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reasons for choosing

■ ウイルスチェックサービスを全プラン標準装備しています。

■ サイトのセキュリティー環境に必須な共用SSLも標準装備しています。

■ ユーザのニーズに合った機能を豊富に用意しています。

■ ショッピングカートやXOOPSを始めとした話題のCMSにも対応。

■ CGIやデータベースなどの開発ツールも充実しています。

■ メールアカウントの作成など各種設定は、「コントロールパネル」

　 と呼ばれる管理ツールで簡単に行うことができます。

■ ブラウザが使える環境であればどこからでもご利用頂けます。

■ 高品質サーバとFreeBSDの組み合わせにより、

　 堅牢なシステムを提供しています。

■ サイトロック社による有人監視体制を導入し、万一の障害時にも迅速に対応します。

■ 国内最高水準の品質を誇るNTTコミュニケーションズビルにサーバを設置。

■ 20Gbps以上のバックボーンや回線の二重化により安定した

　 ネットワーク環境を実現しています。

■ 初めてレンタルサーバをご利用される方にも安心して

　 ご利用頂けるように、丁寧な電話サポートを行わせて頂いています。
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【大容量ディスクスペースを装備した共用サーバ】

【サイトの可能性を広げる豊富な機能が無料で使える】

プラン名

ディスク容量
(web + メールBOXの合計容量)

メールアカウント数

メール保存日数

月間データ転送量制限

最低契約期間

S-01G

1GB

S-03G

3GB

無制限

無制限

3ヶ月

90日

S-10G

10GB

ハードウェアと
ネットワークインフラ

ショッピングカート CGIツール

グローバルIPアドレス、転送メール、ウェブメール、自動応答メール、迷惑メール受信拒否設定、
メーリングリスト、メール一括配信機能、APOP、SMTP AUTH、IMAP、
POP / SMTP over SSL、セキュアファイルマネージャー、FTPアカウント、FTP over SSL、
Anonymous FTP、MySQL、PostgreSQL、SQLite、独自CGI、PHP、Perl、Rudy、Python、
SSI、高機能フォーム作成ウィザード、アクセスカウンタ(wwwcount)、
サイト全文検索エンジン(Namazu)、アクセス制御ベーシック認証、エラーページ設定ツール、
スクリプト定期実行ツール(cron)、Perl文法チェッカー、XOOPS、osCommerce、Zen Cart、
WordPress、PukiWiki、OpenPNE、ストアカート、
アクセスログ分析(AWStats、Webalizer、Analog)、共用SSL

CGIライブラリー

データベース アクセスログ分析

ブログ 制作支援ツール

コントロールパネル メール ウイルスチェック FTP機能

※ 詳しくは4～12ページをご覧下さい。
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● 無料で使える機能　▲ 有料オプション

コントロールパネル

メールアカウント管理(管理者用)

メールアカウント管理(ユーザ用)

迷惑メールフィルター設定

転送・自動応答設定

WEBメール(3種)

メーリングリスト

ウィルスチェック

APOP

SMTP AUTH

IMAP

FTPアカウント作成可能数

AnonymouseFTP設定

セキュアファイルマネージャー

FTP接続制限設定

FTP over SSL

無制限

Perl

PHP

オリジナルCGI

Ruby

Python

SSI

サイト全文検索エンジン

アクセス制御(BASIC認証)

エラーページ設定

Perl文法チェッカー

スクリプト定期実行設定(cron)

SQLite

MySQL(phpMyAdmin)

PostgreSQL(phpPgAdmin)

アクセスカウンタ

フォーム作成ウィザード

ストアカート

ログ表示

ログ分析(AWStats / Webalizer / Analog)

ログメール配信

共用SSL

独自SSL(ベリサイン)

独自SSL(グローバルサイン)

コントロールパネル

メール基本機能

FTP・ファイル管理

開発環境

制作ツール

データベース

ソフトライブラリー

ログ管理

SSL
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■

□

ディスク容量は、ウェブサイト、メール含めて1GB、3GB、10GBと充分な容量を
確保しています。

インターネットMAGMAのサーバは、実績のあるヒューレットパッカード社製・
NEC社製のサーバを利用し、信頼性のあるサービス提供を行っています。
ヒューレットパッカード・NECは、ワールドワイドでサーバ事業を展開しており、
日本国内でも業種を問わず、数多くの一流企業に採用されています。

インターネットMAGMA共用サーバプランは20Gbps以上の大容量バックボーンで上
位ネットワークに接続されています。

RAIDには、0～10までの"11種類"が存在します。
この数字は、グレードを現すものではなく、RAIDシステムを実現す
るための方式を表すものです。
"RAID5"には、耐障害性の向上と高速化、大容量化のすべてを実現
できるRAID技術が用いられているという特徴があります。

通常は、データからパリティと呼ばれる誤り訂正符号を生成し、デー
タとパリティをそれぞれのハードディスクに分散して保存します。
ハードディスクが壊れた場合は、ホットスペアという予備の代替機器
が、故障したハードディスクと自動的に切り替わり、通常通りの運用
を継続します。
データを分散して保存しますので、高速化という面でも優れています。

データを複数のハードディスクに保存することで、一台の
ハードディスクが壊れても、すぐに切り替え可能です。

NTTコミュニケーションズ大手町ビルに設置したサーバで運用していますので、自社ビルなど、データセンター以外に設置
されたサーバとは異なり、信頼性の高いサービスを提供しております。

画像の多いウェブサイトでも、安心してご利用頂けます。
複数のFTPアカウントを作成し、データファイルのやりとりに使うこともできます。

安定性に優れた高速通信回線を使用しています。

インターネットMAGMAホスティングサービスでは、全てグローバルIPアドレスが１つ割り当てられています

稼働率99.9%を誇るインターネットMAGMAは、よ
り100%の稼働状況を実現する為、サーバの監視を内
部監視と外部監視で二重化しています。
外部監視には、日本ベリサイン株式会社のグループ
会社であるサイトロック株式会社の有人監視システ
ムを採用し、24時間365日、各種障害の対応ができ
る体制を整えています。

