
法人・企業様のニーズに特化した
新たな「エックスサーバー」

ビジネス向けレンタルサーバーの新スタンダード

「エックスサーバービジネス」は、各種設定の無料代行を始めとする充実のサー
ビスでお客様のビジネスを強くサポートする法人向けレンタルサーバーです。

エックスサーバービジネス

容量 月額 (税抜) 3,420円～200GB～



レンタルサーバー選びこんな「要望・お悩み」はありませんか？

エックスサーバービジネスはこれらのニーズにお応えします！

サポートの返答が早いサービスを利用したい

サーバーの設定を正しくできるか不安
Webサイトの表示を速くして機会損失をなくしたい

安全性に配慮したWebサイトを運営したい

ダウンしない安定したサーバーを使いたい

ノウハウと実績のある運営会社に任せたい



サーバー運用経験

15年以上
運用サイト数

150万 サイト以上

『エックスサーバー』で培った豊富なノウハウで高品質なサービスを提供します。

ノウハウと実績 のある運営会社に任せたい

エックスサーバー株式会社は、国内でも最大級の人気を誇るレンタルサーバー「エックスサーバー」を運営して
まいりました。サーバーの運用経験は、2003 年のサービス提供開始より 15 年以上の実績があります。

「エックスサーバー」は、最新の高性能サーバーマシン、大容量バックボーン、各種高速化機能による圧倒的な
高速環境と高い負荷耐性を備えた高性能レンタルサーバーサービスです。
サーバーの稼働率は 99.99% 以上を誇り、常に安心してご利用いただける環境の構築に努めております。
エックスサーバービジネスでは、豊富な経験で培ったノウハウをもとに、法人・企業様に特化した高品質なサー
ビスをご提供いたします。

人気レンタルサーバー「エックスサーバー」の運用を2003 年から開始し、15 年以上の確かな実績があります。
「エックスサーバー」では、法人・個人問わず多くのお客様にご利用いただき、運用サイトの数は150 万件以上を誇ります。
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安定したサーバーを使いたいダウンしない

経験に基づく豊富なノウハウで安定したサーバー運用をお約束します。

RAID10

サーバー構成はオールSSDでのRAID10 を採用。
RAID1 のミラーリングと、RAID0 のストライピングによって高速かつ高い障害
耐性を兼備します。

「nginx」は大量の同時アクセスの処理に最適化され、静的コンテンツの配信に特
化した Web サーバーです。突発的にアクセスが集中した場合でも高速かつ安定
した Webサイトの運営が可能です。

サーバーは、電源 / 空調 / 防火システム完備の国内データセンターで管理して
います。安心・安全な体制でお客様のデータを厳重に保管します。

障害に強いサーバー構成

国内データセンター管理安心・安全の管理体制

Webサーバー「nginx」大量アクセスに強い負荷耐性

オールSSD RAID10構成
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セコムトラストシステムズ社のセキュリティ診断サービスによって、ネット
ワーク上の脆弱性を定期的かつ厳格に診断しており、常に安心してご利用い
ただける環境を維持しています。

エックスサーバービジネスでは 1 日に 1 回、サーバー上の全データをバックアップ
しています。Web・メールデータは「過去 7 日分」、MySQL データベースは「過
去 14 日分」を常に保持しており、万が一のトラブルに備えています。

安心の定期ネットワーク診断

データ自動バックアップ大切なデータを最大14日間保存

セコムセキュリティ診断

Web アプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から Web サイトを保護するこ
とが可能な「WAF 設定」機能を標準搭載しています。WordPress などの Web 
アプリケーションの安全性を簡単な設定で向上させることができます。

WAF Web アプリケーションファイアウォール（ ）不正アクセスからサイトを保護

安全性に配慮した Webサイトを運営したい

安全・安心なサイト運営のための多彩なセキュリティ機能を備えています。
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24コアCPU、256GBメモリ、オールSSD 採用のハイスペックサーバーにより、
負荷に対する処理能力を高め、アクセスが集中しても影響を受けにくいサイ
ト運営が可能です。

総計 942Gbps(2018 年 6 月現在 ) の大容量バックボーンネットワークに接続し、
スムーズなデータ通信を強力に支えます。

高速通信規格である「HTTP/2」や、PHP や CGI によるCPU 負荷を軽減する
「FastCGI」等の各種高速化技術により、サイトの表示・動作を高速化します。

オールSSDの追及された高速環境

HTTP/2・FastCGIWeb サイトの表示・動作を高速化

総計942Gbpsバックボーン大容量の快適なネットワーク環境

最新ハイスペックサーバー
CPU

表示を速くして機会損失を防ぎたいWebサイトの
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長年の運用実績を元に独自開発した高速システムによる快適な環境で
訪問者の離脱を防ぎます。



