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１．サービス概要 

「スマートコネクト マネージドサーバ」は、クラウド（VPS）の持つ拡張性、自由度とレンタル
サーバーの運用性（手軽さ）を両立した新しいタイプのホスティングサービスです。 

クラウド（VPS） レンタルサーバー 
（root権限なし） （root権限なし） 

サーバー構成をそのままにコントロールパネルから、リソース 
（CPU、メモリー、ディスク）を変更することができます。 

リソースを柔軟に変更可能！ 

root（管理者）権限をNTTスマートコネクトがお預かりするため、
OSやWeb/Mail/DBサーバーの運用負荷が大幅に軽減できます。 

サーバー運用の負荷を大幅軽減！ 

ステージング機能をはじめサーバーFW機能、SSH、PHPバージョ
ン切替機能などサイト運営を容易にする機能が充実しています。 

サイト運営が容易になる機能が充実！ 

ロードバランサーオプションやコンテンツ同期機能で負荷分散を
目的とした複数台構成を簡単に構築することができます。アクセ
スが集中するWebサイトの運用にも最適です。 

複数台構成も簡単構築！ 

仮想専用タイプ 

仮想専用タイプ 物理専用タイプ 

仮想専用タイプ 物理専用タイプ 

仮想専用タイプ 物理専用タイプ 
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２．サービスのポイント 

「スマートコネクト マネージドサーバ」は、お客さまが本業に専念していただけるよう、 
システム的な機能はもとより安心いただける機能を装備しています。 

Point 
１ 

使いやすいコントロールパネル！ 
契約情報の確認・変更からドメイン作成やネットワーク設
定など、ほとんどの操作を行うことができます。 
※詳細は「４．コントロールパネル」でご確認ください。 

Point 
２ 

ビジネスに役立つオプションも用意！ 
サイボウズ®Office、Active!mailなどビジネスシーンで 
ニーズの高いオプションもご用意しています。 

Point 
３ 

総容量204Gの超高速バックボーン！ 
複数のIXや大手ISPと接続された高品質かつ大容量の 
超高速バックボーンで、コンテンツを国内外に快適に配信 
します。 

Point 
４ 

ウィルス･迷惑メール対策標準装備！ 
メール送受信時のウィルスチェック機能や迷惑メール 
チェック機能を標準で装備しています。 

Point 
５ 

バックアップ標準取得！ 
標準で定期的に別筐体にバックアップを取得しています。 

Point 
６ 

24時間365日 運用･監視！ 
セキュリティパッチのインストールや監視・故障 
切り分けまでサーバー管理をアウトソーシングできます。 

Point 
７ 

信頼のサーバー運用！ 
当社サーバー平均稼働率は99.996%を実現しています。 
※当社監視システムによる2015年8月～2016年1月のWeb(HTTP)プロセス 
 平均稼動率です。 

Point 
８ 

安心の電話サポート！ 
当社サポート窓口では90.2%のお客さまにご満足いただ
いています。 
※2015年4月～2016年2月当社アンケートより 

Point 
９ 

最低利用期間なし、日割り計算！ 
必要な時に必要な分だけサーバーを利用いただくことがで
き、効率的にサイトを運営いただくことができます。 
※仮想専用タイプのみ。一部最低利用期間が設定されている機能があります。 

Point 
１０ 

14日間無料のお試し期間！ 
コントロールパネルの使い勝手やサーバーレスポンスをす
べてのプランが無料でお試しいただけます。 
※仮想専用タイプのみ。詳細は「６．お申し込みの流れ」でご確認ください。 

※2018年6月現在 
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３．利用シーンに応じた使い方 

「スマートコネクト マネージドサーバ」は、サーバー運用の中で発生するさまざまな利用シーンに
応じた機能を多数装備しています。 

■ キャンペーンサイトを効率よく運営したい 

 アクセス数の変動が大きいサイトを運営する場合、一時的なリソースの追加（変更）が必
要になることがあります。そんな場合にもすぐにプラン変更（vCPU、メモリの変更）に対応
しますので、お客さまはスピーディに業務にとりかかれます。また、プラン変更時の料金も
日割計算いたしますので料金的にも無駄がなく効率的にキャンペーンサイトなどを運営いた
だくことができます。 