共用サーバプランではRAID5にてサービスを提供しています。

RAIDとは、複数のハードディスクをまとめて1台のハードディスクとして管理する技術で、
なかでもRAID5は最高レベルの堅牢性を実現するものです。
データを分散して保存しますので、高速化という面でも優れています。

他のレンタルサーバから移転される場合でも、グローバルIPアドレスでアクセスし、各種設定や
コンテンツのアップロードを行い、移転の準備を進めることができます。
ご利用中のサーバを停止する必要はありません。
標準でSSL機能も搭載されていますので、ショッピングカートや個人情報を扱う各種申し込み
フォームにも安心してご利用頂けます。

■ 電源設備
独立した電源二系統と
自家発電から引き込み、
更に、天災による停電時
には、無瞬断で大型無停
電装置が稼動し、空調も
停止させることなく稼
動します。

■ 防火設備
火事による災害時に水を
使った消火装置の場合、
電子設備機器は致命的な
障害を受けます。消化装
置による被害を最小限に
する為、水ではなくハロ
ゲンによる消化装置を設
置。火災による被害も最
小限に抑えます。

■ 空調設備
サーバの大敵、熱対策と
してサーバルームには24
時間室内温度を一定に保
つ大型空調システムを設
置。ラックにも空調装置
を設置している為、熱に
よるサーバダウンを最小
限に抑えます。

■ 耐震対策
地震時にラックが転倒し
サーバが壊れることのな
いよう、全てのサーバは
ラックに固定され、ラッ
クもフリーフロアを突き
抜けて固定されている為、
地震による被害も最小限
に抑えることができます。

■ 入退出セキュリティー
サーバルームへの入室は、
24時間の有人管理による
厳重な入退室チェックを
行っています。
大切なデータが入った
サーバが第三者に操作さ
れることはありません。

機 能 の 補 足 説 明

RAID5RAID4RAID2RAID1RAID0 RAID3 RAID10RAID8RAID7RAID6 RAID9

RA ID5
の仕組み

RAIDコントローラー

RAID5

データ・ブロック

パリティ・ブロック
故 障
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ブラウザから簡単にサーバの管理、設定が行えるツール「コントロールパネル」が用意されています。

普段ご利用になっているブラウザからメールアカウントやFTPアカウントの作成、各種CGIプログラムのイン
ストールなどが設定できます。
コントロールパネルの開発にあたり、国内外数十社の管理ツールを調査するなど、管理ツールとしての使い易
さを追求しました。

お客様情報
プログラムのパスとサーバの情報

メール
メールアカウント管理 / 迷惑メール受信拒否設定 / 転送･自動応答の設定
メーリングリスト / メール一括配信機能 / webメール

FTP/ファイル管理
FTPアカウントの設定 / セキュアファイルマネージャー
anonymousFTPの設定 / FTP接続制限の設定

制作ツール
サイト全文検索エンジン / データベース / Perl文法チェッカー / SSIについて
アクセス制御 ベーシック認証 / エラーページ設定ツール / スクリプト定期実行ツール

ソフトライブラリ
ストアカート / 高機能フォーム作成ウィザード / アクセスカウンタ

ログ管理
アクセスログ分析(AWStats)(analog)(webalizer) / ログの表示 / 過去のログファイルの削除
アクセスログメール配信機能

サポート
オンラインヘルプ

機能一覧
コントロールパネルの機能について詳しく説明するページに移動します。

コントロールパネルはセキュリティーを重視して設計されています。 コントロールパネルや、各種機能の使い方に
ついて詳しく解説しています。
コントロールパネルの各項目から該当するヘ
ルプにリンクしていますので、不明な点もす
ぐに解決できます。

ウェブ、メール、データベースのディスク使用率を円グラフで表示し、サーバの契約
情報等を表示します。

SSLを使いサーバとの通信経路を暗号化しており、情報の漏えいを防ぐことができます。

セッション管理機能により一定時間コントロールパネルを操作しない場合は、セッションを
切断し第三者による操作を防ぎます。

共用サーバプラン オンラインヘルプ
http://covering.secure.jp/
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※HTMLメールはご利用頂けません。

共用サーバサービス
S-10GS-03GS-01G

プラン

アカウント数 無制限

Outlook ExpressやEudoraなどのメールソフトを使用してメールの送受信ができます。

※

※ 送受信メール一通あたりの最大容量は250MBとなります。

特定のメールアドレス宛に届いたメールを指定のメールアドレスに転送します。

※ 転送を設定したアカウントに対して、サーバのメールボックスにメールを保存するかどうか選択できます。
※ 転送メール・自動応答・迷惑メール受信拒否設定の3つの機能を同時にご利用頂く事はできません。

