU/SYS 温度 ‐ CPU 温度・外気温度に異常は？

●FAN 回転数 ‐ 冷却ファンに劣化はないか？

●M/B 電圧計測 ‐ マザーボードへの電源供給は?

サーバ状態モニタ機能（ MRTG / Munin ）



E-server Advance / Advance EXならショッピングサイトも標準装備 ECサイト構築パッケージ EC-CUBE

オンラインショッピングサイト ： EC-CUBE

ドメイン毎にハードディスク領域を割り当て、

それぞれのドメインでオンラインショッピングサイトが運用可能！！

一番気になるサーバへの設定は？？？

サービス開始時にはすでに完了済み！！

サービス開始 ＝ ショッピングサイト運用開始！！

顧客満足度を高める、SSLやカード決済は必須です。

設定はもちろんPROXにおまかせください！

これであなたもショッピングモールのオーナーに！！



E-server Advence / Advance EX にてご利用いただけるファイアウォールは、

インターネットとお客様のサーバの間に設置され、

IP パケットの中のヘッダ情報を見て通過の可否を判断する、

パケットフィルタリング型のファイアウォールとなります。

・送信元 IP アドレス

・送信元ポート番号

・サーバ受信ポート番号

・プロトコル指定(TCP/UDP/ICMP)

契約者専用ページにて専用のコントロールパネルをご用意しており、

上記を要素とした条件を作成し、パケットの通過を許可・拒否の

選択が可能となっており、お客様の運用に最適な設定を行うことが可能です。

ファイアウォール



PC パーツ関連の卸業者と提携し、オリジナルサーバを共同開発。

RAID カードなど、互換性・安定性が重要なパーツは 3ware 製を採用、メモリも Memtest86 などで十分検証したものを使用。

低コストで信頼性のあるサーバを提供しています。

E-server Advance E-server Advance EX

CPU Intel Xeon L3426（1.86GHz） Intel Xeon L5630（2.13GHz）

メモリ 2GB 4GB

HDD 500GB 1TB（500GB×3 RAID5）

選択可能 OS・インストールされるソフトウェアバージョンについて

【 RedHat EnterpriseLinux 5 】 【 CentOS 5.3 】

Apache 2.2.3 Apache 2.2.3

php 5.1.6 php 5.1.6

MySQL 5.0.45 MySQL 5.0.45

PostgreSQL 8.1.11 PostgreSQL 8.1.11

perl v5.8.8 perl v5.8.8

※ Windows server 2008（SQL server 2008）は E-server Advance EX のみご利用いただけます。（有料）

※ RedHat EnterpriseLinux のアップデート（up2date）には別途セキュリティアップデートサービスのご契約が必要です。

※ E-server Advance / Advance EX 機器につきましては、お客様所有となり、解約後お客様まで送付いたします。

サーバ機器・スペック



サーバ管理者（UNIX 経験者）の雇用や高価なサーバ機器を社内に設置する等、

サーバの運用に悩まされることはございません。

一般の企業様がこの価格で UNIX 経験者を常駐させ、機器の老朽化にも対応するのは

無理といっても過言ではないでしょう。

お支払い金額について

お申込みプラン 初期＋機器費用 月額費用

E-server Advance 178,290 円 毎月 16,800 円～

E-server Advance EX 399,000 円 安心の RAID 仕様 毎月 33,600 円～

＜E-server Advance EX RAID について＞

通常 1 台で運用するハードディスクドライブ(HDD) を 3 台設置し、

3 台の HDD にデータを分散して書き込むことにより、耐可用性を高めた構成です。

※ RAID レベルは、RAID5 となります。

初期費用・月額費用



E-server Advance / Advance EX では、サーバを複数台利用し、

セキュリティや可用性をより高めたサーバ運用が簡単に行うことができます。

＜個人情報データ等を安全に管理＞

■DMZ 構成

インターネットから直接アクセスできないセキュアな環境に DB サーバを設置します。

大事な個人情報データを取り扱う事業者様や、

Web＋DB サーバの 1 台構成ではサーバ負荷が大きい場合にお勧めする運用形態です。

設定費用：31,500 円

月額費用：サーバご利用料金のみ

大事なデータを安全管理 DMZ 構成



＜継続的な Web サービスを実現したい＞

■ロードバランサ構成

大規模な Web サイトに集中する Web リクエストを複数台のサーバに効率良く振り分けます。

Web サーバの障害時には対象機器へのバランシングを自動的に中止しますので、

他のサーバが Web サービスを継続し可用性を高めた運用が行えます。

初期費用：10,500 円

月額費用：21,000 円

メール及び DB サーバへの負荷分散はサービスメニューに含まれておりません。

別途、ご契約サーバの初期費用及び月額費用がかかります。

＜ご利用について＞

セキュリティや可用性を高めた運用や負荷分散対策等、サーバ運用のことならプロックスにお任せください。

上記構成をベースに拡張したプランも承っております。

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に、お問合せください。

IXENT インフォメーション

Mail：info@ixent.ne.jp TEL：03-5812-3241

大規模サイトを負荷分散 ロードバランサ構成



＜セキュリティアップデートサービス 月額 3,150 円＞

日々更新されるセキュリティ対策をお客様に代わり弊社技術スタッフが代行いたします。

アップデートの対象は下記となりますので、

E-server サービスと併せましてご検討ください。

[ OS セキュリティアップデート ]

