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株式会社フューチャースピリッツ

◎：標準対応(無料)   ▲：オプション(有料)  －：非対応

FutureWeb Pro M1
(エムワン)

FutureWeb Pro M2
(エムツー)

FutureWeb VPS V1
(ブイワン)

FutureWeb VPS V2
(ブイツー)

初期費用 標準構成時 98,000円+消費税 148,000円+消費税 20,000円+消費税 20,000円+消費税

月契約 45,000円+消費税 75,000円+消費税 21,500円+消費税 26,500円+消費税

６ヶ月契約 270,000円+消費税 450,000円+消費税 129,000円+消費税 159,000円+消費税

年間契約

495,000円+消費税

<割引時月額費用>

41,250円+消費税

825,000円+消費税

<割引時月額費用>

68,750円+消費税

258,000円+消費税 318,000円+消費税

サーバー構築納期 標準構成時

最低ご利用期間

CPU 標準構成
Intel Xeon Silver

８コア

Intel Xeon Silver

８コア × 2
仮想2コア 仮想4コア

標準構成 16GB 32GB 2GB ４GB

アップグレード
▲

別途 (最大256GB)

▲

別途（最大512GB）

標準構成（論理容量） 480GB (SSD) 960GB (SSD) 100GB (SAS) 200GB (SAS)

冗長化（RAID）
ハードウェアRAID 1

(物理SSD数：480GB×2台）

ハードウェアRAID 10

(物理SSD数：480GB×4台）
ハードウェアRAID 10 ハードウェアRAID 10

240GB

480GB

960GB

1.92TB

600GB(SAS 10,000rpm)

900GB(SAS 10,000rpm)

1.2TB(SAS 10,000rpm)

2.0TB(SAS 7,200rpm)

電源 冗長化

訪問ご提案

エンジニアサポート

バックボーン回線

共用回線（1Gbpsベストエフォート）

専用回線帯域サービス

専用回線帯域サービス 超過費用

標準提供

ドメイン追加

（追加したドメインはサーバー管理ツールで

一元管理）
サブドメイン追加

（追加したサブドメインはサーバー管理ツー

ルで一元管理）

標準提供

IPアドレス追加・設定

標準ファイアウォール

(ソフトウェアファイアウォール)

SSD追加

月額　8,500円+消費税/  設定費用　10,000 円+消費税

月額　12,500円+消費税/  設定費用　10,000 円+消費税

月額　25,000円+消費税/  設定費用　10,000 円+消費税

月額　43,000円+消費税/  設定費用　10,000 円+消費税
▲

追加10GBあたり月額500円+消費税

（最大600GB※標準構成の容量を含みます）

ハードディスクの追加は10GB単位

ハードディスク追加

ディスク

月額　7,000円+消費税 /  設定費用　10,000 円+消費税

月額　10,000 円+消費税/  設定費用　10,000 円+消費税

月額　13,000 円+消費税/  設定費用　10,000 円+消費税

月額　20,000 円+消費税/  設定費用　10,000 円+消費税

１個

（ドメイン取得・保管費用 無料）
※別途取得の必要あり

最短1営業日

※台数やサーバー構成によりお時間を頂く場合があります。

最短3営業日

※台数やサーバー構成によりお時間を頂く場合があります。

２個
1個

IPでのアクセスは出来ません。

◎

メモリ容量

FutureWeb Pro/VPS シリーズ

導入・サポート

※ご注意：トラフィック転送量については制限しておりませんが、ご利用サーバーにてネットワーク帯域の消費が激しい場合等、

　　　　　他のお客様のサーバー、ネットワーク機器への影響を考慮し、一時的な帯域の制限、専用回線帯域へのアップグレード等、

　　　　　ご提案させて頂くことがございますのであらかじめご了承ください。

◎（30ドメインまで）

※弊社ドメイン保管サービス利用時は、ドメイン取得・保管費用が別途必要です

ネットワーク

 ▲

追加1GBあたり月額2,000円+消費税

（最大16GB※標準構成のメモリを含みます）

メモリの追加は1GB単位

フューチャースピリッツ 専用/VPSレンタルサーバー『FutureWeb Pro/VPS』 機能・価格一覧表

◎

◎

◎

10Gbps × 2本（冗長化）

シリーズ

プラン

1ヶ月

定期費用

◎

（ご利用サーバー内でファイアウォール機能を実装しています）

転送量制限

▲

月額　50,000円+消費税 ／10Mbpsあたり

（設定当月課金／年間割引なし）

月額　5,000円+消費税 ／1Mbpsあたり

なし ※

▲

初期10,000円+消費税 月額2,000円+消費税 ／1個

IPアドレス

ファイアウォール

ドメイン

◎
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株式会社フューチャースピリッツ

◎：標準対応(無料)   ▲：オプション(有料)  －：非対応

FutureWeb Pro M1
(エムワン)