■ 用途ごとにサーバーを分離して管理したい 

  Web/Mail/DBサーバーなどを用途ごとに別サーバーで構築する場合、ネットワークを改め
て設計・構築する必要があります。本サービスではそれぞれのサーバーをプライベートNW経
由で接続させることができます。また、プライベートNWでのみ利用したいサーバーはグロー
バルNW接続を切断することもできます。 

コントロールパネルからプ
ライベートNW接続、グ
ローバルNW接続のON、
OFFを簡単に切替えること
ができます。 

■ ステージング（検証）環境を利用したい 

 事前にサイトの検証を行う場合、検証環境を構築したり検証後コンテンツを本番サーバー
へアップし直したりと煩雑な作業があります。本サービスでは本番公開前の検証環境を同一
サーバー内に作ることができ、またコントロールパネルの操作で簡単に本番環境に切り替え
ることができます。 

■ アクセスをフィルタリングしたい 

 本サービスでは、サーバーファイアウォール機能を標準で提供しています。コントロール
パネルからの設定で不要なパケットをフィルタリングすることができます。 

①検証環境用ディレクトリ
にコンテンツをアップし、
特定のポートを利用してサ
イトの検証を行います。 
 
②コントロールパネルから
ステージング切替を行い、
本番環境用とディレクトリ
を切り替えます。 

コントロールパネル
でポート、アドレス
を指定いただくこと
で簡単にフィルタリ
ング機能を利用でき
ます。 
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４．コントロールパネル 

オリジナルのコントロールパネルで、各種機能を簡単にご利用いただくことができます。 

●アクセス権を3タイプ用意しているため運用形態に応じた利用が可能です。 
●利用方法が直感的に理解でき、マニュアルも不要の簡単さです。 
●コントロールパネルから24時間いつでも設定できます。 

契約者/サーバー管理者 契約者情報およびサーバーのすべての機能の申込・設定が可能です。 

ドメイン管理者  設定したドメインの詳細設定・利用者アカウントの追加が可能です。 
 ※ドメイン申請、有料オプションの申込・解約はできません。 
 ※ドメインごとにドメイン管理者は設定されます。 

一般ユーザー  メール機能を利用する一般ユーザーが自身のメール機能のみ設定が可能です。 

サーバー追加ができます。 

サーバー追加 

◆タイプ別アクセス権 

CPU使用率、ロードアベレー

ジ、メモリ使用率、ディスク使
用率、トラフィックをリアルタ
イムに確認できます。 

システムモニター 

プラン変更（vCPU・メモリ）が
できます。 

プラン変更 

契約中のサーバーが一覧表示され
ます。各サーバーの設定やサー
バーに収容されたドメインの設定が
できます。 

サーバー一覧 

ディスク容量拡張 

ディスク容量追加の申し込み
ができます。 

スマートフォンやタブレッ
トにも表示が最適化されま
す。どこからでもパネルに

アクセス可能です。 

 
 
 
 
 
 

スマホ対応 

契約サーバーのネットワーク構成図
を表示することができます。 

構成図表示 

契約中の全サーバーに含まれたド
メインが一覧で確認できます。文字
列による検索やサーバー毎にソー
トすることも可能です。 

ドメイン一覧 

コントロールパネルへのアクセス元
を接続元IPアドレスで制限できます。 

アクセス元制限 

ロードバランサーをお申し込み・ご
利用いただけます。同じコントロー
ルパネルでロードバランサーの設
定・管理が可能です。 

ロードバランサー 
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サービス提供範囲 

5-1．多彩な機能（DNSサービス[オプション]） 

DNSサービスとは、独自ドメインの登録・維持管理からDNSサーバーの運用まで提供するサービスで
す。DNSサーバーはプライマリサーバー、セカンダリサーバーの双方をご提供いたします。 

