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さくらインターネット株式会社 
 

 

最大 20 台までの複数台構成に対応する 

新サービス「専用サーバ Platform」 

提供開始のお知らせ 

 

 

さくらインターネット株式会社（大阪市中央区、代表取締役社長：笹田亮 Tel：06-6265-4830）

は、手軽さと拡張性を兼ね備えた専用サーバ系新サービス「専用サーバ Platform」を 2006 年

12 月 20 日より申込受付を開始し、2007 年 1 月 10 日より提供開始いたします。 

この新サービスの追加は、「専用サーバ」サービスラインアップの充実を図り、お客様がホステ

ィングサービスに求めるサービス品質や要件に応じたサービスの選択を可能とし、現在の IT 環

境の大きな変化の中で多様化するビジネスニーズにお応えするものです。 

 

 
● サービスの概要 
「専用サーバ Platform」は、サーバ 1 台を専有して利用できる「専用サーバ」の手軽さはその

ままに、最大 20 台までのサーバ・ネットワーク機器を利用可能な、拡張性の高い専用サーバ系

サービスです。 
機器はすべてレンタル提供、そして「ハウジング」のようにデータセンターに入局する必要もな

いため、日本全国どこからでも 102Gbps を誇る弊社の大容量・高速バックボーンをご利用いた

だくことができます。 
トラフィックの大きなインターネットサービスの運営や、一般企業の社内システムのアウトソー

スまで、お客様のニーズに応じたシステム構成が可能です。 
 
 
● サービスの特長 
～「専用サーバ」の手軽さと「ハウジング」の拡張性を実現～ 
ハードウェア管理をすべて事業者側にお任せできる「専用サーバ」の手軽さはそのままに、最大

20 台までのサーバ・ネットワーク機器を利用できる「ハウジング」並の拡張性を兼ね備えてい

ます。 
お客様のご利用目的や規模に合わせて、「基本プラン」(利用可能機器台数に応じて 3 種類)、「サ

ーバ・ネットワーク機器レンタルプラン」、および「運用・保守サービス」をご選択いただき、

自由に組み合わせてご利用いただくことが可能です。 
 



～お客様のニーズに応じたシステム構成が可能～ 
サーバだけではなく、ファイアウォールや IDS といったセキュリティ機器や、負荷分散と冗長

性を提供するロードバランサーなど、これまでの「専用サーバ」では利用できなかったネットワ

ーク機器をご利用いただくことができます。 
そのため、「会員制の EC サイトを運営したい」「大規模なインターネットサービスを運営したい」

といった、それぞれのお客様のニーズに応じたシステム構成を実現することが可能となります。 
 
※「専用サーバ Platform」のサービス内容の詳細につきましては、以下ウェブサイトをご覧く

ださい。 
〈専用サーバ Platform について〉 
URL：http://www.sakura.ad.jp/services/dedicated/platform/ 
〈別紙〉 
「専用サーバ Platform」サービス価格表 
 

 

■この報道資料の問い合わせ先 

さくらインターネット株式会社 企画部 河津 

TEL：０３－５３３９－９６５３ FAX：０３－５３３９－９６５４ 

E-mail：kawazu@sakura.ad.jp  URL：http://www.sakura.ad.jp/  
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 『専用サーバ Platform』 サービス価格表

● 「基本プラン」

プラン名称
料金

初期費用 月額料金

プランS
（税抜） \150,000 （税抜） \100,000 ・サーバまたはネットワーク機器を最大5台まで利用可能
（税込） \157,500 （税込） \105,000

プランM
（税抜） \200,000 （税抜） \150,000 ・サーバまたはネットワーク機器を最大10台まで利用可能
（税込） \210,000 （税込） \157,500

プランL
（税抜） \300,000 （税抜） \250,000 ・サーバまたはネットワーク機器を最大20台まで利用可能
（税込） \315,000 （税込） \262,500

※上記全プラン共に、「10M占有回線」が標準提供となります。

「基本プラン」 ― オプション

オプション名称
料金

初期費用 月額料金

回線アップグレード
（税抜） \100,000 （税抜） \100,000 ・10M占有回線から100M占有回線へアップグレード
（税込） \105,000 （税込） \105,000

●「サーバレンタルプラン」 

モデル名称
サーバスペック 料金

CPU
メモリ HDD

初期費用 月額料金
標準 最大 標準 増設

NEC Express5800 i110Ra-1h
Pentium M 740 512MB 512MB ×1 増設可 80GB （RAID1） 不可 （税抜） 無料 （税抜） \7,500

