
PROX専用サーバ
新プラン「ライト」
及び「Proシリーズ」
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内容について
弊社（PROX SYSTEM DESIGN INC.）は、専用サーバのラインナップにリーズナブルな「ライトプラン」を新設、
専用のバックアップオプションも完備しており、最小構成から複数台構成、冗長化構成など充実したライン
ナップが揃いました。
また、2つの新規オプションサービス(サーバ監視＆マネージドサービス)の追加、そのオプションにセキュリティ
アップデートサービスを加えたオプションパッケージ「セキュアドパック」をサーバプランに組み込んだ、手間が
掛からず最低限の安全確保を可能とした「Pro」シリーズを提供開始いたしました。

なぜ専用サーバであるべきか？という部分も簡単にまとめたものとなりますので、ご導入の検討、及び社内稟議
クライアント様へのご提案など、ひとつの情報源としてご活用ください。
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■新プラン「ライトプラン」ついて、専用バックアップサービスなど

■新パッケージサービス「Pro」シリーズについて

■新プラン「ライトプラン」の活用方法など

■新オプションサービス「アドバンストサポート」「サーバ監視・再起動サービス」について

■「ライトプラン」電話技術サポート開始！
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「専用サーバ」のメリット

●リソースの専有

CPU

メモリ

ディスク容量

CPU

メモリ

ディスク容量

コ
コ
だ
け

共有などのサービスでは
最大でもサーバリソースの

一部しか利用できない

専用サーバは、搭載されて
いる全てのリソースを余すことなく

専有可能！

共有型サービス 専用型サービス

専用サーバは、他の共有型やクラウドサービスと
比較して高額なイメージがありますが、数千円レベ
ルから始められるものもあり、価格以上のメリットも
ございます。
セキュリティの面から見ても、大切な情報がどこに
保管されているかなど、リスク管理としても専用サー
バは明確な分、地方自治体などからの要請が多い
事も事実です。
是非とも専用サーバサービスをご検討ください！

全
て
専
有
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●サーバ情報(データ)の取り扱い ●トラフィック量の増減に左右されない

＜サーバ内に保管＞
データセンタ情報も公開

大切なデータはどこに
保管されているのか…
国内…？海外…？

専用サーバ

専用サーバ

クラウドなど

専用サーバ有名なサービスでは、トラフィック量が従量課金
となっているものがあり、転送量に応じて料金が
変わる為、月額の料金が一定化せず予算取りが
厳しい…
一方、専用サーバでは料金が一定となり予算取り
がしやすい！

トラフィック量

一部しか利用できない

※殆どの自治体では専用サーバである事が運用条件となっております。

トラフィック量
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PROX専用サーバ「ライトプラン」とは？

現行のベーシックプラン

ライトプランNew!

ライトプランとは、今までのベーシックプラン(ブレード型、仮想型)より進化した「専用型」のプランとなります。
性能も現行のベーシックと比較して約5倍UP、オプションサービスについても一部を除いて対応可能となります。
更に、出来る限り複数台での運用が可能となりました。

320.9 1730.1

System Benchmarks
Index Score

System Benchmarks
Index Score

・ベンチマーク実測値（現行ベーシックプランと
新しいライトプランとの比較）において

性能が
なんと

約5倍もUP！

3

PROX専用サーバ PROX専用サーバ

ベーシックプランがライトプランにパワーアップ！

320.9 1730.1

ベーシック ライト

サービス形式 仮想型 専用型

メモリ 2G 4G

記憶媒体（容量GB） HDD（320） SSD（120）

初期費用（税抜） 30,000円 20,000円

月額費用（税抜） 5,715円 5,500円
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「ライトプラン」専用バックアップ(オプション)サービス
ライトプランでは、SSDでの快適な運用が可能となりますが、更に安心の精度を上げるべく、オプションサービス
にて「ライトプラン専用」のとてもリーズナブルなバックアップサービスをご用意しております。
初期費用のみで月額でのランニングコストには影響無く、ディレクトリ単位での取得が可能となります。

＜ライトプラン専用バックアップオプション詳細＞

●取得対象ディレクトリ（標準）
・ /etc
・ /home
・ /usr/local
・ /var
・その他お客様にて指定可能！

＜ライトプラン専用バックアップオプションｻｰﾋﾞｽ＞

BACKUP
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ディレクトリ単位 ●データ取得間隔
・第1世代 毎日午前５時

内容：rsync形式でディスク領域へ保存

・第2世代 毎週水曜日 午前４時
内容：保存したデータをtar形式で圧縮

※リストアのタイミングは、当日の午前５時のデータもしくは

前水曜日に圧縮したデータのいずれかになります。

項目 初期費用 月額費用 容量
バックアップ

方法
リストア方法

（通常）
リストア方法

（作業代行）※

ライトプラン専用
バックアップ

10,000円 0円 120GB ディレクトリ単位 お客様にて 5,000円/作業

※「Proシリーズ」にて運用されているお客様は無償にて対応いたします。

価格は全て税抜となります。

お客様サーバ
お客様専用バック
アップシステム
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「ライトプラン」の活用事例1