※転送メール・自動応答・迷惑メール受信拒否設定の3つの機能を同時にご利用頂く事はできません。

APOP

メール受信に必要なパスワードの漏えいを防ぐ機能です。

メールの受信時に、予め設定しておいた文書を相手に自動的に返信することができます。

自動応答のメールアドレス宛に届いたメールは、メールボックスに保存され後から受信できます。

※ 転送メール・自動応答・迷惑メール受信拒否設定の3つの機能を同時にご利用頂く事はできません。

■ 多機能タイプ
添付ファイルの送受信はもちろん、スレッド表示やアドレス帳など、便利な機能が満載です。

■ シンプルタイプ

■ 携帯電話対応タイプ
外出先からも簡単に確認できてすぐに返信することもできます。

インターネットMAGMAでは、3種のウェブメールをご用意しております。

※ ご契約プランのメールサーバをご利用中の方に限ります。

※ 全ての動作を保証するものではありません。

■ メーリングリスト

■ メール一括配信機能

SMTP AUTH

第三者による不正なメール送信を防止します。

※暗号化の範囲は、ご契約頂いているサーバのお客様とクライアントマシン間にて行われます。

パスワードやメール内容が暗号化され、より安全にメールの送受信を行うことができます。
機能に対応したソフトウェアが必要です。

POP/SMTPover SSL

メールの受信時に、SSLを利用して暗号化を行う機能です。

IMAP

メールをサーバ上で保存･管理する機能です。

［独自ドメインのメールアドレスをご利用できます］

メールアカウント（メールアドレス）の新規追加・削除や転送メールなど各メール機能の設
定は、コントロールパネルの「メール」画面から行えますので、社員一人一人のメール
アドレスの作成も簡単です。

特定のメールアドレス宛に届いたメールを指定のメールアドレスに転送させる機能です。
携帯電話のメールアドレスやプライベートで使用しているメールアドレスを転送先に設定す
れば、外出先でも自宅でも場所を選ばずメールの確認ができます。

外出先や移動中でも、ブラウザが利用できるパソコンや携帯電話端末で、
メールがチェックできます。

任意の件名（Subject）、差出人（from）の設定を行うとメールの受信を拒
否することができます。拒否されたメールはエラーメールとして差出人に返
信され、お客様のメールボックスには残りません。

機能を絞り込んでいるから操作も簡単。軽快に動作します。「ちょっとメールを確認したい」という
時におすすめです。

PC対応のウェブメール
対応ブラウザ：Internet Explorer 5.5SP2以上(Windows版)
       　　　　   Internet Explorer5.02以上(Macintosh版)

携帯電話対応のウェブメール
対応携帯電話端末：docomo、ソフトバンクモバイルの対応機種

情報共有をより円滑にするメーリングリストと、多くの人に情報を配信でき
るメール一括配信機能は、ビジネスシーンの様々な場面でご利用頂けます。
CSVファイルによるユーザの一括登録機能も備えています。

メーリングリストに登録したメンバー全員にメールを同時配信できます。
メーリングリスト管理者がメンバーを決定することもできますが、コマンドメール送信によって、
メーリングリストへの参加自動受付も可能です。

多くのメールアドレスにメールを一斉配信する機能で、いわゆる「メールマガジン」を作ること
ができます。予め配信先のメールアドレスを登録し、メールを一括配信できます。ウェブサイト
上に、メールマガジンへの登録受付･解除が行えるフォームを設置することで自動化することも
できます。

IMAPはメールを受信する為のプロトコルです。
一般にはPOPを利用してパソコンにメールを受信し、メールを閲覧しますが、IMAPを使用した
場合、メールは常にサーバに保存され、メールの既読、未読などの情報もサーバ上で管理されま
す。
例えば、IMAP対応のメールソフトを使って会社でメールを確認した場合、そのメールは帰宅後
に自宅からアクセスした時も、既読として表示されます。
職場や出張先、自宅など、様々なパソコンを使用しメールをやりとりされるような状況の方には、
IMAPを使ったメール受信をお勧めします。SMTP AUTHと併せてご利用下さい。

メール送信の際にユーザ認証をすることによってメール送信許可を行う方法です。第三者による
不正なSMTPサーバの使用を防止します。機能に対応したソフトウェアが必要です。

メール受信の際に、ユーザ認証として必要なパスワードを暗号化して送信することにより、
パスワードの漏えいを防ぎます。機能に対応したソフトウェアが必要です。



［メールによるウイルス感染からブロックします］

8

メール送受信の際にウイルスをチェックし、
ウイルスが検出されると自動的にメールの
削除を行います。
本サービスは、アイアンポートシステムズ社
のアイアンポートを利用しています。

万が一FTPアカウント・パスワードが外部に流出しても、指定したIPアドレスでなければ
FTPへ接続することができない為、FTPの信用性・安全性が向上します。

［ID・パスワードなしでFTPにアクセスできます］

［ブラウザからファイルの
　アップロード・ダウンロードを行えます］

［FTPとの通信を暗号化します］

［FTPへ接続できるIPアドレスを指定できます］

FTP over SSL

一般的には、ウェブサーバ上へウェブコンテンツを転送する際に使われる言葉ですが、
ウェブコンテンツを転送する以外にも利用法があります。

■ FTPとは？

IImage Data
PDF Data

PCPC ClientClient

インターネットMAGMA
Server

インターネットMAGMA
Server

FTPを使って
データを転送

サーバへ接続
データをダウンロード

FTP接続ID・パスワードや、
ダウンロードURLを通知

FTPとはFile Transfer Protocolの略称です。

例えば、取引先へ容量の大きい画像やPDFなどのデータを届ける時、郵送やメールで
送ると配送コストや時間がかかってしまいます。そんな時こそFTPを使ったファイル
転送を利用すると、コストや時間を気にせずファイルの受け渡しがスムーズに行なえ
ます。ダウンロードに必要な情報を取引先にメールで伝え、あとはサーバへデータをア
ップロードするだけ。取引先には、FTPソフトでファイルをダウンロードしてもらえ
ば、データの受け渡しは完了です。
容量の大きいデータのやり取りも、メールの容量を気にせず行なえます。

