
 

 

 

１．ホスティングサービス品目 

【基本サービス】 

（１）共有ホスティングサービス １台のサーバを複数のお客様で共有して利用するサービス 

サービス品目 
共有 

Z1 Z2 

初期費用（税込） 11,000 円 11,000 円 

月額利用料金（税込） 5,500 円 11,000 円 

最低利用期間（※1） 1 年間 1 年間 

DISK 容量 300GB 500GB 

メールアカウント（※2） 150 300 

メールウィルスチェック ○（アカウント毎で設定可） 

迷惑メールフィルタ ○（アカウント毎で設定可） 

メーリングリスト（※3） 20 30 

FTP アカウント 

（※4） 

管理者領域 1 1 

Web ﾕｰｻﾞ領域 20 30 

MySQL データベース 20 30 

PostgreSQL データベース 20 30 

管理機能   

管理画面 

（ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ） 

管理者用 ○ ○ 

ﾒｰﾙﾕｰｻﾞ用 ○ ○ 

WEB 機能   

独自 CGI （perl） ○ ○ 

独自 CGI （Ruby） ○ ○ 

SSI ○ ○ 

SSL ○ ○ 

パスワードによるアクセス制限 ○ ○ 

アクセスログ解析 ○ ○ 

アクセスログダウンロード ○ ○ 

コマンド定期実行ツール（cron） ○ ○ 

サイボウズ対応（※5） — ▲ 

Node.js ○ ○ 

常時 SSL 化機能 ○ ○ 

Let’s Encrypt ○ ○ 

WAF（ModSecurity）（※6） ○ ○ 

PHP ○ ○ 

MySQL（MariaDB） ○ ○ 

PostgreSQL ○ ○ 

WordPress Toolkit（※7）（※8） ○ ○ 

Web ｻｲﾄﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ・復元機能 ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス品目 
共有 

Z1 Z2 

メール機能   

新規設定・変更・削除 ○ ○ 

パスワード変更 ○ ○ 

メール転送 ○ ○ 

メール自動返信 ○ ○ 

POP before SMTP 対応 ○ ○ 

SMTP AUTH 対応 ○ ○ 

POP over SSL/TLS 対応 ○（※9） ○（※9） 

SMTP over SSL/TLS 対応 ○（※9） ○（※9） 

サブミッションポート対応 ○ ○ 

WEB メール対応 ○ ○ 
（表記方法） —：なし   ○：標準   ▲：有料オプション 

（利用開始月の料金） 初期費用と月額利用料金（日割なし）の合算となります。 

 

（※1） 最低利用期間の起算日は、契約日の属する月の 1 日となります。 

（※2） 1 回のメール送受信容量は 100MB 以内です。 

（※3） 1 つのメーリングリストに登録できるメールアドレスは 100 アドレスまでです。1 回のメール送受信容量は 10MB 以内となります。

なお、メーリングリスト名は、同一サーバ内で重複できないため、希望のメーリングリスト名を設定できない場合があります。 

（※4） FTP アカウントについて、管理者領域とはお客様ドメイン名（http://お客様ドメイン名/）直下に表示される領域であり、 

Web ユーザ領域とはチルダ付き、Web ユーザ名(http://お客様ドメイン名/～Web ユーザ名/)の下に表示される領域となります。 

なお、Web ユーザ名については、同一サーバ内で重複できないため、希望のユーザ名を設定できない場合があります。 

（※5） 詳細は、「2.オプションサービス」の「SE 作業」をご覧ください。 

（※6） 標準で搭載の機能です。不要な場合はお申込書にご記入ください。 

WAF 使用方法はサポート対象外です。 

（※7） Plesk のコントロールパネルから WordPress をインストールしてご利用いただけます。 

WordPress の使用方法については、WordPress にお問い合わせください。  

（※8） Plesk のマニュアルに記載されている WordPress 以外のアプリケーションのインストールにつきましては、 

個別で設定させていただきますので、弊社にお問い合わせください。 

（※9） 弊社共有ドメイン名での POP・SMTP ホスト名のみとします。 

 

 

（2）占有ホスティングサービス 
 仕様等はお客様とご相談させて頂き、価格をご案内申し上げますので別途、ご連絡ください。 

 

 



