
VPManageServ. (VPMS)はクラウドとオンプレミスの共存が可能なハイブリッドクラウド。

柔軟でセキュアなインフラを最適コストで構築し保守運用までワンストップで提供。

オンプレミスからのクラウド化や既存設備の変更・アウトソースをご検討中のお客様へ。



柔軟性 高可用性 セキュリティ リプレイス対策不要
VPMSはCPUやメモリ、追加ディ
スクなど要求性能に応じてサーバ
選択が可能なインスタンス制。
性能不足になったらアップグレー
ドも柔軟に対応。

プラットフォームはフェイルオー
バ機構を備えた仮想化基盤を採用
しネットワークも全て二重化。
物理故障にも強い高い可用性。

マイクロセグメンテーション機能
を備え、サーバ単位に制御可能な
ファイアウォールを標準搭載。
プライベートネットワークの構成も自
由自在で高いセキュリティ性を確保。

仮想化プラットフォームにより
サーバを仮想化。
物理サーバのようにハードウェア
の老朽化の懸念が無くリプレイス
要らずを実現。

VPMSの4つのポイント

VPMSのプランは3種類

インスタンス立上げ＋OSセット
アップまで行い、監視や保守運用
も必要最低限に抑えたパッケー
ジ。お客様にご自由にお使い頂く
プランです。
開発環境などにお勧めです。

インスタンス立上げ＋当社テンプ
レートによるOS＆ミドルウェア
セットアップまで行い、監視と保
守運用も行うパッケージ。
コーポレートサイトやメールサー
バなどベーシックな利用にお勧め
です。

インスタンス立上げ＋お客様要望
に応じたオーダメイドでOS＆ミ
ドルウェアセットアップまで行
い、監視と保守運用も行うパッケ
ージ。
個別のご要望へのカスタマイズも
ご相談ください。

　インフラを任せる
万全のセキュリティ対策が施された耐障害性の高いプラットフォームにサーバを
構築。専門スタッフが24時間365日保守運用まで請負います。

　要件規模に応じたインフラ環境の導入支援
1000件を越える個別要件導入実績に基づく、高信頼なサーバ環境の設計と導入
が可能です。ご要件に応じた最適なインフラ環境の導入をサポートします。

　ビジネスフェーズに応じたコスト最適化
ヴイエムウェア社の仮想化技術によって構築された柔軟性の高いプラットフォー
ムへの無駄のない投資により、高いコストパフォーマンスを実現します。

仮想マシンの立上げ、OS・ミドルウェアの導入セットアップにくわえて
日々の保守運用までをセットでご提供いたします。すべてディーネットにお任せください。

ディーネットはヴイエムウェア社のパートナープロ
グラム vCloud Air Networkの認定サービスプロバ
イダーです。仮想化技術として世界中で実績のあ
るVMware vSphereを 中核に“Virtual SAN”や
“VMware NSX”を用いた基盤を構築。
VPMSでは、認定プロバイダーならではの高品質
なサービスやサポートをご提供します。

