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「Biz ホスティング メール＆ウェブ ビジネス／プロ」の提供開始について 

 

NTT コミュニケーションズ株式会社（略称：NTT Com）は、いつでもどこでも安全便利に業務がで

きる ICT 環境を提供する「BizCITY」のコンセプトのもと、手軽にメール及びウェブサーバー機能を

ご利用いただけるホスティングサービス「Biz ホスティング メール＆ウェブ」において、多彩な機能

と充実のサポートメニューを低価格で実現した「Biz ホスティング メール＆ウェブ ビジネス」、及び、

カスタマイズ性、充実の機能、安定性を重視した「Biz ホスティング メール＆ウェブ プロ」を 2011

年 5 月 27 日より提供開始します。 

 

「Biz ホスティング メール＆ウェブ ビジネス／プロ」は、従来提供してきた「OCN ホスティング メ

ール＆ウェブ」からディスク容量増量、機能向上、サポート強化を図り、「Biz ホスティング メール&

ウェブ エコノミー」と共に、「Biz ホスティング メール＆ウェブ」のラインアップとして提供していきま

す。（別紙 1、2、3 参照） 

 

堅牢な NTT Com のデータセンターに設置したサーバーの 24 時間 365 日有人監視や、データ

のトリプルバックアップ、サポートセンター認定制度「HDI サポートセンター国際認定」を取得してい

るサービスセンターでのサポートなど安心のサポート体制でサービスを提供します。 

 

また、「Biz ホスティング メール＆ウェブ ビジネス」では、お客さまのオフィスを訪問し、パソコン

の設定などを代行する「設定代行サービス」をホスティング業界の他社に先駆けて提供します。 

 

 

 

1．「Biz ホスティング メール＆ウェブ ビジネス」の概要 （別紙 4 参照） 

（1） サービス概要 

多彩な機能と充実のサポートメニューを低価格で実現した共有型ホスティングサービスです。

充実のサポート体制や各種設定作業をお客さまに代わって行う設定代行サービスなどにより、

サーバー管理者を有さない中小企業や小規模 EC 事業者に安心してご利用いただけます。 

 

・多彩な機能 

  大容量のディスク容量（40GB～）、独自 CGI やデータベース、携帯対応ウェブメール、ア

クセス解析ツール（Urchin）やブログ作成ツール（WordPress）など、ビジネスで活用できる

機能を提供します。また、「ウイルスチェック」や「迷惑メールフィルタリングサービス」を用

意しており、メールも安心して利用できます。 

 

・設定代行サービスの提供（有料オプション） （別紙 5 参照） 

  メールアドレス作成やメーリングリスト作成、ホームページの作成など、煩雑な設定作

業をお客さまに代わって実施する「サーバー設定代行サービス」と、お客さまのオフィスに

訪問して、メールソフトや FTP ソフトを設定する「訪問設定代行サービス」を提供します。 



 

（2） 利用料金（税込） 

初期費用： 3,150 円～ 

月額料金： 2,919 円～ 

 

 

 

2．「Biz ホスティング メール＆ウェブ プロ」の概要 （別紙 6 参照） 

(1) サービス概要 

カスタマイズ性や安定性、機能性を重視されるお客さま向けの仮想専用型（VPS）ホスティ

ングサービスです。大容量のディスク容量やカスタマイズ性、拡張性を重視される大規模サイ

トを運営する中堅企業、中規模 EC 事業者、SIer に適したサービスです。 

 

・充実の機能 

  大容量のディスク容量（80GB～）、複数ドメインに対応しています。「ウイルスチェック」

や「迷惑メールフィルタリングサービス」のほか、内部監査対策として、「メール監査アーカ

イブサービス」にも対応しており、充実のメールセキュリティ機能を提供します。 

 

・カスタマイズ性 

  OS には、汎用性／拡張性の高い「Red Hat Enterprise Linux」を採用。Root 権限により、

ログ解析ツールやデータベースといった NTT Com が用意したアプリケーションだけでなく、

お客さまが利用したい任意のアプリケーションをインストールでき、柔軟にカスタマイズでき

ます。 

 

 

(2) 利用料金（税込） 

初期費用： 15,750 円～ 

月額料金： 20,790 円～ 

 

 

 

3．ドメイン登録料／初期工事費用無料キャンペーンについて 

OCN ホスティングサービスにおいて、2011 年 6 月 30 日までに新規に申込み、2011 年 7

月 29 日までに利用開始したお客さまを対象に、ドメイン登録料、初期工事費用が無料となる

キャンペーンを実施しており、今回提供する「Biz ホスティング メール＆ウェブ ビジネス/プ

ロ」も対象となります。 

詳細は、ホームページ（http://www.ocn.ne.jp/hosting/campaign/）をご覧ください。 

 

 