２．オプションサービス 

 共有、占有ともに以下のオプションサービスがあります。なお、特に記載のある場合を除き、

オプションサービスの申込受付および設定作業は弊社営業時間内となります。 

サービス品目 
共有 

Z1 Z2 

ドメインエイリアス（1 ﾄﾞﾒｲﾝあたり）（※1） 2,200 円/一時 2,200 円/一時 

マルチドメインプラス（1 ﾄﾞﾒｲﾝあたり）（※1） 2,200 円/一時 2,200 円/一時 

サブドメイン（1 ﾄﾞﾒｲﾝあたり）（※1） 2,200 円/一時 2,200 円/一時 

サーバ証明書インストール代行（※2） 11,000 円/回 11,000 円/回 

SE 作業（アプリケーションインストール、バー

ジョンアップ等） 
（※3） （※3） 

（表記方法） 全て税込表記。月額利用料金は/月、一時費用は/時、1 回毎の一時費用は/回で表示。 

（利用開始月の料金） 月額利用料金記載の金額（日割なし）となります。 
 

（※1） ドメインエイリアス、マルチドメインプラス、サブドメインは、1 契約につき、それぞれ 5 ドメインまでを上限とします。 

（※2） 弊社にて CSR 発行および、証明書インストール作業を実施します。証明書発行機関との契約および手続きは全てお客様で行って 

いただきます。 

（※3） 作業時間ごとで作業 A,B,C があります。なお、作業受付時間は営業時間内とします。 

作業名 作業時間 
作業 1 回あたり基本料金 

（1 時間まで） 

1 回の作業が 1 時間を

越えた場合の以後30分

毎の加算料金 

SE 

作

業 

作業 A 営業日 9:00～18:00 11,000 円 5,500 円 

作業 B 営業日 18:00～22:00 16,500 円 8,250 円 

作業 C 
営業日22:00～翌9:00お

よび、休業日 
22,000 円 11,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．機能説明 

（1）共有 機能説明 「Z1、Z2」機能一覧表 

機 能 内 容 

管理画面 

（コントロールパネル） 

管理者用／メールユーザ用 

WEB ユーザ、作成、WEB アクセス解析等、WEB 関係の管理の他、

メール利用のためのメールアカウントの設定、メーリングリス

トの設定などを、ウェブ上から簡単に変更・確認する機能 

WEB 機能 

ホームページ開設 

管理者領域／ユーザ領域 

ホームページ公開機能 

ユーザ領域については、以下の URL になります。 

http://www.お客様ドメイン名/～ユーザ名/ 

ドメインエイリアス 
複数のドメインで、1 つの共通の Web、メール領域を利用でき

るようにする機能 

マルチドメインプラス 
契約のドメインとは別のドメインで Web サイトを公開できる

機能 

サブドメイン 契約ドメインのサブドメインで WEB サイトを公開できる機能 

パスワードによるアクセス制限 Web ページにユーザ ID、パスワードによる認証を付加する機能 

.htaccess 

アクセス制限、認証、エラーページ変更などの設定が可能です。

WordPress インストールに必要な mod_rewrite も有効となって

おります。 

アクセスログ解析（無料） ホームページのアクセス統計を表示する機能 

コマンド定期実行ツール（cron） 指定のスクリプトを定期的に自動実行する機能 

独自 CGI（Perl） 

お客様独自で作成された CGI スクリプトをご利用頂くことが可

能。Suexec 有効、Perl5.16（※1）使用。（ただし、お客様が設

置された CGI についてサポートや動作保証はいたしません。） 

独自 CGI（Ruby） 

お客様独自で作成されたCGI(Ruby)スクリプトをご利用いただ

くことが可能。Ruby on Rails, Synatra, Rack など使用いただけ

ます。対応バージョン：1.9 系、2.0 系、2.1 系、2.2 系、2.3

系、2.4 系（ただし、お客様が設置された CGI についてサポー

トや動作保証はいたしません。） 

SSI 

お客様独自で作成された SSI スクリプトをご利用頂くことが可

能。Suexec 有効。（ただし、お客様が設置された SSI について

サポートや動作保証はいたしません。） 

SSL 

WEB サーバとブラウザ間の暗号化通信を提供する機能 

※証明書は、標準では自己証明書となります。認証機関の証明

書をご利用の場合は、認証機関より証明書をご購入ください。 

Node.js 

お客様独自で作成された Node.js スクリプトを使用いただくこ

とが可能。対応バージョン：6（ただし、お客様が設置された

スクリプトについてサポートや動作保証はいたしません。） 



常時 SSL 化機能 