（税込） 無料 （税込） \7,875

IBM eServer xSeries 306m
Pentium 4 3.0Ghz 1GB 512MB ×2 のみ増設 160GB （RAID1） 不可 （税抜） 無料 （税抜） \13,000

（税込） 無料 （税込） \13,650

NEC Express5800 120GR-1c Xeon 2.8Ghz Dual 2GB 512MB ×4 のみ増設 250GB （RAID1） 不可 （税抜） 無料 （税抜） \25,000
 （税込） 無料 （税込） \26,250

「サーバレンタルプラン」 ― ハードウェアメモリ増設オプション

オプション内容
利用可能機器 料金

NEC Express5800 IBM eServer xSeries NEC Expresss5800 初期費用 月額料金
i110 Ra-1h 306m 120GR-1c

512MB ×1 ○
 （税抜） 無料 （税抜） \1,500

（税込） 無料 （税込） \1,575

512MB ×2 （1GB) ○
（税抜） 無料 （税抜） \3,000
（税込） 無料 （税込） \3,150

512MB ×4 (2GB) ○ （税抜） 無料 （税抜） \6,000
（税込） 無料 （税込） \6,300

●「OSプラン」 

プラン名
料金

初期費用 月額料金

Cent OS 4.4
（税抜） 無料 （税抜） 無料
（税込） 無料 （税込） 無料

Red Hat Enterprise Linux ES4
（税抜） 無料 （税抜） \2,500
（税込） 無料 （税込） \2,625

Windows Server 2003 R2  ※1 （税抜） 無料 （税抜） \3,000
（税込） 無料 （税込） \3,150

※1 プロセッサ単位でのライセンス提供となるため、DUAL CPUとなるNEC Express5800 120GR-1cモデルをご利用される場合には、
     サーバ機器1台あたり \6,000/月(税込\6,300)となります



●「ネットワーク機器レンタルプラン」 

プラン名称 モデル名称
料金

初期費用 月額料金

ファイアウォール （専用タイプ）
Netscreen-25 （税抜） \50,000 （税抜） \50,000

（税込） \52,500 （税込） \52,500

ファイアウォール＋IDS/ADS （専用タイプ） VarioSecure VSR2000 （税抜） \150,000 （税抜） \150,000
（税込） \157,500 （税込） \157,500

ファイアウォール＋IDS/ADS+ロードバランサー（L4) VarioSecure VSR2000 （税抜） \250,000 （税抜） \250,000
（ イプ） （税込）専用タ \262,500 （税込） \262,500

ロードバランサー （L4対応・専用タイプ） Coyote Equalizer E250si （税抜） \50,000 （税抜） \50,000
（税込） \52,500 （税込） \52,500

ロードバランサー （L4～L7対応・専用タイプ） Coyote Equalizer E350si （税抜） \100,000 （税抜） \100,000
（税込） \105,000 （税込） \105,000

ストレージサーバ （NAS・専用タイプ） NEC iStorage NS250 （税抜） \50,000 （税抜） \50,000
（税込） \52,500 （税込） \52,500

●「運用・保守サービスプラン」 

「運用・保守サービスプラン」 ― 無料サービス

プラン名称
料金

初期費用 月額料金

サーバリブート
（税抜） 無料 （税抜） 無料
（税込） 無料 （税込） 無料

トラフィックレポート （税抜） 無料 （税抜） 無料
（税込） 無料 （税込） 無料

「運用・保守サービスプラン」 ― 有料サービス

プラン名称
料金

初期費用 月額料金

管理サーバパッケージ 
（税抜） \50,000 （税抜） \50,000
（税込） \52,500 （税込） \52,500

リモートKVM （プランS用） 
（税抜） \50,000 （税抜） \30,000
（税込） \52,500 （税込） \31,500

リモートKVM （プランM用） 
（税抜） \100,000 （税抜） \50,000
（税込） \105,000 （税込） \52,500

リモートKVM （プランL用） 
（税抜） \150,000 （税抜） \100,000
（税込） \157,500 （税込） \105,000

カスタム保守サービス
（税抜） 諸価格 （税抜） 無料
（税込） 諸価格 （税込） 無料

ファイアウォール設定変更
（税抜） \5,000 （税抜） \0
（税込） \5,250 （税込） \0

※こちらの価格表及び機器スペックはプレスリリース時点のものです。
   サービス提供開始時点で内容が変わる可能性がございます。予めご了承ください。

※価格表記載の社名、及び製品名は各社の商標または登録商標です。
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