＜参考＞ 「Biz ホスティング メール＆ウェブ エコノミー」の概要  

業界トップクラスのコストパフォーマンスを実現したホスティングサービスです。オンライ

ンサインアップですぐにご利用いただけ、ホームページやメールをご自身で運用されるお

客さまに最適なサービスとなっています。また、お客さまに代わってホームページ作成と更

新をサポートするパックメニューもご用意しております。 



【別紙１】 Bizホスティング ラインアップ

Bizホスティング

エンタープライズ

グローバル

ベーシック

メール＆ウェブ

プロ

ビジネス

エコノミー

メールとウェブサーバー機能の
提供に特化した
ホスティングサービス

社内サーバーのアウトソーシング、
オンデマンド化を実現する
ホスティングサービス



＜品質＞
・サーバーリソース：確保型
・多彩なオプション機能

＜サポート＞
・設定代行サービス
・24時間365日故障対応

【別紙２】 Bizホスティング メール＆ウェブのラインアップ展開

月額料金¥1,500 ¥3,000 ¥5,000 ¥20,000～

BizBizホスティングホスティング
メールメール&&ウェブウェブ

ビジネスビジネス
¥2,919～5,985

BizBizホスティングホスティング
メールメール&&ウェブウェブ

プロプロ
¥20,790～41,790

プロビジネスエコノミー

ご利用に

最適な

お客さま

・サーバー管理のアウトソーシン
グを希望される中堅企業のお
客さま

・ Sier

・ EC事業者

・サーバー管理者を有さない中堅
/中小企業のお客さま

・EC事業者

・コストを重視され、ご自身でサー
バー運用が可能なお客さま

・中小/個人事業者

・コミュニティサイトオーナー

＜品質＞
・サーバーリソース：
ベストエフォート型

Bizホスティング
メール&ウェブ

エコノミー
¥1,500

機能・品質・サポート重視

コスト重視

機
能
・品
質
・サ
ポ
ー
ト



－Privateサーバー

OCN

ホスティング

L1/L2/L3メール＆ウェブ
Pro2

ライト/ベーシックメール＆ウェブ２

サービス名 プラン名ブランド名

変
更

【別紙３】 OCNホスティングからBizホスティングへのブランド移行

変更前 変更後

Privateサーバーメール＆ウェブ

プロ

Biz

ホスティング

L1/L2/L3

ライト/ベーシックメール＆ウェブ

ビジネス

サービス名 プラン名ブランド名



【別紙４】 Bizホスティング メール＆ウェブ ビジネス

● （無料）独自CGI

-root権限

-複数ドメイン対応

-メール監査アーカイブ

迷惑メール

3,150円～初期費用（税込）

ライト：40ＧＢ/ベーシック：80ＧＢディスク容量

サポートや安定性を重視したいご利用を推奨するお客さま

・ 独自CGIやデータベース等機能充実

・ 訪問設定代行等の手厚いサポートで初めてのご利用でも安心

・ 中小企業/小規模EC事業者/Web制作事業者のお客さま向けサービス

サービス特徴

○ （有料）

24時間365日

○ （有料）

10-180

2,919円～

Bizホスティング メール＆ウェブ ビジネス
（ライト/ベーシック）

月額料金（税込）

設定代行

メールアドレス数

ウイルスチェック

故障対応
サポート

主

な

仕

様



【別紙５】 Bizホスティング メール＆ウェブ ビジネス 設定代行サービス

*1 メールソフト設定代行のお申し込みにあたっては、対象アドレスでのメールアドレス作成代行のお申し込みが必要となります。1ア
ドレスを複数台のPCに設定する場合は、複数アドレス扱いとなります。なお、メールソフト設定代行の料金には、訪問基本料（新
規：5,250円 /10アドレス、移行：10,500円/10アドレス）が含まれています。

*2 メールソフト設定代行との同時お申し込みではない場合、訪問拠点毎に訪問基本料5,250円が必要となります。

*3 対象ソフトのサーバー設定代行のお申し込みが必要となります。また、対象ソフトはお客さまにてご準備いただく必要があります。

＜新規の場合＞

21,000円 / 10アドレス毎 ＊1

ー ＊1

メールソフト設定

＜他社からの移行の場合＞

31,500円 / 10アドレス毎 ＊1

5,250円 / 件 ＊2ーFTPソフト設定

7,350円 / PC1台毎 ＊2 ＊310,500円 / 件ネットショップオーナー（ネットショップ開業ソ
フト）インストール

ー31,500円 / 件 （3ページ）ホームページ作成

ー21,000円 /件フォームメール作成

－8,400円 / ML毎メーリングリスト作成

ー10,500円 / 件WordPress（ブログ）インストール

ー8,400円 / 件MySQL（データベース）インストール

7,350円 / PC1台毎 ＊2 ＊310,500円 / 件ダヴィンチ・カート（ショッピングカートソフト）
インストール

ー10,500円 / 10アドレス毎メールアドレス作成

②訪問設定代行サービス①サーバー設定代行サービス



【別紙６】 Bizホスティング メール＆ウェブ プロ

● （無料）独自CGI

● （無料）root権限

● （無料）複数ドメイン対応

○ （有料）メール監査アーカイブ

○ （有料）迷惑メール

15,750円～初期費用（税込）

L1：80ＧＢ/L2:120GB/L3：160GB/Privateサーバー：230GBディスク容量

サポートや安定性に加え、カスタマイズや拡張性を重視したいご利用を推奨するお客さま

・ VPS（仮想専用ｻｰﾊﾞｰ）技術による高いパフォーマンスで本格的なビジネス展開
や複数ドメインによる運用が可能

・ root権限により、自由度の高い運用が可

・ 中堅企業/中規模EC事業者/SIer/Web制作事業者のお客さま向けサービス

サービス特徴

○ （有料）

24時間365日

○ （有料）

無制限

（推奨値：300-3,000）

20,790円～

Bizホスティング メール＆ウェブ プロ
（L1/L2/L3/Privateサーバー）

月額料金（税込）

設定代行

メールアドレス数

ウイルスチェック

故障対応サポート

主

な

仕

様




