
ASAHI
ネット 「セキュアホスティングサービス」のご案内一覧

法人

会員用

専用サーバーのような自由度と高機能の次世代ホスティング

「セキュアホスティングサービス」とは？
ASAHI ネットの「セキュアホスティングサービス」は、1 台のサーバー上に複数の仮想 OS が構築されており、専用サーバーと同等の機能をリー

ズナブルな価格で利用頂くことができるサービスです。それぞれの仮想 OS は、物理的なサーバー端末・ネットワーク以外、完全に独立しており、

CPU やメモリ、ネットワークトラフィックなどのリソースは仮想 OS 単位で均等に割り当てられます。その為、同一サーバー上に高い付加の仮想 OS

があっても割り当てられたリソースの範囲内に留まり、他の仮想 OS の各リソースは保証され影響を受けません。

「高い負荷は必要ないが、root 権限が必要」、「専用サーバーを使いたいが、導入や運用コストを抑えたい」、「自由度の高いホスティングサ

ービスが欲しい」というお客様に最適のサービスです。
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料金
ご契約タイプ

スタンダード ビジネス

初期費用 注１ （Ａ１） 5,000 円(税抜) 5,000 円(税抜)

月額費用 注２ （Ｂ１） 4,500 円(税抜) 7,500 円(税抜)

ディスク容量 ３ＧＢ ５ＧＢ

基本ホスト名（FQDN） ご希望のサブドメイン．ａｓａｒｅｎ．ｊｐ

■独自ドメインのホスト名で利用するための追加オプション

初期費用 注１

ＤＮＳ登録料 （Ａ２） 2,000 円(税抜)

ドメイン登録料 （Ａ３） 6,000 円(税抜)

指定事業者登録料 （Ａ４） 5,000 円(税抜)

月額費用 注２ ＤＮＳ登録維持料 （Ｂ２） 500 円(税抜)

※各料金には、その他の ASAHI ネットご利用料（インターネット接続コース料金、法人事務手数料など） がかかります。

注１ 初期費用は、設定が完了した月に ASAHI ネットのご利用料に加算します。

注２ 月額料金は、設定が完了した翌月から ASAHI ネットのご利用料に加算します。

料金とご提供条件

独自ドメイン種別

新規取得 ASAHI ネットから移行 他社から移行 他社

セキュアホスティングサービスの
サーバー用として独自ドメインを

新規に取得する。

ASAHI ネット独自ドメイン名サー
ビスでご利用中の独自ドメインを
セキュアホスティングサービスサ

ーバー用として移行する。

他社ホスティングサービスでご利

用中の独自ドメインをセキュアホ
スティングサービスサーバー用と

して移行する。（また、指定事業
者を ASAHI ネットへ変更する。）

他社ホスティングサービスでご利

用中の独自ドメインを VPS ホスト
として利用する。（指定事業者を

変更せず、独自ドメインホストを
割り当てる。）

初期費用

（Ａ１）＋（Ａ２）＋（Ａ３） （Ａ１）＋（Ａ２） （Ａ１）＋（Ａ２）＋（Ａ４） （Ａ１）

13,000 円(税抜) 7,000 円(税抜) 12,000 円(税抜) 5,000 円(税抜) )

月額費用

（スタンダードの場合）

（Ｂ１）＋（Ｂ２） （Ｂ１） （Ｂ１）＋（Ｂ２） （Ｂ１）

5,000 円(税抜) 4,500 円(税抜) 5,000 円(税抜) 4,500 円(税抜)

汎用 JP ドメイン
（.jp）

○ ○ ○   △ 注３

属性型・地域型 JP ドメイン
（.co.jp、.or.jp、.ac.jp、.gr.jp など）

○ ○ ○   △ 注３

gTLD ドメイン
（.com、.net、.org）

   ○ 注４ ○ ×   △ 注３

注３ 独自ドメインの DNS サーバーへ VPS サーバーに対するレコードを記述してください。詳しくは、独自ドメインをご契約いただいているサービス

事業者までご確認ください。

注４ ASAHI ネットでは株式会社国際調達情報と提携して gTLD および日本語.com の登録を行います。株式会社国際調達情報は、米国政府よ

り委託を受けインターネットの資源管理を行う ICANN（The InternetCorporation Assigned Names and Numbers）公認の gTLD のレジストラ（ドメ

イン登録業者）です。

ASAHI ネットで登録・管理する独自ドメインのホストは、以下のレコードでＤＮＳサーバーに登録いたします。

  

@                   IN A セキュアホスティングサーバーの IP アドレス

  www.独自ドメイン名. IN A セキュアホスティングサーバーの IP アドレス

#ご登録例（asahi-net.jp）

# @                   IN A 220.157.254.133

# www.asahi-net.jp.   IN A 220.157.254.133

※ 上記以外のレコードをご希望の場合は、ASAHI ネットまでご相談ください。
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サービス仕様
スタンダード ビジネス

