
スマートコネクト マネージドサーバ サービス 料金表 

1/10 

ｐ１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートコネクト マネージドサーバ 

サービス 料金表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.1版 

 

 

2019年7月11日 

 

 

 

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 

 



スマートコネクト マネージドサーバ サービス 料金表 

2/10 

 1  基本サービス 

 2018年12月21日をもって、全てのプランの新規販売を終了しております。 

1-1 基本サービス 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

 

仮想専用タイプ 物理専用タイプ 

プランA プランB プランC プランD プランE 
物理専用プラン 

（SAS） 

物理専用プラン 

（SSD） 

初期料金 

（税別） 
15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 89,000円 99,000円 

月額料金 

（税別） 
19,000円 27,000円 43,000円 59,000円 75,000円 35,000円 43,000円 

最低利用期間 なし 6カ月 

* 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求させ

ていただきます。 

* 基本サービスは、お試し期間をご利用いただける場合があります。 

【お試し期間の適用について】 

・お試し期間は、お客さまの本サービス利用における1台目のサーバにのみ適用となります。 

複数台同時にお申し込みいただいた場合は、お試し期間を適用するサーバをご選択下さい。 

・お試し期間を適用可能なプランは、プランA,プランB,プランC,プランD,プランEに限ります。 

【サーバのご利用料金/最低利用期間】 

・お試し期間期限は、ご利用開始日を1日目とした場合、14日目となります。 

・お試し期間期限の当社指定の時間までに解約のお申し込みがない場合、 

初期料金、月額料金の課金が開始されます。 

      －初期料金は、お試し期間期限の翌日に課金いたします。 

      －月額料金は、お試し期間期限の翌日から日割精算で課金いたします。 

・お試し期間中にプラン変更を行った場合には、お試し期間は終了となり、 

プラン変更後の初期料金、月額料金の課金が開始されます。 

      －初期料金は、プラン変更日に課金いたします。 

      －月額料金は、プラン変更日から日割精算で課金いたします。 

・最低利用期間は、お試し期間期限の翌日から開始されます。 

【有料オプションのご利用料金/最低利用期間について】 

・有料オプションのご契約は、サーバのご契約とは別となります。 

・有料オプションのご利用料金は、サーバがお試し期間中でも発生します。 
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1-2 基本サービス（5周年記念） 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

 

仮想専用タイプ 

プランA 

（5周年記念） 

プランB 

（5周年記念） 

プランC 

（5周年記念） 

プランD 

（5周年記念） 

プランE 

（5周年記念） 

初期料金 

（税別） 
0円 0円 0円 0円 0円 

月額料金 

（税別） 
7,500円 10,700円 19,400円 25,700円 32,000円 

最低利用期間 なし 

* 新規のお客さま（本商材販売開始～販売終了までに払い出されたお客さま番号）のみを対象とした数量限定販売商材です。

* 既存のお客さま（本商材販売開始前に払い出されたお客さま番号）はお申し込みいただけません。 

* 基本サービス（5周年記念）は、お試し期間をご利用いただける場合があります。 

条件等は、「1-1 基本サービス」と同一です。 
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2 オプションサービス 