ハウジング 

自社サーバー・ 
他社ホスティング 

記載できるレコード 

NS A MX TXT CNAME AAAA SRV PTR※ 

※一部制約があります。詳細はお問い合わせ下さい。 

記載できるレコードは、当社サービス、自社サーバー、 
他社ホスティング等、制限はありません。 
※日本語ドメイン名は記載できません。 

IPアドレス⇔ホスト名・ドメイン名 

プライマリDNS 

セカンダリDNS 

DNSサービス 

事前の準備は不要、サーバー構築・運用もおまかせ！ 
面倒なサーバー構築やセキュリティパッチ対策等の運用はすべておまかせください。 

1ゾーンごとの契約が可能、レコード数は無制限！ 
ゾーンごとにお申し込みいただけます。また、記載するレコード数・内容によらず、 
初期料金・月額料金は定額です。 

レコード追加・削除は簡単、すぐに反映！ 
管理画面（コントロールパネル）から、簡単にレコードを修正できます。 
修正内容はすぐに反映されます。  ※逆引きは除きます。 

DNSサービスのみのご利用も可能 
管理画面から、マネージドサーバのWeb・メールサーバーをすぐに追加することが 
可能です。 

▲DNSサービス管理画面 
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5-2．多彩な機能（メールアーカイブ[オプション] ） 

メールアーカイブとは、ユーザが送受信したすべてのメールをアーカイブ（保管）し、 
管理者が必要に応じて内容を検索できるしくみです。 

メールサーバーとセットでお得 
アカウント数は無制限、最大２TBまで容量を追加できます。 

権限分離で使い方いろいろ！ 
部署や担当ごとに管理権限を割り振ることができます。 
また一時的な権限付与も可能なので、監査の際にも便利です。 

豊富な検索機能が便利！ 
キーワード検索や相関関係検索など、豊富な検索機能をご用意。 

メールのダウンロードも可能！ 
アーカイブされたメールをEML形式でダウンロードすることができます。 

改ざん検知機能で証拠保全も安心！ 
アーカイブしたメールは1通1通すべてに対しハッシュ値を保存。 
改ざんされていないことを証明できます。 

▲メールアーカイブ管理画面 ▲メールアーカイブ検索結果 

【アクセス方法】 
HTTPSの通信にて 
管理画面にアクセスが可能です。 
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5-3．多彩な機能（WAFオプション[オプション] ） 

Webサイトからの情報漏えいや不正アクセスを防ぐ、ファイアウォールの一種です。ファイアウォールの中でも、
Webアプリケーションの監視をすることで、従来のファイアウォールやIDS、IPSでは防御できなかった攻撃か
らWebサイトを守ることができます。 

導入簡単！ 
WAFの導入のための、ウェブサイトの修正は不要です。簡単な初期設定で 
利用を開始できます。 

あらゆるWebサイトに対応！ 
コーポレートサイトや、ECサイト、会員管理サイトなど、多種多様なWeb
サイトにご利用いただいています。 

運用はすべておまかせ！エンジニア不要 
お客さま側でポリシーの設定変更やバージョンアップは不要です。 
24時間365日の運用体制で、サーバーの運用に専念していただけます。 

1 防御機能 
あらかじめ登録されている不正な通信パターンを検出した場合、
該当通信を遮断する機能 

2 
モニタリング 
機能 

あらかじめ登録されている不正な通信パターンを検出した場合、
該当通信を記録する機能 （通信自体は遮断されません） 

3 ログ機能 
WAFで検出された不正と思われる通信を記録し、管理画面から
閲覧できる機能 

4 
ソフトウェア 
更新機能 

防御効果の向上を図る為、不正な通信パターンを随時最新の状
態に自動で更新する機能 

5 
シグネチャ 
更新機能 

WAFの防御機能等を向上させるため、ソフトウェアを自動で更
新する機能 

6 
特定URL 
除外機能 

防御機能が不必要なWebページを防御対象から自動で除外する
機能 

7 
レポート 
機能 

1.下記の内容を管理画面（Webブラウザ利用）上で報告する機
能 
    ・統計機能 （攻撃元、攻撃種別、アクション） 
2.・攻撃元、攻撃種別の上位集計   等 

