
ホームページの「常時SSL化（HTTPS化）」にも対応いたします。イッツコムのホスティングサービスは他プロバイダの回線経由での利用も可能です。
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Office サーバホスティングサービス

Office

東急グループの多様な事業分野へ導入してきた
安心と信頼のサービスを法人のお客様へ。

イッツコムの法人向けサービス

サーバホスティング
サービス

アライアンス営業部

お問い合わせ
2020.07 ver.

https://www.itscom.co.jp/forbiz/（　　　  ）平日のみ
9:30-18:0003-6670-2114

www
サーバーホスティング

www & メール
パックメニュー

メールサーバー
ホスティングサービス

　　 サーバホスティングサービス

2台のファイルサーバを1クラスタとして冗長構成をとり、
RAID構成のディスクに常に2重にデータを書き込んでいます。
冗長化されたサーバ群は、ロードバランサを利用して負荷分散
を行っています。
24時間専門スタッフが常時監視を行っております。自社大容量
バックボーンで高速アクセスが可能です。

導入ステップ

ご利用
開始

お電話・
Webで
お問い合わせ

サービス
提供環境
準備

お見積
お申し込み
ご契約

WWW & メール　パックメニュー

WWWサーバホスティング

※メール（セキュア）アカウント数5、サーバ容量及びメールアカウント追加不可
※各オプションサービスの料金はそれぞれのサービスに準じます。

www & メール　パックメニュー

初期費用
月額費用

パックサービス（セキュア）
20,000円（税抜）

ミニパック

13,500円（税抜） 5,000円（税抜）

サービス内容 WWWとメールのセット、
メールアカウント数10 ～

メール（セキュア）アカウント数5、
サーバ容量及びメールアカウント追加不可

独自ドメインでのWWWサーバホスティングとメールサーバ
ホスティングのサービスをセットで提供します。

ＷＷＷサーバとメールアカウント（セキュア）をコンパクトに
セットにしたミニパックサービスもご用意しております｡

　ご利用料金 （税抜）

セキュアメールサーバーホスティングサービス
基本機能
独自ドメインを 1 契約毎に 1 ドメイン提供
管理画面（Web Manager 提供）
送信メールサーバ（SMTP/SMTP-Auth/SMTP over SSL）
受信メールサーバ（POP3/POP over SSL）
受信したメールを自動で指定した宛先に転送する機能
アカウントステータス管理
 - SMTP 機能/POP 機能/IMAP 機能 制限
バケーション
 - 受信したメールを自動で送信元に返信する機能
フィルタリング
 - 受信したメールを予め設定したルールに基づき処理する機能
WEB-Mail
 - Web ブラウザを用いてメール送受信やファイル転送を行う機能

メールアカウント
メールアカウント追加
ウィルススキャン
迷惑メールスキャン

メーリングリスト

初期費用
20,000円（税抜）

月額費用
5,000円（税抜）

基本 10個
1個 300円（税抜）

○
○

初期費用 : 10,000円（税抜）　
月額費用 : 1,500円（税抜）/1個

投稿許可権限：MLメンバー許可者、無制限より選択可
※ウィルス、迷惑メールスキャンを実施

サーバ容量
サーバ容量は、
基本10GBで

ご利用頂けます。

FTP接続
ホームページの

更新はFTP接続で
お客様のパソコンから

行えます。

ドメイン
ドメイン取得料は

別途頂戴
いたしません。

CGI
CGIはご自由に

ご利用頂けます。

パスワード変更 アクセス集計
ホームページアクセス

状況を集計して
ご提供いたします。

FTPアカウントのパスワード
変更、サーバ使用容量の確認
は、ドメイン管理者様が専用
ホームページから行えます。

当社ホスティングサービスは以下のラインナップで構成しております。
いずれのメニューにもドメイン取得・お預かりサービスが付き、追加の費用はいただきません。



for Business WEBディテクトは、自社ウェブサイトの改ざんの有無を定期的に確認し、安全を継続的に確保し
ます。お客様は対象となるサイトを登録するだけで、WEBディテクトが自動でウェブサイト改ざんの有無を定期
的に確認します。検知が難しいとされる、Gumblar（ガンブラー）ウイルスによるウェブ改ざんも検知が可能です。

対象となるサーバホスティングサービス
パックサービス（セキュア）、パックサービス（スタンダード）、WWWサーバホスティングサービス、SSLサーバホスティングサービス、
ミニパックサービス

その他のオプション

メールサーバホスティングのさまざまな機能

メールサーバホスティングサービス

※1 お客様サーバ上位環境により費用は変動
※2 証明書「セコムトラストシステムズ セコムパスポート for Web3.0」の場合
※3 当社サーバへの設定作業費
※4 作業費はお客様環境により変更（別途見積）