2018年12月21日をもって、オプションサービスの新規販売を終了しております。（一部のオプションサービスを除く） 

2-1 サーバ拡張オプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 最低利用期間 

プラン変更 *4*7 - 
変更後のプランの 

月額料金 *1 
1 サーバ なし 

ディスク容量拡張 

（平日昼間帯） *2*3*4*7 
5,000円（1サーバ・1回） 4,000円 100GB なし 

ディスク容量拡張 

（平日夜間帯） *2*3*4*7 
個別見積（1サーバ・1回） 4,000円 *6 100GB なし 

グローバル IP アドレス追加*5*7 - 500円 1 個 なし 

※ 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求さ

せていただきます。 

*1 プラン変更は、「プラン変更完了通知」を送信する前日までは、変更前の月額料金を日割精算で、「プラン変更完了通知」

を送信した日からは変更後の月額料金を日割精算で、請求させていただきます。 

*2 ディスク容量拡張の初期料金は、追加するディスク容量によらず、1回の設定作業に対して発生いたします。 

*3 ディスク容量拡張オプションは、オプション単体での解約はできません。オプションを契約しているサーバの解約と同時に、解約

されます。 

*4 物理専用プラン（SAS）、物理専用プラン（SSD）はお申し込みいただけません。 

*5 2019年7月10日以前にSSL証明書を設定（新規発行、初回のSSL対応）されている場合、IPベースでSSL証明書を

発行しているため必要となります。それ以外の用途ではご利用いただけません。また、単体でのお申し込みはできません。 

2019年7月11日移行にSSL証明書を設定（新規発行、初回のSSL対応）された場合には、SNIベースでSSL証明書

を発行しており、グローバルIPアドレス追加オプションは不要です。 

*6 ディスク容量拡張（平日夜間帯）にて追加したディスク容量分の月額料金は、「ディスク容量拡張（平日夜間帯）完了

通知」を送信した日（作業日の翌日）から日割精算で、請求させていただきます。 

*7 2018年12月21日以前に基本プランを契約中のお客様に限り、本オプションサービスをお申し込みいただけます。 

 

2-2 ドメイン関連オプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 
最低利用 

期間 

ドメイン名代行申請*1*3 

属性型 JP ドメイン名 10,000 円 - 1 ドメイン 

- 
gTLD/sTLD ドメイン名 6,000 円 - 1 ドメイン 

汎用 JP ドメイン名 7,000 円 - 1 ドメイン 

指定事業者・レジストラ変更*2*3 2,000 円 - 1 ドメイン 

ドメイン名維持管理*3 - 500円 1 ドメイン なし 

※ 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求さ

せていただきます。 

*1 当社にて新規にドメインを取得する場合にご利用いただけます。本オプションをお申し込みする場合、同時に「ドメイン名維持

管理」のお申し込みが必要です。 

*2 既にお持ちのドメインを当社にて維持管理する場合にご利用いただけます。本オプションをお申し込みする場合、同時に「ドメ

イン名維持管理」のお申し込みが必要です。 

*3 2018年12月21日以前に基本プランを契約中のお客様に限り、本オプションサービスをお申し込みいただけます。 
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2-3 SSL関連オプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 有効期限 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 

SSL 対応*1*4 - 8,000 円 - 1 サーバ・ライセンス 

グローバルサイン 

クイック認証 SSL*2*4 

1 年 34,800 円 - 1 ライセンス 

2 年 66,000 円 - 1 ライセンス 

セコムパスポート 

for Web SR2.0*2*3 

6 ヶ月 42,900 円 - 1 ライセンス 

1 年 55,000 円 - 1 ライセンス 

セコムパスポート 

for Web SR3.0*2*4 

6 ヶ月 42,900 円 - 1 ライセンス 

1 年 55,000 円 - 1 ライセンス 

2 年 104,500 円 - 1 ライセンス 

*1 1枚のSSL証明書を複数台でご利用する場合、サーバ毎に「SSL対応」のお申し込みが必要です。 

*2 1枚のSSL証明書を複数台でご利用する場合、2台目以降のサーバに対しては「SSL対応」のお申し込みが必要です 

（当社経由でご購入の場合、「SSL対応（ 1サーバ・ライセンス分）」が含まれています）。 

*3 現在新規販売を停止しています。ただし2015年11月30日以前に本オプションメニューを契約のお客さまは、引き続き 

ご利用いただけます。 

*4 2018年12月21日以前に基本プランを契約中のお客様に限り、本オプションサービスをお申し込みいただけます。 
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2-4 アプリケーションオプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 
初期料金 

（税別） 

月額料金 

（税別） 
単位 

最低利用

期間 

Active!mail*1*5 

 