■ 配送コストと時間を削減できます。

「アイアンポート」は世界中で1億ユーザ以上に堅牢なセキュリティを提供しているソ
フォス社のアンチウイルスエンジンを搭載しています。

ウイルスチェックサービス(以下「本サービス」)は、インターネットMAGMAのDNSサーバ、
およびメールサーバをご利用中の方のみご利用いただけます。

本サービスは、ドメイン毎のご契約とさせていただきます。コントロールパネルから作成した
全てのアカウントがサービスの対象となります。

本サービスは、WindowsおよびDOSに感染するウイルスと、WindowsおよびMacintoshに感
染するマクロウイルスのスキャン、修復および削除に対応しております。その他のオペレー
ティングシステム(OS)およびウイルスには対応しておりません。

本サービスは、全てのウイルスをスキャン、削除できるわけではありません。本サービスの利
用、または本サービスを利用できなかったこと(一時的なチェックサービス用サーバの停止等)
により、お客様または第三者に発生する障害に対し、弊社はいかなる責任も負いません。また、
損害賠償義務を一切負わないものとします。

受信したメールにウイルスが発見された場合は、メールをファイルごと削除いたします。削除
されたメールは復元できません。

本サービスは、ご契約いただいておりますドメイン間及び同一サーバ内の、メールの送受信に
はウイルスチェックは行いません。

インターネットMAGMAは、本サービスにより、全てのウイルスが必ずスキャン、削除できる
ことは保証していません。また、ウイルス感染していないメールを削除することがありますが、
これによって発生するいかなる損害に対しても一切責任を負いません。

本サービスのご利用に必要な設定(ウイルス定義ファイルの更新等)は、全てサーバにて行いま
すので、お客様に行なっていただく作業はありません。 サーバ上にて、動作を完了する為、パ
ソコン環境およびメールソフトに関係なくご利用いただくことができます。

パターンマッチングとエミュレーションによる高速スキャンで強固にウイルスをブロッ
クするだけでなく、動作検出型遺伝子脅威検知技術と、最速のパターンファイルアップ
デートの組合せで、新種/未知のマルウェア（不正ソフト）に即対応いたします。

「新種のウイルスへの対応が遅れがち」という従来のアンチウイルスエンジンの弱点が
克服された「アイアンポート」で、新種の脅威に迅速に対応し、最大のウイルスセキュ
リティをご提供いたします。

各アカウント毎にアクセスできるディレクトリやID、パスワードを個別に設
定することができます。

メールでは送れないサイズのファイルは、データ交換用のディレクトリを作成し、FTPを使っ
てやりとりできます。

ウェブ制作を外注している場合は、制作会社用のアカウントを作成し、"メンテナンスを依頼す
る"という使い方もできます。

フリーソフトなどを配布する目的で使われる、不特定多数の人が誰でもアク
セスできるダウンロード専用のFTPサーバです。

セキュアファイルマネージャーとは、ブラウザを使ってファイルのアップロ
ードやディレクトリの作成・削除などを行える、ファイル管理ツールです。
一般的なFTPクライアントソフトとは異なり、ファイルのアップロードおよ
びダウンロード経路を暗号化しています。 

FTPご利用時に、SSLを利用して暗号化を行う機能です。機能に対応したソ
フトウェアが必要です。

指定したIPアドレスのみFTPへ接続可能にする機能です。

例 え ば こ ん な 使 い 方
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[本格的なネットショップを簡単に開設］

次項の電子決済に対応しています。銀行振込、郵便振替でのご利用も可能です。
各サービスのご利用は、お客様自身によりご契約して頂く必要があります。
共用SSLにてご利用頂く際は無料です。
また有料で別途ベリサインのSSLサーバ証明書を取得・ご利用も可能です。

無料

ベーシック

1000点

プラン

ストアカート
月額費用
商品点数

主な機能
■会員管理
■ポイント機能
■タイムセール機能

■管理機能
■送料設定
■ページデザイン変更
■受注管理

■在庫管理
■売り上げ管理
■納品書印刷
■各種データアップロード・ダウンロード

サービス内容

その他

決済方法

SSL

共用サーバプラン
S-01G S-03G S-10G

[個人、SOHOの方も
クレジットカード決済ができます]

※ 上記国際5ブランド以外にも多数のクレジットカード会社に対応しています。
詳しくはゼウスホームページをご覧下さい。

［商品と引き替えに決済を行えるシステムです］

※

［手軽に導入できる後払いシステムです］

※ 上記6社以外にも多数のコンビニエンスストア・銀行に対応しています。
詳しくはＮＰ後払いホームページをご覧下さい。

［クレジットカード決済を初期費用
　・月額費用をかけずに導入できます］

※ 上記７ブランド以外にも多数のクレジットカード会社に対応しています。
詳しくはクロネコ＠ペイメントホームページをご覧下さい。

ゼウス社が提供する決済ページとのリンクをはるだけの為導入が簡単です。 クレジットカードでは、一括払い・リボ払い・分割払いを購入者がお選び頂けます。
運賃着払いでのご利用も可能です。

主要コンビニ15社全国約40,000店舗、郵便局・銀行にてお支払いが可能です。
商品到着を確認次第、代金が立替払いされますので、入金確認、回収の手間や
未回収のリスクがありません。
導入時の初期費用・月額費用などは無料です。

クロネコ＠ペイメントに送信される情報の全てに、SSLを導入していますので
セキュリティー面でも安心です。

電子決済をご利用の場合は、各取り扱い機関とのご契約の手続きの他に別途費用が必要です。

http://www.sagawa-exp.co.jp/
http://www.cardservice.co.jp/

http://www.yamatofinancial.jp/http://www.netprotections.com/

※ 画像は一例

※ 画像は一例
初心者の方でも簡単。
　構築、運用もラクラク！
初心者の方でも簡単。
　構築、運用もラクラク！

専用の管理画面でショップ名や送料
の設定、画像をアップして商品情報
を登録するだけであっという間に
ネットショップが完成！簡単、手軽
にネットショップが始められます。