ディスク容量 注５ ３ＧＢ ５ＧＢ

ゲストＯＳ CentOS 5

ホストＯＳ CentOS 5

基本仕様

root 権限 利用可能

固定 IP アドレス 1 個

DNS プライマリ、セカンダリ

リモート操作 注６ SSH

管理インターフェイス（GUI） ×

ウィルスチェックソフトウェア ×

SSL サービス（証明書など） ×
注５ 初期状態時、OS・標準ソフトウェアで 100MB 程度のディスク容量を使用してます。また、サービス開始後、ディスク容量の追加はでません 。
注６ Telnet によるリモート操作を禁止しております。利用が確認された場合、サービスの停止を行うことがございます。

■プリインストールされている主なソフトウェア(2014 年 4 月現在)
下記のソフトウェア以外にも、CentOS 5 上で動作可能なソフトウェア（XOOPS、MovableType など）をインストールし利用することができます。

ソフトウェア名（バージョン） スタンダード ビジネス

リモート（SSH） OpenSSH 4.3 ◎

パッケージ管理
RPM 4.4.2 ◎

yum 3.2 ◎

WWW Apache 2.2.3 ◎

メール
Sendmail 8.13.8 or Postfix 2.3.3 *1 ◎

dovecot 1.0.7 ◎

メーリングリスト Mailman 2.1.9 ◎

DNS BIND 9.3.6 ◎

データベース

Berkeley DB 4.3 ◎

MySQL 5.0 ◎

PostgreSQL 8.1 ◎

プログラミング

PHP 5.1.6 ◎

Perl 5.8.8 ◎

Python 2.4.3 ◎

GCC 4.1.2 ◎

*1 初期設定では sendmailが有効になっています ※本サービスの仕様は、予告無く変更される場合があります。サービス仕様に変更があった場合、ご利用中のサーバーに対して

変更などの措置は行いません。

■「セキュアホスティングサービス」では、ゲスト OS に CentOS 5 を採用しています。
CentOS 5 は、RedHat 社が公開している Red Hat Enterprise Linux のオープンソースコードを GPL に基づいて、再編集・再コンパイルされ

た Linux ディストリビューションです。ユーザコミュニティによりセキュリティアップデートの提供等、が行われています。
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技術的なお問い合わせに関するサポートのご注意点
■CentOS 5 についてご参考となるドキュメント

CentOS 5 は、Red Hat Enterprise Linux 互換のディストリビューションです。Red Hat Enterprise Linux のコマンド類、操作方
法、含まれるパッケージなどをほぼそのままご利用いただけます。

■サポート対象項目

「セキュアホスティングサービス」は、専用サーバーの一種であり、万一問題が発生した場合、お客様側での調査・対応が必要で
す。また、ASAHI ネットがサポートする対象項目は、以下のとおりです。

注７ プリインストールされているソフトウェアかつ初期設定時の状態である場合のみ対応します。それ以外は、お客様ご自身（または、他業者様）

でご対応をお願いいたします。

注８ 初期化のお手続きは有料です。詳細はお問い合わせください。

注９ お客様ご自身（または、他業者様）でご対応をお願いいたします。 なおプリインストールされているソフトウェアを対象に弊社で対応させていた

だく場合があります。

■お問い合わせ方法

メール・ウェブページ・FAX ○

電話 ×

○ ・・・問題を切り分けさせていただいた上で、必要と判断される場合、ASAHI ネットで対応いたします。

× ・・・各種ソフトウェアの製造元から提供される情報などをもとにお客様ご自身（または、他業者様）でご対応をお願いいたします。

サーバーの物理的な内容

ハードウェア問題の調査・対応 ○

サーバー側のネットワーク

問題の調査・対応 ○

仮想化ソフトウェア・ホスト OS

問題の調査・対応 ○

バグ・セキュリティ対応 ○

ゲスト OS

動作に関する問題の調査・対応 ○ 注７

初期化 ○ 注８

各種設定・操作に関する内容 ×

バグ・セキュリティ対応 × 注９

OS バージョンアップ ×

各種ソフトウェア

動作に関する問題調査 ○ 注７

その他（インストール、設定、プログラムの開発などに関する内容） ×

☞CentOS プロジェクト・ホームページ (英語)

http://www.centos.org/
☞CentOS 日本語ユーザーメーリングリスト

http://oss.poyo.jp/mailman/listinfo/centos-users/
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ご利用の際の注意点

■セキュリティの対策を十分に行ってください。
・ セキュアホスティングサービスでは、root 権限やサーバープリケーションがお客様ごとに独立して提供されます。そのため、重要なセキュリテ