10 アカウント - 0円 1 ドメイン なし 

30 アカウント - 900円 1 ドメイン なし 

サイボウズ®Office     

 ライセンス購入*2*7 
サイボウズ株式会社

にご確認下さい 
- 

1 ライセン

ス 
- 

 インストール作業*3＊5 10,000 円 - 1 ドメイン - 

 
バージョンアップ作業 

（平日昼間帯）*4*6 
50,000 円 - 1 ドメイン - 

 
バージョンアップ作業 

（平日夜間帯）*4*6 
100,000 円 - 1 ドメイン - 

 
バージョンアップ作業時間事

前確認*6 
10,000 円 - 1 ドメイン - 

アクセスログ解析オプション 3,000 円 2,500円 
5 万 PV・ 

1 ドメイン 
なし 

※ 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求さ

せていただきます。 

*1 Active!mailで利用可能なメールアカウント数を31個以上設定する場合は、「Active!mail(30アカウント)」を複数個お

申し込みいただく必要があります。この場合、Active!mailで利用可能なメールアカウント数は30の倍数ごとになります。 

*2 取り扱いライセンスについては当社ホームページをご確認ください。 

*3 当社指定のバージョンのうち、選択されたバージョンをインストールいたします。 

*4 当社指定のバージョンにバージョンアップいたします。 

*5 2018年12月21日以前に基本プランを契約中のお客様に限り、本オプションサービスをお申し込みいただけます。 

*6 2018年12月21日以前にサイボウズ®Officeをインストールされているお客様に限り、本オプションサービスをお申し込みい

ただけます。 

*7 ライセンスの新規お申し込みの受付は終了しております。2018年12月21日以前にサイボウズ®Officeをインストールされ

ているお客様に限り、継続サービスライセンス、再契約サービスライセンス、バージョンアップライセンス、ユーザ数追加については

お申し込みいただけます。 

 

2-5 メールアーカイブオプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 最低利用期間 

メールアーカイブ 20,000 円 30,000円 1 台 なし 

ディスク容量拡張 *1*2 5,000 円（1 回） 6,000円 100GB なし 

※ 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求さ

せていただきます。 

*1 ディスク容量拡張の初期料金は、追加するディスク容量によらず、1回の設定作業に対して発生いたします。 

ディスク容量拡張オプションは、オプション単体での解約はできません。オプションを契約しているサーバの解約と同時に、解約

されます。 

*2 2018年12月21日以前にメールアーカイブオプションを契約中のお客様に限り、本オプションサービスをお申し込みいただけま

す。 
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2-6 WAFオプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 *1*3 初期料金（税別）*2 月額料金（税別） 単位 最低利用期間 

WAF（～500kbps） 98,000 円 29,800円 
1ドメイン 

（1FQDN） 

1カ月 

WAF（500kbps～5Mbps） 98,000 円 59,800円 
1ドメイン 

（1FQDN） 

WAF（5Mbps～10Mbps） 98,000 円 128,000円 
1ドメイン 

（1FQDN） 

WAF（10Mbps～50Mbps） 198,000 円 148,000円 
1ドメイン 

（1FQDN） 

WAF（50Mbps～100Mbps） 198,000 円 198,000円 
1ドメイン 

（1FQDN） 

* 開通月の月額料金は、利用開始日から日割精算の上、請求させていただきます。解約月は日割精算を行わず、月額料金

を全額請求させていただきます。 

*1 括弧内はピーク時トラフィックです。 

*2 品目変更を行う場合は初期料金を請求させていただきます。 

*3 WAFオプションをご契約のお客様につきましては、品目変更をお申し込みいただけます。 

 

 

 

2-7 ロードバランサオプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 最低利用期間 

ロードバランサ 15,000 円 12,000円 1 台 なし 

2-8 * 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求さ

せていただきます。
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閉域網接続オプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 
設定変更料金 

（税別） 
単位 最低利用期間 

閉域網接続 20,000 円 20,000円 5,000 円 1 契約 1 カ月 

個別１/４ラック  *1 53,000 円 56,000円 - ラック 1 カ月 

個別１/８ラック  *1 53,000 円 28,000円 - ラック 1 カ月 

共用ラック *1 *2 20,000 円 8,000円 - ラック 1 カ月 

閉域網接続用 

NAT オプション *3*6 
5,000 円*4 2,000円 5,000 円*5 1 サーバ なし 

※ 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求さ

せていただきます。 

*1 本オプションはハウジング契約となります。 

*2 共用ラックでご利用いただける回線は、NTT西日本「オールインワンネットワーク フレッツVPNワイド版 標準プラン」のみです。 

*3 閉域網に接続するサーバ毎に必要となるオプションです。 

*4 閉域網接続と同時契約の場合、初期費用は閉域網接続の初期料金に含みます。 

*5 閉域網接続と同時に設定変更する場合、閉域網接続側の設定変更料金に含みます。 

*6 2018年12月21日以前に閉域網接続オプションを契約中のお客様に限り、本オプションサービスをお申し込みいただけま

す。 

 