ネットショップに必要な設定はすべ
て管理画面で簡単に設定できます。
わずらわしい設定も皆無。どなたで
もすぐにネットショップを開店でき
ます。

【カゴに入れる】ボタンは自作サイト
内のどこにでも組み込めます。
サイトのトップページにおすすめ商
品を掲載して【カゴに入れる】ボタン
を表示させることもできるので、デ
ザインも思いのまま！

ストアカート内のデザインもカスタ
マイズできます。
自作サイトにデザインを合わせれば
違和感もありません。

ストアカートは簡単な設定で本格的なネットショップがたちあげられる
プログラムです。

商品入力や在庫管理、受注管理、送料設定も
専用の管理画面で簡単に操作できます。

ゼウスクレジット決済や各種決済に対応して
います。

※各種決済方法については、別途ご契約が必
　要です。

個人やSOHOの方でもリアルタイムのクレジットカード決
済が可能になるゼウス決済システムをご利用頂けます。

上記国際６ブランド以外にも多数のクレジットカード会社に対応しています。
詳しくは佐川ｅ-コレクトホームページをご覧下さい。

16種類のクレジットカード、デビットカード、現金でのお支
払いが可能な代金引換サービスです。

日本を代表する11種類のクレジットカード会社を、簡単な手続
きで利用することができます。
※新規受付は終了致しました。

購入者が商品受領後に支払いを行うことができる後払い決済
システムです。
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CGIは任意のディレクトリーで動作します。その為サーバを移転されたお客
様も、移転に伴う作業負荷を最小限に抑えることができます。

Perl

強力な正規表現を備えており、柔軟なテキスト処理を行えます。

PHP ［データベースとの親和性が高いサーバサイドスクリプト言語です］

PHPとはHTMLファイル内に記述するスクリプト言語です。

Python

Pythonは、「シンプル」で「習得が容易」を重点に言語設計がされたオブ
ジェクト指向のプログラム言語です。

Ruby

日本人が開発したオブジェクト指向スクリプト言語です。

SSI [HTMLに命令文を埋め込んで実行結果を表示させる機能です]

［最もスタンダードなスクリプト言語です］

SSIとは、時間・日付・ファイルサイズを表示させたり、
別のファイルやコマンドの結果を取り込む為のコマンドです。

（wwwcount）

初心者でも簡単に高機能なフォームが
作成できます。

※ 画像は一例

［訪問者数をページ上に
　表示するプログラムです］ ［様々なフォームを作成できます］

ご利用頂けるモジュールについては、オンラインヘルプをご覧下さい。
（Perl文法チェッカーもご利用頂けます）

処理は、PHPモジュールによりサーバ側で行われます。

PHPを用いるとデータベースへのアクセスをはじめとする高度な処理を行うことができます。

インターネットMAGMAでは複数のバージョンのPHPをご利用頂けます。

シンプルな文法と、例外処理やイテレータなどにより、解り易いプログラミングが可能です。

Perl並みのテキスト処理機能を備えています。

カスタマイズの自由度も高く、
しかもウィザード上で簡単に設定が可能です。
フォーム入力画面のデザインは、
豊富なデザインサンプルからお選び頂けます。

シンプルでありながら、大規模な開発をサポートする為の機能を備えています。

アクセスカウンタを作成する
ことができます。表示形式等を
細かく設定することが可能です。

※ 画像は一例

複数ページの
アクセス数の
合計を表示させる

ページごとに
アクセス数を
表示させる

■

■

！

PHPのご利用について Perlのご利用について以下のバージョンのPHPをご利用いただけます。 以下のバージョンのPerlをご利用いただけます。

■PHP 4.4.2
■PHP 4.4.1

■PHP 4.3.11※
■PHP 5.0.4※

■Perl　5.8.6

※バージョンはセキュリティーホールのパッチ適用済みです。

高機能フォーム作成ウィザードは、お客様の独自ドメインによるSSLサーバー証明
書に対応しておりません。あらかじめご了承ください。
フォームのインストール先ディレクトリは、あらかじめFTPクライアントソフトを
使って、/htmlディレクトリまたは/secureディレクトリの下に作成してください。
作成したディレクトリは、インストール先を指定するディレクトリ一覧に表示され
ます。なお、フォームに入力されたデータをファイルに書き出す場合は、セキュリ
ティを考慮し、/htmlディレクトリや/secureディレクトリの下には、データを書き
出さないようにしてください。データ出力用のディレクトリを「/」（ルート）
ディレクトリ以下に作成してください。

アクセスカウンタは、インストール後に発行されるタグが貼られたページを
カウントします。複数のHTMLファイルに同じタグを貼り、複数ページのア
クセス数の合計を表示させる方法と、 それぞれのHTMLファイルごとにカ
ウンタを用意し、ページごとにアクセス数を表示させる方法があります。

カウンターを1つインストールし、カウントしたい
HTMLファイルに同じタグを記述します。
利用しているカウンタは同じなので、それぞれのページ
から、同じカウンタでアクセス数をカウントし、合計を
表示します。

カウントしたいページ数分、アクセスカウンタをインス
トールし、それぞれのカウンタに対応したタグをそれぞ
れのページに記述します。 利用しているカウンタはそれ
ぞれ違うので、それぞれのページでアクセス数をカウン
トし、合計を表示します。



ディレクトリ単位でアクセス制御を設定することができます。 任意のHTMLファイルを、それぞれのエラーが発生した場合に表示される
ページとして設定することができます。

（namazu）

ウェブサイト内のテキストをもとに検索し、結果を表示することができます。

（cron）

指定した日や時刻にCGIスクリプトを自動的に実行する機能です。

Perl言語で作ったCGIプログラムのミスをチェックする文法チェッカーです。

［お客様が作成した任意のページに
変更することが可能です］

［ 幅広い層での実績を持つサイト全文検索プログラムです］ ［ CGIスクリプトを自動的に実行する機能です］

アクセス制御のかけられたディレクトリ内を閲覧するには、
IDとパスワードが必要になりますので、関係者だけに公開したいページや、
会員制のページなどに使うと便利です。