●より安心型

ファイアウォール

●安心型
INTERNET INTERNET

1台＋ファイアウォール
（オプション）を追加しま
す。

・DNS
・Web
・Mail
・DB

まとめて安全に運用！

セキュリティー
アップデート
オプション

1台のみの利用です。

・DNS
・Web
・Mail
・DB

まとめてスッキリ運用！

セキュリティー
アップデート
オプション

高性能で、且つ安定性の高いライトプランを更に有効活用した複数台構成の活用事例となります。
1台よりも安心で安定感のある構成を参考にしてください。

価格は全て税抜となります。
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サーバに加え、セキュリティーのアップデートオプションが付属する
サービスとなり、OSを含むディストリビューションの安全性を保ちます。

項目 内容

タイプ 安心型

構成
・サーバ

・セキュリティアップデート

初期費用※ 20,000円

月額費用 9,119円

サーバに加え、セキュリティーのアップデートとファイアウォールのオプションが
付き、セキュリティーの対策が更に強固になる構成となります。

項目 内容

タイプ より安心型

構成
・サーバ

・ファイアウォール
・セキュリティアップデート

初期費用※ 30,000円

月額費用 14,119円

※初期費用には別途2ヶ月分の利用料が加算されます。
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価格は全て税抜となります。

「ライトプラン」の活用事例2

●より安定型

ファイアウォール

INTERNET

A B

※アンチウィルス・アンチスパムサービスを
ご利用の場合は、こちらを推奨いたします。

ファイアウォール＋2台で
利用します。

Aサーバにて
・Web
・DB

Bサーバにて
・DNS
・Mail

セキュリティー
アップデート
オプション

●より安心＋より安定型

ファイアウォール

INTERNET
ファイアウォール＋3台で
利用します。

Aサーバにて
・Web

Bサーバにて
・DNS
・Mail

Cサーバにて

セキュリティー
アップデート
オプション

高性能で、且つ安定性の高いライトプランを更に有効活用した複数台構成の活用事例となります。
1台よりも安心で安定感のある構成を参考にしてください。
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A B
分けてより安心に運用！

・DB

分けてより堅実に運用！

A B C

サーバを2台（Web,BD ＋ DNS,Mail）に分け、万一Webサーバ側で発生した
トラブルに影響されることなくメールの運用が可能となります。更にファイア
ウォールとセキュリティアップデートオプションを加える事で、安全性も確保
出来る構成となります。

項目 内容

タイプ より安定型

構成
・サーバ 2台

・ファイアウォール
・セキュリティアップデート

初期費用※ 50,000円

月額費用 23,238円

サーバを3台（Web＋ DNS,Mail ＋ DB）に分け、メールとDBのそれぞれ
安定化させます。更にファイアウォールとセキュリティアップデートオプション
を加える事で、安全性も安定性も確保出来る構成となります。

項目 内容

タイプ より安心＋より安定型

構成
・サーバ 3台

・ファイアウォール
・セキュリティアップデート

初期費用※ 70,000円

月額費用 28,238円

※初期費用には別途2ヶ月分の利用料が加算されます。
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サーバ運用にあたり…
サーバを運用されるにあたりまして、必要最低限のセキュリティを担保するにはどういった対策を講じるべきか
万一の対応はどのようなかたちになるのか、また設定方法は簡単なのかなど、サーバ運用にあたり不安要素や
不明確な部分が多々存在するかと思います。
そんな担当者様や管理者様の為に、安心をパッケージした「Proシリーズ」を開始いたしました。

最低限必要なサーバ
へのセキュリティ対策
はどうしたら良いか…

サーバが落ちた
時の対策や対応
スキムはどうしたら

運用担当者が抱える不安材料として…
そんなお客様に適した「パッケージプラン」が
あります。思い切ってPROXに任せてみては？

・OSベンダーから提供されるセキュリティ
ホールへのパッチ当て、アップデート

・PING監視、サービス監視、ダウン時の

[テクニカルサポート]
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はどうしたら良いか… 良いだろう…

窓口業務は良いけど、
実際の設定や作業関

係は出来るだけ
お任せしたい…

どうせなら

・PING監視、サービス監視、ダウン時の
再起動、原因調査など

・メール関係、Web関係の設定からソフト
ウェアのインストール、アップデートなど
ちょっとした設定や修正など

面倒な設定作業
は全てPROXに
お任せください。
お電話1本で

対応させていただ
きます。意外と頼り

になりますよー
などなど…
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パッケージプラン「Proシリーズ」とは？
PROX専用サーバの「Proシリーズ」とは、既存のレンタルサーバのプランに、オプションサービスとなる
①アドバンストサポート、②サーバ監視再起動サービス、③セキュリティアップデートサービスをパッケージ化した
「セキュアドパック」をセットにしたマネージド型専用サーバとなります。