ィの欠陥が確認された共用部分の対応は、ASAHI ネットが必要に応じて対応いたしますが、お客様側でも十分にお客様専有部分のセキュリ

ティの対策を必ず実施いただくようお願いいたします。

■各種ソフトウェアの設定やプログラムの設計は、適切に行ってください。
・ セキュアホスティングサービスでは、ホストハードウェアを共有して利用します。そのため、共用部分では、利用可能なリソース（データ転送

量・CPU 使用量など）が一般的な使用上必要と考えられる値にて制限させて頂いております。そのため、急激なウェブ サーバーへのアクセ

スやメールの大量送信行為などを行いますと、ソフトウェアの安全装置によりサービスが自動停止させていただく場合があります。

■送信メールサーバー（Postfix や Sendmail 等）を稼動させる場合、以下の点にご注意ください。

（１） 迷惑メールへの対策を行ってください。
・ ASAHI ネットでは、迷惑メールへの対応を厳しく行っております。送信メールソフトウェアで、迷惑メール対応が行われていない場合には

ASAHI ネットで通知無しに対応をすることがあります。

（２） 送信メールサーバーでは、25 番以外のポートでメールを受け付けてください。
・ 迷惑メール（ウイルスメールや迷惑メール、フィッシングメールなど）への対策として「 25 番ポートブロック」という対策を各プロバイダー

（ASAHI ネットを含む）が協調して講じつつあります。「25 番ポートブロック」を実施しているプロバイダーのインターネット回線で、メールソフト

から送信メールサーバー（Postfix や Sendmail 等）で 25 番ポートを利用したメールの送信ができません。そのため、セキュアホスティングサー

ビスで送信メールサーバー（Postfix や Sendmail 等）を稼動させる場合、25 番ポート以外のポートでメールを受け付けるように設定してくださ

い。また、不正利用（俗に“踏み台”と呼ばれる行為）を防ぐため、「ＳＭＴＰ認証」によるユーザ認証を併せて、行われることをお勧めします。

●推奨例 ：   「サブミッションポート」 ＋ 「ＳＭＴＰ認証」

☞日本の Linux 情報

http://www.linux.or.jp/
☞JPCERT Coordination Center

http://www.jpcert.or.jp/
☞IPA セキュリティセンター

http://www.ipa.go.jp/security/

☞迷惑メール対策

http://asahi-net.jp/agreement/spammail.html

送信側
セキュアホスティングサービス

（PostfixやSendmail等）

サブミッションポート

（５８７番ポート）

受信側

○
※併せて「ＳＭＴＰ認証」に

よるユーザ認証を行われる

ことをお勧めします。

☞JEAG(Japan Email Anti-Abuse Group)

http://jeag.jp/swg/op25b/
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お申し込みについて

■ASAHI ネット法人会員様がご利用いただけます。
・ まだ会員になられていないお客様は、ASAHI ネット法人会員のご契約後、セキュアホスティングサービスをお申し込みください。

■お申し込み前に規約をご確認ください。
・ お申し込みにあたっては必ず、規約に同意頂くことが必要です。なお、お申込にあたっては、この規約に同意していただいたものとして取り

扱わせていただきます。

■お申し込みから登録完了までの日数
弊社の作業が完了した後、「登録完了のお知らせ」をお送りします。

☞「営業日」とは、ASAHI ネットが申込書を受け取ってから登録完了のお知らせの通知を行うまでの一般的な日数の目安です。

      各営業日以内の登録作業の日数を保証するものではありません。

サーバーのホスト名をサブドメイン（.asaren.jp）で利用する場合

日数 約３営業日

サーバーのホスト名を独自ドメインで利用する場合

独自ドメイン種別

新規取得 ASAHI ネットから移行 他社から移行 他社

セキュアホスティングサービスの
サーバー用として独自ドメインを

新規に取得する。

ASAHI ネット独自ドメイン名サー
ビスでご利用中の独自ドメインを
セキュアホスティングサービスサ

ーバー用として移行する。

他社ホスティングサービスでご利

用中の独自ドメインをセキュアホ
スティングサービスサーバー用と

して移行する。（また、指定事業
者を ASAHI ネットへ変更する。）

他社ホスティングサービスでご利

用中の独自ドメインを VPS ホスト
として利用する。（指定事業者を

変更せず、独自ドメインホストを
割り当てる。）

日数 約 1 ヶ月 約 1 ヶ月 約 1 ヶ月   約３営業日 注１０

注１０ ほかに、独自ドメインをご契約いただいているサービス事業者の作業日数がかかります。詳しくは、独自ドメインをご契約いただいている
サービス事業者までご確認ください。

☞法人会員規約

http://asahi-net.jp/agreement/corporation.html

☞会員の禁止事項

http://asahi-net.jp/agreement/prohibit.html

☞商用ホームページサービス規約

http://asahi-net.jp/agreement/hp_corp.html
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