PDFファイルにも対応しており、アクセスが制限されているディレクトリの文章など、
検索させたくないディレクトリを指定することも可能です。
またデザイン変更ツールを利用して、検索結果のデザインをカスタマイズすることもできます。

Perlを使ったCGIプログラムを作る際に便利です。

各種集計やレポートのメール送信などを定期的に行いたい場合に使用します。

サイト全文検索エンジン（Namazu）のインデックス更新を
自動化することもできます。

対象となる拡張子は「.cgi」、「.pl」、「.rb」、「.php」です。 

大量のデータを扱うサイトにおいて、データベースは欠かせません。
CGIでは処理が重くなるデータも高速に処理することができます。

PostgreSQL

phpPgAdmin

［以前から日本で支持が高いデータベースです］

多彩なデータベース環境によって、高機能なサイト制作に幅広くお応えします。

MySQL [PostgreSQL用管理ツールです]　※ サポート対象外です［利用者が増えているデータベースです］

phpMyAdmin SQLite ［ファイル操作をSQL言語で行えます］［MySQL管理ツールです］　※ サポート対象外です

■データベースの制限について

■サーバの安定稼動の限界について

！

無　制　限

プラン

設定可能数

共用サーバプラン
S-01G S-03G S-10G

（ページが見つかりません）
（アクセス権限が無い）
（承認失敗）
（サーバ内部エラー）

404 : Not Found

403 : Forbidden
401 : Authorization Required
500 : Internal Server Error

T.c.XDataKonsuktAB社などが開発を行っているオープンソースのリレー
ショナルデータベース管理システムです。マルチユーザ、マルチスレッド
で動作し、高速性と堅牢性に定評があります。

PostgreSQLはUCB(カリフォルニア大学バークレー校)で開発された
クライアントサーバ（C/S）型のオブジェクト・リレーショナルデータベー
ス管理システムです。

phpPgAdminはPHP言語で記述された、PostgreSQLをブラウザで管理す
る為の優れたツールです。

SQLiteはMySQLやPostgreSQLのようなサーバクライアント構成ではなく、
ファイル操作をSQL言語で行うライブラリーです。

phpMyAdminはPHP言語で記述された、MySQLをブラウザで管理する為
の優れたツールです。

データベースは、プラン毎に設定されているディスク容量を超えない範囲でご利用下さい。
なおデータベースの利用により極端に負荷が高くなり、サーバ運用に支障をきたす恐れがある
場合には、サーバを停止することもありますので、予めご了承下さい。
また外部ネットワークからのアクセスはできません。

常に安定稼働を目指して努力しておりますが、共用レンタルサーバにおけるデータベースサー
バは、複数のお客様にご利用頂いておりますので、専用サーバと比較して、パフォーマンスの
劣化・サーバダウンなどの障害が起きやすくなります。
特に、ご利用頂いているお客様の中で、不完全なCGIを使用されたことにより、サーバ全体が
正常に動作しなくなる可能性があります。
サーバの監視は常に行っておりますが、このような障害は予測できない為、データの紛失によ
るお客様の損害に関しましては、データの復元等を保証できませんのでご了承下さい。
ご利用頂く際には必ずお客様にてバックアップをお取り下さい。
またオリジナルのCGIは十分な検証の上ご利用下さい。
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月別/週別/日別･･･etcと細かい区切りで、訪問者数や何ページ見ているかを表示します。
どのページに訪問者が多いか、などのランキングを表示します。
訪問者がどのようにアクセスしてきたかを表示します。
ユーザがアクセスする為に検索エンジンで使用した検索語句/単語の統計を表示します。

■ アクセス分析で判ること ■ 情報の活用

12

［前日分のアクセスログを
　メールにて配信します］［サイトへのアクセス状況を閲覧できます］

配信先メールアドレスを一つ指定することができます。

圧縮したファイルサイズは、最大で2MBとなります。それ以上のサイズになった場合は、
配信せずにメールでお知らせし、お客様のディレクトリに1日保存します。

1日1回、指定のメールアドレスに前日分のアクセスログを圧縮し配信します。

※ アクセスログは圧縮され、3ヶ月間サーバに保存されます。ログを保存したい方は、FTPを
　 使ってご自分のパソコンにログをダウンロードして下さい。3ヶ月経過すると自動的に削除
 　されますのでご注意下さい。

■ アクセスログ閲覧
当日、又は当月分のログをブラウザで確認
できます。

■ エラーログ閲覧
当日のエラーログをブラウザで確認できま
す。最新のエラー情報を表示しますので、
CGIのデバッグなどにご利用頂けます。

ブラウザを使って閲覧可能です。

※ 画像は一例

http://awstats.sourceforge.net/

AWStats

［日本語サイト］

http://www.analog.cx/

http://www.tokyo-kasei.ac.jp/~matsuki/analog/

Analog

月毎の分析結果がグラフィカルなグラフとして
表示されます。
前日までのログ記録が閲覧できます。

http://www.mrunix.net/webalizer/

Webalizer

各種ログはFTPでダウンロードできますが、サーバ管理ツール「コントロー
ルパネル」からも内容を確認することができます。

AWStats、Webalizer、Analogの3種類のアクセスログ分析ツールを提供
しています。

アクセスログのデータを時間別、ドメイン別、ブラウザ別、アクセス順別など自動的に細かく
分析するツールです。

検索サイトからのアクセス集計や、分かりやすい
グラフが特長です。
前日までのログ記録が閲覧できます。

当月分のログ解析はWebalizerよりも詳細な情報
を得ることができます。
リアルタイムのログ閲覧が可能です。

例 え ば こ ん な 方 に …

どのページからリンクされていて、リンク元のページからどのくらいアクセスがあった
かを表示します。

…上記以外の事象についても様々な分析をすることができます。
アクセス分析を行なうことは「検索エンジン対策」や「WEB広告」を行なう上で、効
果が上がっている点・改善点を知る為に必要不可欠です。