初期設定も当然のことながら、ソフトウェアの個別インストール作業、バーチャル(追加)ドメインのサーバ設定、
メールアカウントの作成や転送設定作業を、お客様に代わり弊社が作業いたします。

更に、お客様サーバを24時間365日監視しサービスがダウンした際には再起動を行う監視サービス、都度更新
されるディストリビューターのパッチ当てなどが含まれており、より安全でより手軽にサーバ運用が可能となります。

PROX専用サーバ 「Proシリーズ」
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＋ ＋＋

サーバプラン

プレミアム

スタンダード

ライト
New!

アドバンスト
サポート

サーバ監視
再起動
サービス

セキュリティ
アップデート
サービス

3つのオプションサービスをパッケージ化しました！

「セキュアドパック」

① ② ③

PROX専用サーバ 「Proシリーズ」
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パッケージプラン「Proシリーズ」の価格（比較）

プレミアム
Pro プレミアム

スタンダード
Pro スタンダード

New!

New!

New!
New!

Proシリーズにすると楽チンな
上に、通常のオプション価格

よりも月々5,000円以上
お得になるんだね！

パッケージプラン「Proシリーズ」と通常プランの価格比較表です。Proシリーズの有無に関係なく初期費用は
同額となりますが、月次での運用負荷は格段に差が出ます。サーバの管理はPROXに、ご担当者様はご自身
の業務に集中出来ます。是非、手離し運用をご検討ください！
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Pro スタンダード
ライト
Pro ライト

PROX専用サーバ ラインナップ！

価格は全て税抜となります。

ライト
ライト
Pro

スタンダード
スタンダード

Pro
プレミアム

プレミアム
Pro

月額料金 5,500円 10,000円 9,334円 14,800円 26,667円 32,000円

初期費用 20,000円 150,000円 320,000円

※セキュリティアップデート 3,619円＋サーバ監視・再起動サービス 2,000円＋アドバンストサポート 5,000円 ＝ 通常価格 10,619円
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アドバンストサポート （通常：月額5,000円/1台）

専用サーバでは環境を自由に変更できる反面、様々な作業をお客様自身で設定を行う必要があります。
「アドバンストサポート」は、ソフトウェアのインストールやバーチャルドメインの設定など、サーバーに対して行う
作業を弊社にて代行するサービスです。
月額固定料金となりますので、予算の確保等が容易になり、担当者様の負荷を軽減いたします。
忙しいお客様（担当者様）に代わってPROXが作業いたしますので、お客様本来のお仕事に集中でき、確実
且つ効率よく運用可能となります。

SSH ?
Webmin ?

ユーザー？
アカウント？

インストール？

忙しいお客様の味方！
アドバンストサポート！

サーバーの作業は
「プロ」に任せて
とても楽チン！

ご依頼通り
・メール設定

PROXにおまかせください！
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以下のケースでは依頼をお受けすることができない場合がございます。
・インストール途中など、構築途中からの引継ぎ・qmailやnginxなど標準ソフト以外の設定
・自動実行できない定例作業（レポートの作成や、人手を必要とする定期リブート、アップデートなど）
・ソフトウェアのカスタマイズやソフトウェア開発・ライセンスが必要なソフトウェアの代理購入

インストール？
アップデート？

転送？
修正？

サーバーの設定作業は
PROXに全て丸投げ！

とても楽チン！
これで本来の業務に

集中できるよ！

その結果…

ご依頼通り
やっておきました！

・メール設定
・ソフトウェアの
インストール、アップ
デートなど

・サーバ各種設定
・ドメイン追加
・設定に関しての
ご相談など

・トラブル時の原因
調査など

結構対応可能です！
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アドバンストサポート詳細（Proシリーズ含）
作業代行項目 料金（税込）