http→https リダイレクト設定をコントロールパネルより設定

可能。強制的に https でホームページにアクセスいただけるよ

うになります。 

Let’s Encrypt（※2） 

Let’s Encrypt が発行する SSL 証明書をご利用いただくことが

可能。SSL 証明書は有効期限が自動更新されます。（本機能は

Let’s Encrypt がサービス停止をした場合にはご利用いただく

ことができません。ご了承ください。） 

WAF（ModSecurity） 

SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング、OS

コマンドインジェクション攻撃から、お客様の Web アプリケー

ションを守ります。（標準で有効となります。）WAF の利用方法

はサポート対象外です。 

PHP 

お客様独自で作成された PHP スクリプトをご利用頂くことが

可能。（ただし、お客様が設置された PHP についてサポートや

動作保証はいたしません。） 

WordPress Toolkit 

WordPress Toolkit とは、WordPress を１つの場所から簡単にイ

ンストール、構成、管理するための管理インターフェースです。

WordPress の利用方法はサポート対象外です。 

Web ｻｲﾄﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ・復元機能 

ご契約中のホスティング領域の、ウェブサイトのコンテンツ、

データベース、メールなどのデータをファイルにバックアップ

でき、バックアップファイルから復元できる機能 

メール機能 

メール転送 到着したメールを別のメールアドレスに転送する機能 

メール自動返信 
予め設定しておいたメールの内容を、メール受信時自動的に返

信する機能 

POP before SMTP 対応 メール送信時に POP サーバで認証を行う機能 

SMTP AUTH 対応 メール送信時に SMTP サーバで認証を行う機能 

POP over SSL/TLS 対応 
メール受信時の通信を暗号化する機能 

※対応するメールソフトをご利用ください。 

SMTP over SSL/TLS 対応 
メール送信時の通信を暗号化する機能 

※対応するメールソフトをご利用ください。 

メールウィルスチェック 

送受信するメールに対して、最新ウィルス定義ファイルにてウ

ィルス検査を実施し、ウィルス発見の場合駆除する機能 

※コンピュータウィルスを 100%除去することを保証するもの

ではありません。 

スパムメールフィルタ 
スパムメールを判別する機能。 

※不要なメールを 100％判別するものではありません。 

メーリングリスト 
特定のアドレスにメールを送信すると、登録されているメンバ

ーに、自動的にメールを転送する機能 

WEB メール メールソフトを使わず、ブラウザでメールを使用する機能 

その他 

データベース 

MySQL 

（MariaDB） 

データベース管理ツール phpMyAdmin 付 

バージョン：10 系 

PostgreSQL 
データベース管理ツール phpPgAdmin 付 

バージョン：9 系 

サーバ運用（実施内容） 

セキュリティ対策 
ファイアウォール、侵入防止システムを装備し、セキュリティ

オペレーションセンターにて通信ログを監視、分析 

データセンター運用、障害監視 
データセンター運用、オペレーションセンターにて障害監視を

実施 

機器冗長化、HA 機能 冗長構成、自動フェイルオーバー（HA）機能を装備 

データバックアップ 
設備障害に備え、ストレージ機器にて 1 日数回データバックア

ップを実施 

 

（※1） Perl のバージョンは予告なく変更することがあります。 

（※2） Let’s Encrypt が提供する SSL 証明書を利用することができます。Let’s Encrypt の証明書の有効期限は、 

発行日より 90 日間となっておりますが、月に 1 回、有効期限を更新する仕組みです。 

Let’s Encrypt のサービス停止により、有効期限を更新できなかった場合につきまして、保証いたしかねます。 

証明書のブラウザ・OS の対応状況について、詳細は提供元のサイト(https://letsencrypt.org/)をご確認ください。 

 

 

（2）占有  

個別に付加する機能を決定します。 

 

※表記されている全ての料金は消費税（10％）が含まれています。消費税率の引き上げに応

じて金額は変更されます。 

〒514-8557 三重県津市あのつ台 4 丁目 7 番地 1 

TEL: 0120-222-505  FAX: 059-236-5112 

E-Mail: webmaster@ztv.co.jp  URL: http://www.ztv.co.jp/ 