[ 各種バグフィックス ]

[ コントロール Webmin / Usermin のアップデート ]

[ 弊社提供ツールの更新 ]

＜リモートバックアップサービス 月額 3,150 円 / 5GB 毎＞

1 日 1 回 早朝 5 時に弊社バックアップサーバよりお客様サーバへ

アクセスし、データを取得、保存いたします。

例えば午後 3 時などに誤ってデータを削除された際には、

バックアップサーバより、午前 5 時までのデータは保管されておりますので、

バックアップデータの参照やリストア が随時可能となります。

データのリストアは、専用のコントロールパネルより、簡単に操作していただけます。

E-server Advance / Advance EX オプションサービス（ セキュリティアップデート・リモートバックアップ ）



＜メモリアップオプション＞

E-server Advance / Advance EX サービスでご利用のサーバメモリをスペックアップします。

E-server Advance 初期費用：31,500 円 2GB 追加（標準 2GB、最大 8GB）

E-server Advance EX 初期費用：31,500 円 2GB 追加（標準 4GB、最大 16GB）

月額費用：変更なし

※ サーバお申し込み時に、メモリアップを併せてご依頼いただいた場合の費用になります。

※ メモリ価格の変動によりオプション費用が変更になる場合がございます。

＜追加 IP アドレス 月額 3,150 円 / 1 IP 毎＞

グローバル IP アドレスを追加いただけます。

IP アドレスを追加することにより、1 台のサーバにて複数の SSL サイトの運用などが可能です。

＜その他オプションサービス＞

サーバ運用をお手伝いする各種オプションサービスは下記 URL をご参照ください。

● 各種ドメインサービス

http://www.prox.ne.jp/services/drs/

● おまかせ SSL サービス

http://www.prox.ne.jp/services/ssl/

● 電子決済サービス

http://www.prox.ne.jp/services/e-settlement/

E-server Advance / Advance EX オプションサービス（ メモリアップオプション・追加 IP アドレス ）



E-server メールフィルタは、ウィルスメール対策に信頼性の高い McAfee 社、

スパムメール対策にグローバルスタンダードな CLOUDMARK 社のエンジンを採用した ASP サービスで、

迷惑メールを専用機器にて処理・隔離し、クリーンなメールのみをレンタルサーバの契約者に配信するため、

日々増加する迷惑メールの確認、削除作業等の企業負担を大幅に軽減します。

また、DHA 攻撃(Directory Harvest Attack：無差別メール送信によるアドレス収集)や、

DDoS 攻撃 (Distributed Denial of Service) を防ぐ機能を加え、メールアドレスの漏洩を防止し、

サーバへの攻撃を事前に防ぐことで、メールセキュリティの向上を図ります。

従来の迷惑メール対策はレンタルサーバ契約者が利用するサーバ内で行われ、

大量の迷惑メールの受信や DHA 攻撃等により、サーバが高負荷となる場合がありましたが、

専用機器で迷惑メールを処理する ASP サービスを採用することにより、

クリーンなメールのみを契約者が利用するサーバに配信することが可能となりました。

迷惑メール対策とメールセキュリティ対策はこれで安心！

サーバ負荷の大幅な軽減により、サーバ本来の高いパフォーマンスを是非ご活用ください。

■サービス機能

・スパム対策・ウィルス対策

・DHA 対策・DDoS 対策

・スパム保存メールボックス（100MB）

・メール転送（４件。うち１件は時間指定あり）

E-server メールフィルタ概要



2009 年 4 月 1 日よりお客様より要望の大きかった少ない ID でのご利用を考慮し、5ID パックを新設。

月額 2,100 円からのご利用を可能といたしました。

・初期費用：1 ドメイン 10,500 円（同時申込で、何ドメインでも初期費用 10,500 円）

・月額費用

品名 価格（税込） 1 ユーザあたり

5ID パック 2,100 円 420 円

25ID パック 10,500 円 420 円

50ID パック 21,000 円 420 円

100ID パック 39,900 円 399 円

200ID パック 73,500 円 367.5 円

500ID パック 168,000 円 336 円

1000ID パック 315,000 円 315 円

● 簡単導入

E-server メールフィルタは、簡単に導入できます。

お客様の DNS のメール受信サーバのアドレスを E-server メールフィルタに変更し、

利用するアカウントを登録するだけで導入が可能です。

メールソフトの変更は一切必要ありませんので、サーバ設定（DNS・MX レコード）の変更のみで導入が可能です。

※ 正常にメールサーバが動作している事が前提となります。ドメインの移管・開通を予めお願いいたします。

E-server メールフィルタ価格


