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Privateクラウド スタンダートシリーズ サーバ・リソース 

 

表示価格は税込となります 

プラン 
現在の価格 

(月額費用) 
サーチャージ 

2023 年 3 月 1 日 

以降のご請求価格 

(月額費用) 

スタンダード S1B (60 ヶ月契約) S1B プラン ¥51,700 ¥5,170 ¥56,870 

(36 ヶ月契約) S1B プラン ¥58,300 ¥5,830 ¥64,130 

(12 ヶ月契約) S1B プラン ¥61,600 ¥6,160 ¥67,760 

(6 ヶ月契約) S1B プラン ¥67,100 ¥6,710 ¥73,810 

メモリ追加 8GB ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

スタンダード S1B 

スタンバイ 

(60 ヶ月契約) S1B スタンバイ ¥35,200 ¥3,520 ¥38,720 

(36 ヶ月契約) S1B スタンバイ ¥36,300 ¥3,630 ¥39,930 

(12 ヶ月契約) S1B スタンバイ ¥37,400 ¥3,740 ¥41,140 

(6 ヶ月契約) S1B スタンバイ ¥39,600 ¥3,960 ¥43,560 

メモリ追加 8GB スタンバイ ¥880 ¥88 ¥968 

スタンダード S2B (60 ヶ月契約) S2B プラン ¥77,000 ¥7,700 ¥84,700 

(36 ヶ月契約) S2B プラン ¥88,000 ¥8,800 ¥96,800 

(12 ヶ月契約) S2B プラン ¥95,700 ¥9,570 ¥105,270 

(6 ヶ月契約) S2B プラン ¥105,600 ¥10,560 ¥116,160 

CPU 増設 1CPU 12Core ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

メモリ追加 16GB ¥22,000 ¥2,200 ¥24,200 

スタンダード S2B 

スタンバイ 

(60 ヶ月契約) S2B スタンバイ ¥38,500 ¥3,850 ¥42,350 

(36 ヶ月契約) S2B スタンバイ ¥41,800 ¥4,180 ¥45,980 

(12 ヶ月契約) S2B スタンバイ ¥44,000 ¥4,400 ¥48,400 

(6 ヶ月契約) S2B スタンバイ ¥46,200 ¥4,620 ¥50,820 

CPU 増設 1CPU 12Core スタンバイ ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

メモリ追加 16GB スタンバイ ¥1,100 ¥110 ¥1,210 

スタンダード S3B (60 ヶ月契約) S3B プラン ¥107,800 ¥10,780 ¥118,580 

(36 ヶ月契約) S3B プラン ¥123,200 ¥12,320 ¥135,520 

(12 ヶ月契約) S3B プラン ¥133,100 ¥13,310 ¥146,410 

(6 ヶ月契約) S3B プラン ¥147,400 ¥14,740 ¥162,140 

メモリ追加 64GB ¥88,000 ¥8,800 ¥96,800 

スタンダード S3B 

スタンバイ 

(60 ヶ月契約) S3B スタンバイ ¥53,900 ¥5,390 ¥59,290 

(36 ヶ月契約) S3B スタンバイ ¥58,300 ¥5,830 ¥64,130 

(12 ヶ月契約) S3B スタンバイ ¥61,600 ¥6,160 ¥67,760 

(6 ヶ月契約) S3B スタンバイ ¥63,800 ¥6,380 ¥70,180 

メモリ追加 64GB スタンバイ ¥6,600 ¥660 ¥7,260 

共通 HDD 追加(100GB) ¥4,400 ¥440 ¥4,840 

SSD 追加(100GB) ¥5,940 ¥594 ¥6,534 

vCenter 管理コンソール ¥33,000 ¥3,300 ¥36,300 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」の費用項目にて請求書に記載いたします。  

※旧プランに関してはお問い合わせください。 

※初期費用に変更はなく、サーチャージの対象外です。 
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Privateクラウド バリューシリーズ サーバ・リソース 

 

表示価格は税込となります 

プラン 
現在の価格 

(月額費用) 
サーチャージ 

2023 年 3 月 1 日 

以降のご請求価格 

(月額費用) 

バリュー V1（1vCPU MEM1GB HDD30GB） ¥7,810 ¥781 ¥8,591 

V2（2vCPU MEM2GB HDD30GB） ¥13,200 ¥1,320 ¥14,520 

V3（4vCPU MEM4GB HDD30GB） ¥17,600 ¥1,760 ¥19,360 

V4（8vCPU MEM8GB HDD30GB） ¥26,400 ¥2,640 ¥29,040 

V5（16vCPU MEM16GB HDD30GB） ¥44,000 ¥4,400 ¥48,400 

メモリ追加 2GB ¥2,750 ¥275 ¥3,025 

HDD 追加(10GB) ¥440 ¥44 ¥484 

SSD 追加(100GB) ¥5,940 ¥594 ¥6,534 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」の費用項目にて請求書に記載いたします。  