アドバンスサポート
Proシリーズ

◆ユーザ設定

Adminパスワード再設定 5,400

無料

Rootパスワード再設定 5,400

Adomin・rootパスワード再設定 10,800

ユーザ作成 5,400

ユーザ作成＋マッピング 10,800

任意ユーザのパスワード設定 10,800

◆Apache関連

ログの切り分け設定 5,400

サーバエイリアスの追加 5,400

作業代行項目 料金（税込）
アドバンスサポート

Proシリーズ

ドメインの追加 5,400

無料
メーリングリストの作成 10,800

◆その他

マスタードメインの変更 32,400

マスタードメインの変更※ 16,200

バーチャルドメインの追加 10,800

Perlモジュールインストール 10,800

PHPアップデート 21,600

MySQLアップグレード 32,400

MySQLアップグレード※ 16,200

11

無料

サーバエイリアスの追加 5,400

バーチャルホストの追加 10,800

Httpd.confの編集 10,800

アクセス解析（Webalizer）の追加 10,800

CSRキーの作成 5,400

サーバ証明書の設置 10,800

◆DNS関連

正引きゾーンの追加 5,400

無料レコードの追加・修正 5,400

正引きゾーンの削除 5,400

◆メール関連

メール転送設定（エイリアス） 5,400

無料
POP before SMTPの導入 16,200

無料

MySQLアップグレード※ 16,200

Apacheアップグレード 32,400

PostgreSQLアップグレード 32,400

PostgreSQLアップグレード※ 16,200

その他ソフトウェアアップグレード 10,800～

CMSインストール 16,200

その他ソフトウェアインストール 10,800～

OS再インストール（初期化） 10,800

プレゼントドメインのバーチャル設定 無料

※項目が同じでも作業内容が異なりますので詳しくはホームページをご確認ください。

上記作業代行が全て無料範囲となります！
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サーバー監視・再起動サービス （通常：月額2,000円/１台）

弊社監視サーバよりWeb・DNS・Mailの各サービスとPING監視を行い、サービスの停止時が
確認された際は、サービスの再起動を、サービスの再起動での復旧ができない場合は
サーバのリブートを行うサービスです。
24時間365日の対応となりますので、運用担当者の負荷を軽減いたします。

項目 内容

監視対象 ・HTTP（1URL)※

・DNS
・SMTP
・PING

12

・PING

リブート方式 障害発生対象サービスのリブート後、
復旧が確認できない場合、サーバ再起動

復旧完了時の報告 ご指定の連絡先メールアドレスへ作業報告

復旧不可時の対応 ご指定の緊急連絡先（電話もしくはメール）へ連絡

・※バーチャルドメインが多数あっても、１つのapacheで動作していれば1URLのみの監視で問題ございません。
・監視対象以外のサービスは対応できません。また、お客様にお渡しした環境とは違うサービスがインストールされている場合、サービスの再起動ができず、
サーバ再起動となる場合もございます。

・攻撃による短期間での複数障害の場合、お客様への連絡の上、監視を停止する場合があります。
・弊社にてマシンスペックの不足によるサーバ停止と判断した場合、監視サービスを解除する場合があります。
・「データベース」はローカルネットワーク内に設置されている為リモートより監視する事が難しく、対応しておりません
・個別の手順書等が必要なサービスの再起動は対応しておりませんが、設定作業を追加する事により対応可能なものもございますので別途お問合せください。
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セキュリティアップデートサービス
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、PROX専用サーバ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 のアップデート ]

[ 弊社提供ツールの更新 ]

Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｌｉｎｕｘ 6/7 ：初期費用 3,619 円 （サーバご契約時同時申込みで無料） 月額 3,619 円

CentOS 6/7 ：初期費用 3,619 円 (サーバご契約時同時申込みで無料） 月額 3,619 円
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RedHat Enterprise Linux 6/7 ：初期費用 お問い合わせください 月額 0 円(ゲストの場合は5,000円)

テクニカル電話サポート
PROX専用サーバでは、プレミアムプラン、スタンダードプラン、ライトプランにおいてお電話による
技術サポートを行っております。
専用の番号となりますので、直接技術者とお話しいただき、様々な疑問点などお気軽にご質問
いただけます。
もちろんメールでの対応も可能ですが、どう質問して良いか分からない時など、サッとお電話で
ご質問いただくと誤解もなく早期に解決に結びつきます。

お電話対応時間：弊社営業日、営業時間内（09:30～17：30まで）



PROX SYSTEM DESIGN, Inc.

充実した取得サービス
サーバ運用をお手伝いする取得サービスは下記URLをご参照ださい。

■各種（JPドメイン、海外ドメインなど）ドメイン取得サービス

・「CO.JP」「.JP」「.TOKYO」「.COM」「.NET」「.ORG」「.INFO」「.BIZ」など

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

■おまかせ（ SSL証明書の取得から設置まで）SSLサービス

・「シマンテック」「サイバートラスト」「グローバルサイン」「CSP」「コモド」など

http://www.prox.ne.jp/drs/ssl/
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どんな些細な事でもお気軽にご相談下さい！
専用サーバだからこそ可能なプランをご用意しておりますので

ご不明な点・複数台構成案件等ございましたら大小問わず何なりと

ご相談下さい。

お客様に最適なプラン・構成をご提案させていただきます。

弊社にて出来ることがございましたら、全力でサポートさせていただきます！

お電話 ：03-5812-3241

メール ： info@prox.ne.jp