FutureWeb Pro M2
(エムツー)

FutureWeb VPS V1
(ブイワン)

FutureWeb VPS V2
(ブイツー)

FutureWeb Pro/VPS シリーズ

フューチャースピリッツ 専用/VPSレンタルサーバー『FutureWeb Pro/VPS』 機能・価格一覧表

シリーズ

プラン

共用

（スループット：1Gbpsベストエフォート）

専用

（スループット：最大1Gbps）

ロードバランサー

（負荷分散機能）
共用

IPS+WAFサービス 攻撃遮断くん

侵入検知（Fail2Ban）

ウェブアプリケーションファイアウォール

メールアカウント作成・編集

ウィルスチェック

迷惑メール対策

メール転送

メールエイリアス

自動応答メール

メーリングリスト

サブミッションポート

ウェブメール（Horde、roundcube）

スマフォ対応ウェブメール（Horde）

SMTP-AUTH

送受信メールサイズ上限

Wordpress一元管理機能

（WordPress Toolkit）

nginx連携機能

ファイル共有（Webdav）

アプリケーション簡単インストール機能

ファイルマネージャー

サイトプレビュー

ウェブサイトコピー

（ステージングサイト作成）

クーロン管理

カスタムエラーページ

アクセスログ解析

WEBアクセス制限

サーバー管理ツール

（Plesk17.8 Web PRO Edition

　※30ドメインまで管理可能）

FTPアカウント管理機能

サイト管理者情報変更

サイト管理者設定

メールフォーム

（無料ASP版）

フォームメーラー Free Plus
メールフォーム

（サーバーインストールタイプ）

フォームメーラー for Server

ランゲージパック

（Pleskを２ヶ国語以上で利用でする場合

に必要）

セキュアサーバー

（SSL）

専用SSL領域

（要：SSL証明書）

▲

初期0円　月額　15,000円+消費税

WEB支援機能

▲

月額　800円+消費税／1言語

◎

◎

(WordPress,concrete5など)

メール機能

◎

（アカウント無制限）

▲

SSL証明書費用（1年分）＋SSL証明書設置費用：16,000円＋消費税～

　　※複数サーバーをご利用の場合、必要な台数分の取得・更新代行費用が必要となります。

　　※証明書の移行・持ち込みは応相談

◎

1通あたり最大10MB

ファイアウォール

▲

初期10,000円+消費税／月額40,000円+消費税

◎

▲

初期30,000円+消費税／月額10,000円+消費税

（ポリシー設定可能数：20ポリシーまで）

▲

初期120,000円+消費税／月額30,000円+消費税

（ポリシー設定数：5,000ポリシーまで）

▲

初期：10,000円+消費税/月額：3,000円+消費税（2台まで）

（+1台追加につき初期：5,000円+消費税/月額：3,000円+消費税）

◎

セキュリティ機能

-
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株式会社フューチャースピリッツ

◎：標準対応(無料)   ▲：オプション(有料)  －：非対応

FutureWeb Pro M1
(エムワン)

FutureWeb Pro M2
(エムツー)

FutureWeb VPS V1
(ブイワン)

FutureWeb VPS V2
(ブイツー)

FutureWeb Pro/VPS シリーズ

フューチャースピリッツ 専用/VPSレンタルサーバー『FutureWeb Pro/VPS』 機能・価格一覧表

シリーズ

プラン

MySQL／MariaDB

phpMyAdmin

（MySQL／MariaDB管理画面）

PostgreSQL

phpPgAdmin

（PostgreSQL管理画面）

DBレプリケーション導入・保守

※対象DBは、MySQLまたはMariaDBとなります

データベース保守・設定

(アカウント追加・バージョンアップ)

管理者権限 root権限

死活監視（ping監視）

ポート監視

プロセス監視

ディスク容量監視

負荷監視

データベース監視

メール流量監視

WEBアクセス監視

障害検出時の連絡

サーバー再起動

(お客様都合によるご依頼)