例えば、あるページの滞在時間が短い場合、そのページは訪問者にとって興味を惹か
れないページであったことが推測できます。逆に、そのページの滞在時間が長い場合、
訪問者にとって興味を惹かれる情報が詰まったページであることを示します。

更に、検索語句/単語でリクエストの多いものが判れば、その事柄について特集を組
んだり、関連性の強い事柄を盛り込むことで、アクセス数・リピート率をあげること
ができるでしょう。

また、ページの読み込み途中で他に移動した場合は、そのページの容量が重いか、ま
ったくつまらない、あるいは訪問者が検索したキーワードに対してかけ離れた情報の
ページであった事が推測できます。

このように訪問者の動向の情報を分析し、ニーズを満たすものに改善できなければ、
時代に取り残されたホームページになりかねません。是非アクセスログ分析を活用し、
ホームページの充実にお役立て下さい。



取得には、「帝国データバンク企業コード」か「登記簿謄本」が必要となります。

料金(1年間)

セキュア・サーバID

※ 2年目以降も同額の費用が必要となります。

プラン
共用サーバーサービス

取得代行および設定費
申請費

30,000円(税別)
81,000円(税別)

111,000円(税別)合計

S-01G S-03G S-10G

［インターネットMAGMAが用意した
　ドメインを使用し通信経路を暗号化します］

インターネットMAGMAの用意したドメイン名でSSL機能がご利用頂けます。

　　　　　　　　　　　個人でも取得できるSSLサーバ証明書として、会社
　　　　　　　　　　　組織を持たないSOHOなどを中心に利用されています。
　　　　　　　　　　　登記簿謄本などの書類が不要な｢オンライン本人確認
システム｣を利用しています。メールを利用した本人確認を行います。

料金（1年間）

クイックSSL
プレミアム プラン

共用サーバーサービス

取得代行および設定費
申請費

30,000円(税別)
34,800円(税別)
64,800円(税別)合計

S-01G S-03G S-10G

（実在証明無し）

※ 2年目以降も同額の費用が必要となります。
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【現在インターネットMAGMAではgTLD、属性型JPドメイン、汎用JPドメインの登録が可能です。】【現在インターネットMAGMAではgTLD、属性型JPドメイン、汎用JPドメインの登録が可能です。】

gTLD .com .net .org .biz .info

属性型ドメイン .co.jp .ac.jp .go.jp .ed.jp .or.jp .gr.jp .ne.jp

gTLD

文字列はローマ字にてご利用頂けます。

日本国内に住所があれば個人でも法人でも複数のドメインを取得することができます。

※ .co.jpや.or.jp等の属性型ドメインは1法人登記につき1ドメインのみ登録が可能となります。

国の制限なく全世界で使用されているドメインです。

汎用ドメイン .jp

※

※ 

※

※

！

世界標準のSSLサーバ証明書で
ウェブサイトを守ります。

ベリサイン
セキュアサーバID
ベリサイン

セキュアサーバID

日本国内に籍を持つ個人事業・企業・団体等を対象としたJPRSが管理するドメイン
名です。.co.jp(一般企業向け).ac.jp(大学系教育機関向け).go.jp(日本国政府機関)
.ed.jp(小・中・高校向け).or.jp(会社以外の法人向け).gr.jp(任意団体向け)
.ne.jp(ネットワークサービス向け)の7種類がございます。このように組織の属性に
よって登録できるドメインが異なります。

通常のjpドメインを簡素化したものであり、○○○.jpのように短いドメイン
名にできます。

インターネットMAGMAは全プランSSL機能がご利用頂けます。SSLを使
用することにより、ブラウザとウェブサーバの通信が全て暗号化されますの
で、お客様情報を入力するような注文フォームや、アンケートフォームなど
にご利用下さい。

最もブランド力の高いSSLサーバ証明書です。多く
のネットショップで使用されており、信頼と実績で
圧倒的なシェアを誇ります。

ドメインによっては郵送による申請となり、登録までにかなりの時間がかかる場合があります。

ご希望のドメインが登録できない場合がございます。

登録されたドメインの所有権は申請者(お客様)にあります。

記載の各種ドメインは、gTLD及び日本の管理組織の都合により、お申し込み時点で登録できな
くなる場合もあります。

SSLの業界標準であるベリサイン社は、中央省庁、地方自治体、大手金融機関など、
より強固なセキュリティーを必要とされている方々にも導入実績があります。
携帯電話にも対応しているので、携帯コンテンツをお考えのかたにもおすすめです。
また、ベリサインでは、企業の所在確認に「帝国データバンクCOSMOSNET2000」
を利用しています。ここにデータがない場合は「登記簿謄本」が必要となり、さらに
申請時の電話番号とは別に、電話帳などの第三者のデータベースから企業情報を
チェックするため、企業の実在証明としても、確かなクオリティーを持っています。
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口座振替、もしくはクレジットカードでのお支払いになります。

カスタマーセンターへご連絡頂きプラン変更の手続きを行って下さい。

（注）解約届は、「インターネットMAGMAカスタマサービスセンター」までお電話にて
　　　ご依頼下さい。

（1）サーバに負荷のかかるCGIの運用

（2）アクセス数の過多

（3）大量のメール送受信等によりサーバが正常に動作できない状況

（4）「サービスを共有する他のお客様に障害が発生する」又は、「インターネットMAGMA
   　　のサービスの運用に影響が生じる」とインターネットMAGMAが判断した場合