8 
IPアドレス拒否/
許可機能 

特定のIPアドレスからの通信を拒否、もしくは特定のIPアドレ
スからの通信のみ許可する機能 

9 SSL通信機能 
暗号化された通信においても解読し、防御する機能 
※お客さまによるSSL証明書の設定作業が必要です。 

■防御できる主な攻撃 

■主要機能一覧 
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6．サービスプランおよび提供料金 

■ 仮想専用タイプ プランA プランB プランC プランD プランE 

初期料金 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 

月額料金 19,000円 27,000円 43,000円 59,000円 75,000円 

vCPU 1 2 4 6 8 

メモリー 2GB 4GB 8GB 12GB 16GB 

ディスク容量 100GB （最大2TBまで追加可能） 

回線速度 1Gbps共用 （ベストエフォート） 

グローバルIP 標準 1 IP/サーバー（最大201IP）*1 

プライベートIP 1IP/サーバー 

root権限 なし 

筐体 仮想専用 

最低契約期間 なし 

お試し期間 14日間 （最初の1台目に限ります） 

 ■ オプション 単 位 初期料金 月額料金 

サービスプラン変更*2 1サーバー － 
変更後のプラン 

月額料金 

ディスク容量拡張*2*3 100GB 5,000円/1サーバ・1回 4,000円 

グローバルIPアドレス追加*4 1個 － 500円 

ドメイン名代行申請（属性型） 1ドメイン 10,000円 － 

ドメイン名代行申請（gTLD/sTLD） 1ドメイン  6,000円 － 

ドメイン名代行申請（汎用JP） 1ドメイン  7,000円 － 

指定事業者レジストラ変更*5  1ドメイン 2,000円 － 

ドメイン名維持管理*5*6  1ドメイン － 500円 

クイック認証SSL（GMOｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾝ社） 1ライセンス 
1年：34,800円 
2年：66,000円 

－ 

企業実在認証SSL（ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ社） 1ライセンス 
6ヶ月：42,900円 
1年：55,000円 

2年：104,500円 
－ 

SSL対応 *7 1サーバー・1ライセンス 8,000円 － 

Active! mail(10)  1ドメイン － 0円 

Active! mail(30)*8 1ドメイン － 900円 

 メールアーカイブ 1台 20,000円 30,000円 

ディスク拡張 100GB 5,000円/1サーバ・1回 6,000円 

サイボウズOffice® 

ライセンス購入 1ライセンス (*9) － 

インストール 1ライセンス分・作業 10,000円 － 

バージョンアップ 1ライセンス分・作業 50,000円～ － 

アクセスログ解析オプション ～5万PV・1ドメイン 3,000円 2,500円 

ロードバランサ 1台 15,000円 12,000円 

WAFオプション 
500kbps以下 1ドメイン 98,000円 29,800円 

500kbps超 1ドメイン 98,000円 59,800円 

 閉域網接続 1契約 20,000円 20,000円 

ラック ラック 20,000円～ 8,000円～ 

閉域網接続用 
NATオプション 

1サーバー 5,000円 2,000円 

ファイアウォール／UTM*10 1契約 98,000円 57,000円 

DNSサービス 1ゾーン 15,000円 1,000円 

*1  :当社の設備状況によっては、追加できない、もしくは 
   ご利用中のIPアドレス変更を伴う場合があります。 
*2  :仮想専用タイプのみの提供となります。 
*3 ：最大２TB（標準100GB含む）まで追加できます。 
        ディスクについては追加のみ可能です。 
*4 ：SSL証明書を利用する場合、必要となります。 
*5 ：当社で取得できるドメインと同種のものに限ります。 

（消費税別） 

■物理専用タイプ 物理専用プラン（SAS） 物理専用プラン（SSD） 

初期料金 89,000円 99,000円 

月額料金 35,000円 43,000円 

vCPU 6 

メモリー 12GB 

ディスク容量 500GB（固定） ※拡張不可 200GB（固定）※拡張不可 

回線速度 1Gbps共用 （ベストエフォート） 

グローバルIP 標準 1 IP/サーバー（最大201IP）*1 

プライベートIP 1IP/サーバー 

root権限 なし 

筐体 物理専用 

最低契約期間 6ヶ月 

お試し期間 なし 

（消費税別） 

*6 ：ドメイン名代行申請、指定事業者・レジストラ変更を 
   ご利用する場合、必要となります。 
*7  :当社にてSSL証明書をご購入いただいた場合は無料です。 
*8 ：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)」を複数個お申し込みいただく必要があります。 
*9 ：別途お問い合わせください。 
*10：物理専用対応のみお申し込みいただけます。 
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7．お申し込みの流れ 