※上記ご利用料金は、下記の弊社サービスをご契約頂いているお客様が対象となります。

初期費用
月額費用

WEBディテクト100
（100ページまでスキャン）

3,000円（税抜）

WEBディテクト300 
（300ページまでスキャン）

3,000円（税抜） 4,500円（税抜）
2,000円（税抜）

メールアドレスは「ご希望のお名前＠ドメイン名」となります。ドメイン取得料は別途頂戴いたしません。
メールアドレスの＠の前の部分は、最大で６４文字、半角英数字と「－（ハイフン）」と「_（アンダーバー）」「.(ピリオド)」を
ご利用になれます。
メールアドレスの作成、削除等は契約個数の範囲内で、ドメイン管理者の方がご自由に
弊社の専用ホームページから行っていただけます。契約個数の追加をご希望される
場合はITサポートセンターへご連絡ください。メールの転送設定やパスワードの
変更は、メールユーザの方が自由にホームページから行っていただけます。他プロバ
イダの回線経由での利用も可能です。他プロバイダ経由でメールを送信される場合は、

「SMTP over SSL」をご利用ください。他プロバイダにより「OOP25B（Outbound Port 
25 Blocking）」が実施されている場合でも、メール送信が可能です。
一通あたりのメールサイズが20MBを超過する場合、メールの送受信はできません。

「for Business WEBディテクト」にてご提供するサービス
は、WEBサイトの改ざんをチェック・検知するサービスで
あり、お客様ご自身のパソコン、メール等のセキュリティを
防止するサービスではございません。本サービスは、全ての
WEB改ざんの検知及び防止を保証するものではございま
せん。FLASHや動画ファ
イルのみで構成されてい
るページや、アクセス制
限が施されているページ
等は、本サービスのチェッ
ク対象外となります。

ドメイン単位でのウィルススキャンを行いま
す。常に最新のウィルス定義を更新（5分ごと
に更新）していますので、日々増え続けるウィ
ルスにも対応できます。

（新種のウィルスには、対応できない場合があ
ります。）

　ご利用料金 （税抜）

初期費用wwwホスティング

基本機能
基本ディスク容量 10GB
FTP アカウント 1個
独自ドメインを 1 契約毎に 1 ドメイン提供
管理画面（Web Manager 提供）
週次アクセスログ集計情報の提供
過去一週間分のログファイル提供
ユーザ認証設定（指定フォルダへの認証機能設定）
アクセス制御設定（特定 IP アドレスからの閲覧制御）
標準 CGI（アクセスカウンタ、メール送信フォーム提供）
独自 CGI（Perl 言語による独自 CGI 開発環境）
PHP 言語による開発環境提供
DB 開発環境提供（phpMyAdmin 提供）

WWWサーバ容量追加 （1GB）
FTPアカウント追加（1個）
ログ抽出追加設定（1件）
アクセスログ追加集計（1件）

20,000円

-
-

1,000円
3,000円

常時SSL化構築作業費
サーバ証明書
サーバ証明書代行取得作業料
サーバ設定料

80,000円～ ※4

-
-
-

月額費用

10,000円

1,000円
1,000円

-
3,000円 ※4

-
55,000円 ※2

20,000円
10,000円 ※3

改ざん検知通報メール
『WEBディテクト』が1日/1回お客様のサイトをチェックし、

改ざんを検知した場合は、
ご指定のメールアドレスに通報メールを送信いたします。

専用管理画面
お客様専用の管理画面をご用意いたしますので、
チェック結果を日々ご確認頂く事が可能です。

また、管理メンバーの追加等、
詳細設定もこの管理画面から行えます。

改ざんページ切替機能
お客様サイトの改ざんが検知された場合、

安全なメンテナンスページへ
自動で切替える事が可能です。

自社サイトの安全性をアピール
gred証明書を提供します。

この証明ロゴを自社のウェブサイトに表示すれば、
gredセキュリティサービスによって守られている検証結果を

表示させることができます。

WEBディテクト

ウイルススキャンサービス

ご要望によりメールアーカイブ、誤送信防止機能をご提供いたします。（別途有償によるサービスご提案）その他付加機能

●送信元IPアドレスとメールコンテンツの2段
階で迷惑メールの判定を行い、結果をメー
ルヘッダへ挿入

●迷惑メールと判定されたものを隔離
●1日1回　隔離されたメールの概要をメールで通知
●ブロックリストを利用し、受信メールアカウント

ごとに、受信を拒否するメールアドレスを管理
●セーフリストを利用し、受信メールアカウン

トごとに、迷惑メールスキャンにより隔離し
ないメールアドレスを管理

迷惑メールスキャンサービス

●投稿制限なし
参加・退会を管理者が行う。投稿は限定なし。
閲覧は登録者のみのメーリングリストです。
●登録メンバーのみ
参加・退会を管理者が行う。投稿、閲覧は登録
者のみのメーリングリストです。
●投稿許可者のみ
限られた人だけが発信できる、同報通知型の
メーリングリストです。顧客組織への情報提
供等にご利用いただけます。

メーリングリスト
サーバホスティングサービス

（オプション機能）

改ざん検出の流れ

選べる
3つの
タイプ

WEBディテクトにお申込み頂き、
自社のウェブサイトを登録

問題検知時は、ご指定のメール
アドレスに通知メールを送信

ウェブサイトを安全なメンテ
ナンスページへ自動切替え

1日/1回、WEBディテクトが
お客樣のウェブサイトを解析

専用管理画面でレポートを提供

お客様対応作業

お客様対応作業

解析レポートを元に、
改ざんを修復