 

 

2-9 ファイアウォール/UTMオプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 最低利用期間 

ファイアウォール/UTM 98,000 円 57,000円 1 契約 12 カ月 

* 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は日割精算を行わず、月額料金を全額請

求させていただきます。 

 

 

2-10 データ移行支援オプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 最低利用期間 

データ移行支援オプション*1 個別見積 - 1 式 - 

* お客さまの環境や、ご依頼の内容により料金が変動します。 

*1 データ移行支援オプションについては引き続きお申し込みいただけます。 
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3 DNSサービス 

3-1 DNSサービス 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 最低利用期間 

DNS サービス 15,000円 1,000円 1 ゾーン なし 

* 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求さ

せていただきます。 

 

 

 

3-2 ドメイン関連オプション 

◎料金表の価格は全て税別で表示しています。 

品目 初期料金（税別） 月額料金（税別） 単位 
最低利用 

期間 

ドメイン名代行申請 

属性型 JP ドメイン名 10,000 円 - 1 ドメイン - 

gTLD/sTLD ドメイン名 6,000 円 - 1 ドメイン - 

汎用 JP ドメイン名 7,000 円 - 1 ドメイン - 

指定事業者・レジストラ変更 2,000 円 - 1 ドメイン - 

ドメイン名維持管理 - 500円 1 ドメイン なし 

* 月額料金は、利用開始日から、日割精算の上、請求させていただきます。解約月は、解約日までの日割精算の上、請求さ

せていただきます。 
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【改訂履歴】 

版数 日付 変更内容 

第1.0版 2013年  4月24日  

第1.1版 2013年  7月 3日 「ロードバランサオプション」追加 

第1.2版 2013年  9月 5日 「サイボウズ®Office」バージョンアップ作業の追加 

第1.3版 2013年 10月 7日 「アクセスログ解析オプション」の追加 

第1.4版 2013年 10月 28日 「閉域網接続オプション」の追加 

第1.5版 2014年  2月 20日 税別表記に変更 

第1.6版 2014年  5月 1日 「サイボウズ®Office」夜間バージョンアップ作業（平日夜間帯）およびバージ

ョンアップ作業時間事前確認の追加 

第1.7版 2014年  7月 22日 「メールアーカイブオプション」の追加 

第1.8版 2014年  9月 10日 「DNSサービス」の追加 

第1.9版 2014年 11月 4日 「セコムパスポートfor Web SR3.0」追加 

第1.91版 2014年 12月17日 誤記の修正 

第2.0版 2015年  2月 1日 「Active!mail」料金の改定 

第2.1版 2015年  6月 22日 「WAFオプション」追加 

第3.0版 2015年  8月 4日 「物理専用プラン（SAS）」「「物理専用プラン（SSD）」の追加 

「共用ラック」の料金変更 

第3.1版 2015年 12月 1日 「セコムパスポートforWeb SR2.0」「セコムパスポートforWeb EV」の販売

停止 

第3.2版 2016年  6月 23日 「ファイアウォール/UTMオプション」追加 

お申し込みにおける補足の追加 

－サーバ拡張オプション（グローバルIPアドレス追加） 

－ドメイン関連オプション（ドメイン名代行申請、指定事業者・レジストラ変更） 

－SSL関連オプション（全品目） 

第3.3版 2016年 7月 19日 「ディスク容量拡張（平日夜間帯）」追加 

「ディスク容量拡張」を「ディスク容量拡張（平日昼間帯）」に品目変更 

第3.4版 2017年4月17日 「データ移行支援オプション」追加 

第3.5版 2018年1月4日 「基本サービス（5周年記念）」追加 

第3.6版 2018年2月8日 「基本サービス」「基本サービス（5周年記念）」のお試し期間の条件を明確化 

「基本サービス」「基本サービス（5周年記念）」の各品目のタイプを明確化 

第4.0版 2018年12月21日 「基本サービス」「オプションサービス」の新規販売停止に伴う変更 

第4.1版 2019年7月11日 SNI-SSLの提供開始に伴う変更 

 