課金開始（初期料金、月額料金の発生） 

STEP ４ サーバーの準備/開通のご連絡 

お客さま 

お試し期間中サーバーの解約お申し込み 

即
日
開
通 

STEP 1 
コントロールパネルご利用お申し込み 

お客さま 

・こちら（https://singup.mngsv.jp）からオンラインにてお申込みください。 
・コントロールパネルは無料でご利用いただくことができ、サーバー等のお申 
 込み、ドメイン作成といったサーバー設定を実施いただけます。 

STEP 2 
コントロールパネルの準備/開通のご連絡 

当 社 

・お申し込み内容に基づき、コントロールパネルにログインするための 
 お客さま番号の準備をおこないます。 
 準備完了後、メールにて開通のご案内をお送りいたします。 

お申し込み内容に基づき、サーバーの準備をおこないます。準備完了後、
メールにて開通のご案内をお送りいたします。 

解約は、コントロールパネルからお申し込みください。 
※17時までにお申し込みいただければお申し込み日付で解約が可能です。 

お試し期間について（仮想専用タイプ） 

・お試し期間は、お客さまの本サービス利用における
１台目のサーバーにのみ適用となります。 
 
・お試し期間は、サーバー開通日から14日間、基本プ
ランの月額料金（日割り）および初期料金のみが無料
になります。 
 
・お試し期間終了までに解約のお申し込みがない場合
には、そのまま本サービス利用に移行し、月額料金、
初期料金の課金が開始されます。 
 
・お試し期間中にプラン変更されますとお試し期間は
終了となり、プラン変更後の月額料金、初期料金の課
金が開始されます。 
 
・有料オプションは、お試し期間中でもお申し込みい
ただけますが、無料対象外のため、お試し期間中に解
約いただいても料金は発生いたします。 

お申し込みについて 
・サーバー、DNSサービス、各種オプションのお申し
込みには、コントロールパネルが必要です。 
 
・コントロールパネルは無料でご利用いただけます。 
 
・コントロールパネルの初回ログイン時は、以下の
サービスをお申し込みいただけます。 
  サーバー（仮想／物理専用タイプ） 
  DNSサービス 
 
・サーバーご利用開始後のサーバー追加およびオプ
ションの申込・解約は、コントロールパネルからお申
し込みいただけます。 
 
・ドメインの新規取得申請およびドメイン設定はサー
バー開通後、コントロールパネルからお申し込みいた
だけます。 
 
・解約はコントロールパネルからお申し込みいただけ
ます。17時までのお申し込みは、お申し込み日付での
解約が可能です。 

仮想専用 
タイプ 

物理専用 
タイプ 

５
営
業
日 

仮想専用タイプ1台目 それ以外 

コントロールパネルご利用開始 

お
試
し
期
間
２
週
間 

サービス解約（初期料金、月額料金不要） 

STEP ３ 
サーバーのお申し込み 
・コントロールパネルからオンラインにてお申し込みください。 
・オプションのお申し込みは、基本プラン（仮想／物理専用タイプ） 
 サービス開通後に実施いただけます。 

お客さま 

当 社 

サーバーご利用開始 

即
日
開
通 
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8．お問合せ 

「スマートコネクト マネージドサーバ」について 
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。 

お電話でのお問い合わせ 

平日10：00～12：00 13：00～18：00受付 

０１２０-１９４２３８ 

マネージドサーバ インフォメーション担当 
 
サービスメニュー・料金・サービスに関するサポート、導入など、不明な点があれば、 
まずは下記の番号へお気軽にお問い合わせください。 

サービスサイト 

ＵＲＬ： https://mngsv.nttsmc.com 

サポートサイト 

ＵＲＬ： https://support.mngsv.jp 