フルマネージド
プレミアムPLUS
プラン

ライトマネージド
プラン

フルマネージド
プラン

導入構築・保守運用サービス付き
プライベートクラウド、VPMS。



※ライト：ライトマネージド ／ フル：フルマネージド ／ プラス：フルマネージドプレミアムPLUS機能一覧
ライト フル プラス

能

機

本

基
インスタンス（仮想マシン） ／ 1 グローバル IP 付

OS（Linux：CentOS/Redhat）

OS（WindowsServer） ‒ ‒

自動フェイルオーバー（HA 機能）

ルータ・ファイアウォール

マイクロセグメンテーション

追加グローバル IP

増設ディスク

ロードバランサ（L4）

専有 UTM（ルータ・ファイアウォール機能内蔵）※

プライベート LAN

インターネット VPN（H/W）※

リモート VPN（H/W）※

ダイレクトリンク※

専有サーバ＋インスタンス（仮想マシン）※

他
の
そ

用

併
ドメイン取得 &DNS 管理サービス

SSL 証明書取得サービス

メールフィルタガードマン（スパム &ウイルスチェック）

Plesk 導入（ライセンス込み）

インスタンスセットアップ＋ OS インストール

OS& ネットワーク基本設定パッケージ ‒ ‒

OS& ネットワーク基本設定＋ミドルウェア構築パッケージ ‒

ミドルウェア構築パッケージ 個別カスタマイズ（要相談） ‒ ‒

ミドルウェア個別導入代行 （要相談） ‒ ‒

設定変更作業代行（要相談）

ミドルウェア設定変更 工数パッケージ ‒

お客様取得 SSL 証明書 持ち込み設置代行 ‒ ‒

24 時間 365 日テクニカルサポート（エンジニア窓口／電話・メール） 

運用アドミニストレータ制度

緊急度の高い脆弱性対応

セキュリティアップデートサービス（LinuxOSのみ／JPCERT 推奨項目） ‒

ディレクトリバックアップサービス（LinuxOSのみ） ‒

OS 基本監視（自動通知）パッケージ ‒ ‒

OS 基本監視＋ミドルウェア保守運用パッケージ ‒

サーバ再起動代行

root 権限一時貸出し（LinuxOSのみ） ‒

root/Administrator 権限引渡し（LinuxOS/WindowsOS） ‒ ‒

サービスメニュー外の特殊運用のご相談承り ‒ ‒

カスタム監視オプション（指定ログ監視、文言監視、URL 監視） ‒

月次レポートサービス ‒

WindowsOS Microsoft アップデート通知サービス ‒ ‒

WindowsOS バックアップ領域提供（100GB～1TB） ‒ ‒　　　　　

カスタム運用（お客様手順書作業代行／要相談） ‒ ‒

インスタンスタイプ変更

インスタンス運用プラン変更 （条件有り） ‒

※＝2017年3月以降提供予定



VPMSインスタンス+プラン料金表

構成モデル例

※運用プランによりインスタンス月額料金が異なります。
※各インスタンスの標準搭載のディスク量は100GBです。ディスク追加は100GB単位での増設で最大2TBまで可能です。価格は￥4,800/100GBとな
ります。
※WindowsOSは、2017年1月現在「ライトマネージドプラン」のみ選択可能です。フルマネージド、フルマネージドプレミアムはお選び頂けません。
※別途、初期構築費用が掛かります。
※インスタンス（サブ）構築日数は、ご注文後 5～ 7営業日でお引渡しになります。

プラス ￥64,200

フル ￥59,100

ライト ￥53,900

L4
プラス ￥80,400

フル ￥75,300

ライト ￥70,100

L8
プラス ￥109,100

フル ￥104,000

ライト ￥98,800

L16

プラス ￥69,100

フル ￥64,000

ライト ￥58,800

M8
プラス ￥53,700

フル ￥48,600

ライト ￥43,400

M4

プラス ￥60,500

フル ￥55,400

ライト ￥50,200

S8
プラス ￥47,500

フル ￥42,400

ライト ￥37,200

S4
プラス ￥41,800

フル ￥36,700

ライト ￥31,500

S2 (Linuxのみ)

プラス ￥97,500

フル ￥92,400

ライト ￥87,200

M16

プラス ￥138,200

フル ￥133,100

ライト ￥127,900

L24

1
vCPU

2
vCPU

4
vCPU

24GBメモリ16GBメモリ8GBメモリ4GBメモリ2GBメモリ

スタンダードなインターネット
VPN構成の場合のモデル例です。
クラウドに会員管理サイトを構
築、データベースアクセスにはイ
ンターネットVPNを用いて安全
な通信を確保しています。
既に拠点間VPNでイントラ環境
を構築しているお客様にお勧めで
す。

既存のサーバ環境からの移設作業
もご相談を承っておりますので、
お気軽にお申し付けください。

DBサーバ

Webサーバ

ファイア
ウォール

インターネット

外部向けの通信経路
（Web、メール等）

管理メンテナンス用
通信経路

VPNによる
セキュアな通信経路

（税抜）

info@denet.co.jp
受付時間（平日）9:00～18:00

http://www.vpms.jp/

0120-3889-80