正しくできるか不安サーバーの設定を

サーバー移転もおまかせ。設定代行サービス

CMSを手間なく設置可能な簡単インストール機能

現在運用中のサーバーからエックスサーバービジネスへのサーバー移転は、サーバーアカウントごとに 1 回まで、
その他のサーバーパネルで提供する各機能の設定代行を月間で最大 5 回 (B30プランの場合 ) までを無償で対応いたし
ます。

まとめて初期設定 サーバー移転
独自ドメイン設定 / 簡単インストール /メールアドレス作成をまとめて実施

■代行可能な作業一例

運用中のサーバーからの移転を代行します※サーバーアカウントごとに初回のみ無料
所要日数：５営業日程度 所要日数：別途お見積り

サーバー設定代行サービスやCMS簡単インストール機能で初心者の方も安心です。

定番・人気の CMS「WordPress・EC-CUBE・PukiWiki」を、パーミッション変更などの面倒な手間なく簡単に設置・
インストールすることができます。

EC-CUBE は株式会社ロックオンの商標です
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安心の24時間365日対応メールサポート

トラブルもすぐに解決できる電話サポート

「新規ご契約に関するご相談」や「ご契約後の運用に関するお問い合わせ」など、24 時間 365 日、弊社カスタマースタッ
フがメールにて対応しております。返答メールにつきましては、お問い合わせをいただいてから 24 時間以内に返信を
いたします。

エックスサーバービジネスでは、直接話して相談したい時や「サイトに接続できない」などの緊急時、電話によるサポー
トも受け付けております。（技術的に即答が難しい場合は、メールでのお問い合わせをお願いする場合があります。）
※受付時間：平日 10:00 ～ 18:00

返答が早いサービスを利用したいサポートの

サーバーを熟知したスタッフがあらゆるお問い合わせに迅速・丁寧に対応します。

■電話サポートでお答えできる内容の一例
新規ご契約に関するご相談 ご契約後の運用に関するお問い合わせ

サーバー料金、各種仕様について
ドメイン、SSLの種類、料金について
お申し込みからお支払いまでの流れについて
他社からの乗り換え手順について

各種管理パネル上の操作方法
FTPソフトの設定方法
独自ドメイン追加設定方法
サーバーやドメインの契約更新

8



プラン・機能一覧

主な仕様

無料お試し期間 最大 10 日間無料でサーバーのお試し利用が可能 〇

〇
なし

〇
個数無制限

〇

無制限

〇

無制限

独自ドメイン

ウェブ・メール・FTP のデータ転送量に対する課金

MySQL5 を利用したデータベース管理が可能

独自ドメインの利用できる数
サブドメインの利用できる数
ネットワーク上の脆弱性を定期的・客観的に診断

SQLiteが利用可能
利用できる URL

無料・無制限で独自 SSL が利用可能
著名ブランドの SSL サーバー証明書が選択可能

転送量課金
無料独自 SSL
オプション独自 SSL
MySQL
SQLite
URL アドレス
マルチドメイン数
サブドメイン数
セコムセキュリティ診断

共通機能一覧

解説機能 B10/B20/B30

B10
月額 ( 税抜 ) ※ 月額 ( 税抜 ) ※ 月額 ( 税抜 ) ※

初期費用 ( 税抜 )15,000円

容量

各種設定の無料代行
電話・メールサポート
プレゼントドメイン

※月額料金はご契約期間によって異なります。詳しくは公式サイトの料金ページをご確認ください。(https://business.xserver.ne.jp/service/price.php)

あり
あり

.jp/.com/.net のほか属性型JPも対応

３回 / 月

SSD200 GB

3,420円～

プラン一覧
B20

初期費用 ( 税抜 )15,000円

容量

各種設定の無料代行
電話・メールサポート
プレゼントドメイン

あり
あり

.jp/.com/.net のほか属性型JPも対応

５回 / 月

SSD300 GB

6,840円～

B30

初期費用 ( 税抜 )15,000円

容量

各種設定の無料代行
電話・メールサポート
プレゼントドメイン

あり
あり

.jp/.com/.net のほか属性型JPも対応

５回 / 月

SSD400 GB

10,260円～
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表示速度を大幅に向上させる新しい通信規格

最適化処理により表示速度を向上
サーバー上のデータを毎日自動でバックアップ
特定の人だけに公開するページを作成可能
UNIX コマンドを用いてサーバーの遠隔操作が可能
ディレクトリ単位でアクセス制限などが設定可能