サービス再起動

(お客様都合によるご依頼)

ダブルドメイン [ドメインエイリアス]

（DNS/Apache設定含)

DNS設定

Apache設定

.htaccess設定

（リダイレクト・アクセス制限等）

メールサーバー設定変更

Plesk Web Host Edition

(無制限ライセンス)＋設定

Tomcat/JDK導入

アプリケーションのプレインストール

（弊社動作確認済みアプリケーションの導入）

アプリケーション設置代行

（弊社動作確認済みアプリケーションの導入）

ローカルバックアップ
ご利用サーバー領域内に

データをバックアップ

外部バックアップ
１日１回外部記憶装置への

バックアップを実施

サービス再起動

サーバー再起動

再構築・再インストール OS再インストール

顧客登録情報変更（電話・ﾒｰﾙ・FAX）

サービス内容変更（電話・ﾒｰﾙ・FAX）

サイト管理者情報変更(電話・ﾒｰﾙ・FAX)

テクニカルサポート(電話・ﾒｰﾙ・FAX)

▲

10,000円+消費税 ／1回（１台）

◎

◎

24時間365日

◎

(有料アプリケーションの場合は、別途ライセンス費用がかかります)

▲

20,000円+消費税 ／ １件

◎

※ご注意：ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟは、ご利用サーバー容量内で行います。世代数、ディスク容量によりﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ可能な容量が異なります。

お申し込み時に、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの要否、世代数、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ間隔をご指定ください。

◎

※ご注意：お客様のご都合により、外部記憶装置からの復旧（データリカバリー）

を行う際は、有料（10,000円～）となりますので、あらかじめご了承ください。

◎

※障害発生時は24時間365日無償対応

サポート

再起動対応

▲

弊社にて保持（ご相談により譲渡可）

▲

導入費用 15,000円+消費税 ／１セット(2DB)

保守費用 月額5,000円+消費税 ／１セット(2DB)

（月額費用は、納品翌月からの課金）

追加設定・導入代行

◎

◎

サーバー保守・監視

▲

月額5,000円+消費税

◎

データベース
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株式会社フューチャースピリッツ

◎：標準対応(無料)   ▲：オプション(有料)  －：非対応

FutureWeb Pro M1
(エムワン)

FutureWeb Pro M2
(エムツー)

FutureWeb VPS V1
(ブイワン)

FutureWeb VPS V2
(ブイツー)

FutureWeb Pro/VPS シリーズ

フューチャースピリッツ 専用/VPSレンタルサーバー『FutureWeb Pro/VPS』 機能・価格一覧表

シリーズ

プラン

OSディストリビューション

OSカーネル

標準Cライブラリ(glibc)

コンパイラ（gcc）　

ウェブサーバー（Apache）

メールサーバー（Postfix）

メーリングリスト（mailman）

FTPサーバー（proftpd）

言語（Perl）

言語（PHP）

データベース

（MySQL　or　MariaDB）

データベース

（PostgreSQL）

ご注意事項

MovableType

Wordpress

Xoops

OpenPNE

EC-CUBE

Desknet's

サイボウズ Office

サイボウズ デヂエ

サイボウズ メールワイズ

ハードウェアアップグレード ▲ －

2.1.12

1.3.5

5.10.1

5.3.3

MySQL 5.1.71

8.4.18

CentOSのバージョンは、提供時期により変更になる場合があります。

また、CentOSのバージョンにより各ソフトウェアのバージョンも変更される可能性があります。

予めご了承ください。

CentOS 6（64bit版）

Linux 2.6.32

2.12

4.4.7

2.2.15

2.6.6

2.1.15

1.3.5b

5.16.3

CentOS 7（64bit版）※標準OS

Linux 3.10.0

2.17

4.8.5

2.4.6

2.10.1

プランアップグレード

設置代行対象

アプリケーション

5.4.16／7.2.10

MariaDB 5.5.56

9.2.11

◎

弊社にて設置代行

－

ソフトウェア

バージョン

※上記以外のアプリケーションにつきましては別途ご相談ください。

※アプリケーションバージョンのご指定につきましては別途ご相談ください。

※有料アプリケーションの場合は、別途ライセンス費用がかかります。

▲（V1→V2へのプラン変更は可能）
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