※旧プランに関してはお問い合わせください 

※初期費用に変更はなく、サーチャージの対象外です。 
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ハウジングサービス ラックオプション 

 

表示価格は税込となります 

プラン 
現在の価格 

(月額費用) 
サーチャージ 

2023 年 3 月 1 日 

以降のご請求価格 

(月額費用) 

ラックスペース 

レンタル 

1U ラックスペース（100V/1.5A） ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

1/8 ラックスペース（4U 100V/5A） ¥41,800 ¥4,180 ¥45,980 

1/4 ラックスペース（8U 100V/10A） ¥60,500 ¥6,050 ¥66,550 

1/2 ラックスペース（17U 100V/20A） ¥118,800 ¥11,880 ¥130,680 

1 ラックスペース（38U 100V/20A） ¥198,000 ¥19,800 ¥217,800 

ハウジング 

スターターパック 

1U ラックスペース（100V/1.5A） ¥27,500 ¥2,750 ¥30,250 

1/8 ラックスペース（4U 100V/5A） ¥51,700 ¥5,170 ¥56,870 

1/4 ラックスペース（8U 100V/10A） ¥82,500 ¥8,250 ¥90,750 

1/2 ラックスペース（17U 100V/20A） ¥140,800 ¥14,080 ¥154,880 

1 ラックスペース（38U 100V/20A） ¥220,000 ¥22,000 ¥242,000 

その他 メディアコンバーター設置スペース 

（光ファイバー） 

¥5,500 ¥550 ¥6,050 

構内設備利用料（光ファイバー） ¥9,900 ¥990 ¥10,890 

構内設備利用料（ISDN/アナログ） ¥2,750 ¥275 ¥3,025 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」の費用項目にて請求書に記載いたします。  

※旧プランに関してはお問い合わせください。 

※初期費用に変更はなく、サーチャージの対象外です。 
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Privateクラウド/ハウジングサービス 回線オプション 

 

表示価格は税込となります 

プラン 
現在の価格 

(月額費用) 
サーチャージ 

2023 年 3 月 1 日 

以降のご請求価格 

(月額費用) 

ハウジング共有回線 100Mbps 共有回線 

（平均 1.2Mbps 目安） 

¥19,800 ¥1,980 ¥21,780 

100Mbps 共有回線 

（平均 3Mbps 目安） 

¥27,500 ¥2,750 ¥30,250 

100Mbps 共有回線 

（平均 5Mbps 目安） 

¥49,500 ¥4,950 ¥54,450 

1Gbps 共有回線  

ベストエフォート 

¥55,000 ¥5,500 ¥60,500 

バリュー共有回線 100Mbps 共有回線 ¥0 ¥0 ¥0 

バリュー共有回線継続サービス ¥11,000 ¥1,100 ¥12,100 

AWS 接続オプション 50Mbps ¥38,500 ¥3,850 ¥42,350 

100Mbps ¥66,000 ¥6,600 ¥72,600 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」との費用項目にて請求書に記載いたします。   

※回線引き込みに関しては「メディアコンバーター設置スペース」及び「構内設備利用料」などを除きサーチャージの対象外です。 

※上記以外の帯域・プランや旧プランに関してはお問い合わせください。 

※初期費用に変更はなく、サーチャージの対象外です。 

 

 

ハウジングサービス 電源オプション 

 

※追加電源に関しては個別にお問い合わせください。 

 

 

ハウジングサービス レンタル機器オプション 

 

表示価格は税込となります 

プラン 
現在の価格 

(月額費用) 
サーチャージ 

2023 年 3 月 1 日 

以降のご請求価格 

(月額費用) 

レンタルサーバ Xeon 8 コア プラン ¥16,500 ¥1,650 ¥18,150 

Xeon 16 コア プラン ¥22,000 ¥2,200 ¥24,200 

レンタル機器 専用ルーター（YAMAHA RTX1210） ¥7,700 ¥770 ¥8,470 

レンタルスイッチ ¥5,500 ¥550 ¥6,050 

※追加のご請求に関しましては「サーチャージ」の費用項目にて請求書に記載いたします。  

※旧プランに関してはお問い合わせください。 

※初期費用に変更はなく、サーチャージの対象外です。 
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Privateクラウド/ハウジングサービス ドメイン 

 

表示価格は税込となります 

ドメイン 契約期間 現在の価格 
本体価格 

上昇分 

2023 年 3 月 1 日 

以降のご請求価格 

.com 12 ヵ月 ¥1,980 ¥500 ¥2,480 

.net 12 ヵ月 ¥1,980 ¥500 ¥2,480 

.org 12 ヵ月 ¥1,980 ¥500 ¥2,480 

.biz 12 ヵ月 ¥1,980 ¥920 ¥2,900 

.info 12 ヵ月 ¥1,980 ¥920 ¥2,900 

※ドメインは本体価格自体の改定となります。 

 

 