CPU 負荷を軽減・プログラム高速化
PHPプログラムのキャッシュ・高速化モジュールに対応

HTTP/2
FastCGI

人気プログラムを手間なく設置・インストール
上位プランへの変更が可能

簡単インストール
プラン変更

OPcache
mod_pagespeed
自動バックアップ

SSH
.htaccess 編集機能

メールフォームをワンクリックで設置可能
Webフォントの設定可能

メールフォームの設置
Webフォント設定

Webページアクセス制限

不正アクセスに対する制限機能
WordPressを手間なく簡単にインストール可能

国外 IP からのコメント投稿やトラックバックを制限

国外 IP アドレスからのアクセスを制限
一時的にコメント・トラックバックを制限

ログイン試行回数制限
簡単インストール

国外 IPアクセス制限
大量コメント制限
国外 IP  コメント制限

オリジナル CGI Perl、Ruby、PHPなどの自作 CGIスクリプトが利用可能
PHP7/PHP5 が利用可能
指定時間に指定コマンドを自動的に実行する機能
SSI が利用可能

PHP
Cron
SSI

〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇
〇

運営サポート機能

サーバープログラム

WordPress 運用支援・セキュリティ設定

解説機能 B10/B20/B30
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FTP アカウントの利用できる数
通信を暗号化し送受信できる FTPS が利用可能
IP アドレスを設定し他 IP アドレスからの接続制限が可能

FTP アカウントの追加
FTP over SSL
FTP 制限設定

作成できるメールアカウントの数

特定条件の受信メールを排除する機能　
ウィルスメールの駆除機能

Webブラウザ上でメールの送受信が可能

メーリングリストを簡単に利用できる機能
メールマガジンを簡単に利用できる機能

メールアカウント数
メーリングリスト
メールマガジン
アンチウィルス
スパムフィルタ

POP による通信を暗号化し盗聴を防止する仕組み

指定したメールアドレスへ自動転送が可能
メールボックスの容量を設定可能

SMTP による通信を暗号化し盗聴を防止する仕組み
IMAP による通信を暗号化し盗聴を防止する仕組み

POP over SSL
SMTP over SSL
IMAP over SSL

メールボックス容量設定
メール転送

受信したメールに定型文の自動返信が可能メール自動返信

WEB メール

※インストール可能であったプログラムの一覧であり、全機能の動作を保証するものではありません。
※動作確認済みバージョン等、詳細は公式サイトの機能一覧ページをご参照ください。(https://business.xserver.ne.jp/service/functions.php)

動作確認済みプログラム一覧

〇
〇

無制限

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇

無制限
メール機能

FTP
解説機能 B10/B20/B30

WordPress 日本語版 (CMS)
EC-CUBE ( ショッピングカート )
PukiWiki (CMS)
concrete5 (CMS)
Joomla (CMS)

MODX 日本語版 (CMS)
Movable Type (CMS)
Drupal (CMS)
Magento ( ショッピングカート )
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よくあるご質問

Q プランによって機能の違いはありますか？

Q 支払い方法にはどのようなものがありますか？

Q 請求書・受領書・見積書の発行は可能ですか？

請求書

受領書

請求書は、PDF ファイル形式でダウンロードすることができます。
紙面での発行 ( 郵送 ) には発行手数料 216 円 ( 税込 ) が必要です。
サポートへご連絡いただくことにより「受領書」をメール（PDF 形式）で送付いたして
おります。書面 ( 郵送 ) による発行は承っておりません。

領収書 各カード会社の利用明細書、各銀行での振込の控え（振込明細）、各コンビニより発行さ
れる領収書（レシート）が、それぞれ正式な領収書となります。

見積書 ご連絡いただいた場合に限り、メール（PDF 形式）で送付いたしております。紙面での
発行が必要な場合は、別途発行手数料が 216 円 ( 税込 ) 必要となります。

クレジットカード決済・銀行振り込み・ペイジー決済・コンビニ決済がご利用いただけます。

Q 申し込みから利用開始までの期間はどのくらいですか？
お申込みから 24 時間以内に設定し、完了次第メールを送らせていただきます。
その時点から、当サービスを利用できるようになります。

Q 利用料金の自動更新はできますか？
クレジットカードによる自動更新の設定が可能です。※口座振替によるお支払いについては対応して
おりません。

プランによってディスク容量、転送量の目安量、設定代行サービスの無料対応回数 (1 ヶ月あたり ) が
異なります。

Q 契約途中でプランの変更は可能ですか？
管理パネルから申請することにより、上位プランへの変更が可能です。
※下位プランへの変更は対応しておりません。
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お問い合わせ

新規ご契約に関する相談や、ご契約後のトラブルなど
お気軽にお問い合せください。

電話サポート窓口

※内容により、メールでのお問い合わせをお願いすることがあります。

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町 4-20 グランフロント大阪タワー A 32F

最終更新日：2018 年 8 月 27 日

TEL：06-6292-8811　FAX：06-6292-8812
https://www.xserver.co.jpエックスサーバー株式会社

平日 10:00 ～ 18:00
06-6147-2580