※

※ご利用明細はオンラインカスタマーセンターにて閲覧することが出来ます。

インターネットMAGMAが提供するサービスを利用して、公序良俗に反する内容を提供する事は
お断りさせて頂きます。

（1）

インターネットMAGMAホームページ
http://magma.jp/

ご契約開始日は登録申請がなされた後、インターネットMAGMAのサーバ
へ登録が完了した日となります。

インターネットMAGMAの各サービスの最低契約期間は契約日の翌月から
3ヵ月です。最低契約期間内の解約は出来ません。
解約をご希望の場合は、解約しようとする前月末日までに到着するように解
約届をご郵送下さい。翌月末をもって解約となります。
(「インターネットMAGMA利用規約」第15条に基づく)

請求書の発行は行っておりませんので、予めご了承下さい。ただし、口座手
続きが間に合わない場合のみ発行致します。

インターネットMAGMA所定の書式により解約の意思を申し出た場合を除き、
お客様に通知することなく契約は更新されます。

以下の場合お客様がご契約されているサービスを無条件で停止させて頂く場
合がございます。停止した場合でも、ご入金済みの料金は、返金致しません
ので予めご了承下さい。

インターネットMAGMAが提供する共用サーバにおいて、以下の様にイン
ターネットMAGMAが判断した場合、お客様が契約されているサービスを
一時停止させて頂くことがあります。

上記の様なケースのサーバ障害の対応として、一時的にインターネットMAGMA指定のサーバ
への移動、もしくは該当するCGIの停止、該当する各種サーバの停止等をインターネット
MAGMAよりお客様へご連絡致します。
その場合、インターネットMAGMAの判断により該当サービスを強制的に停止させて頂くこと
もあります。後日、共用サーバから専用サーバへの移転など、対応策を改めてご相談させて頂
きます。

お客様はディスク領域を自由に再販する事ができます。
ただし各種お問い合わせの対応、請求書の送付は、インターネットMAGMA
に登録されている方に対して行いますので、再販先からのお問い合わせ等に
は対応致しません。
また再販先とのトラブル等に関しては、インターネットMAGMAは一切責任
を負わないものとさせて頂きます。

口座振替依頼書提出後、口座振替開始までに2～3ヶ月かかる為、手続きが完了するまでの間、
振込用紙によるお支払いになります。手続きが済み次第口座振替を開始致します。

（注）プラン変更に際し、料金の日割り計算は行っておりません。
（注）プラン変更が行われた月は、変更前のプランの料金が請求され、新プランの料金は翌月   
　　　からの請求となります。また、手数料と致しまして3,000円(税別)が必要となります。

インターネットMAGMAのホームページ上で、
お客様のユーザIDとパスワードを入力して頂
くと、オンラインカスタマーセンターへ入る
ことが出来ます。

お申し込みにあたって、虚偽の事項（名前、住所、電話番号、メールアドレス等）の
記載、あるいは名義貸しなどが判明した場合。

（2）インターネットMAGMAのサービスに対する迷惑行為(共用サーバ上において、大量の
メール送受信、大量のメール転送など極端に負荷をかけるCGIのご利用)等が発生した
場合。

（3）その他インターネットMAGMAが申込者およびインターネットMAGMAのサービス
利用者として不適当と判断した場合。

※

お客様のご利用によって再度サーバに負荷がかかり、サーバ障害が発生した場合は、別途作業
費をご請求させて頂きますので予めご了承下さい。

Yahoo!やMSNなどポータルサイトのトップページ上でのリンク掲載によるアクセスの急増など、
サーバへの負荷が予測される場合は、事前にm.customer@magma.jpへご相談下さい。

※



※ 記載されている内容は2014年6月現在のものです。
※ サービスの仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。
※ 記載されている価格等は、全て消費税別の表示となっております。
※ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

・届出電気通信事業者(A-13-4562)
・社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
   ┗IPアドレス管理指定事業者[MAGMA]
・株式会社 日本レジストリサービス(JPRS)
   ┣汎用JPドメイン名指定事業者[AGNT-1019 ]
   ┗属性型､地域型JPドメイン名指定事業者[MAGMA]
・株式会社 国際調達情報(PSI-Japan)gTLD提携事業者
・JISQ27001：2006（ISO/IEC27001：2005）

・フリービット株式会社
・さくらインターネット株式会社
・フュージョン・コミュニケーションズ株式会社
・西日本電信電話株式会社
・NTTコミュニケーションズ株式会社
・株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ
・株式会社ブロードバンドセキュリティ
　など

■ 会社名 株式会社IMS
（英語名:ims.jp）

■ 資格

■ 本社

■ 九州支社

！

0120-5888-49

m.customer@magma.jp

■ カスタマセンター（メール）

・みずほ銀行 ：芝支店
・三菱東京ＵＦＪ銀行 ：熊本支店
・三井住友銀行 ：熊本支店
・肥後銀行 ：銀座通支店
・熊本銀行 ：東託麻支店

■ 取引銀行

■ 主要取引先
■ 設立 平成8年9月

■ 資本金

■ カスタマセンター（お申し込み・料金関係窓口）

受付時間： 平日（9：00～18：00）

0120-300-365

■ サポートセンター（技術サポート窓口）

受付時間：月曜日～金曜日（9：00～21：00）
　　　　　土・日・祝祭日（9：00～18：00）

4,125万円

■ 加盟団体 ・一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)
・安心・安全インターネット推進協議会
・特定非営利活動法人 地域間高速ネットワーク機構(IXO)【理事企業】
・九州地域ネット連合
・特定非営利活動法人 NEXT熊本
・熊本県インターネットプロバイダ連絡部会(熊本県情報セキュリティ推進協議会内)
・福岡県情報セキュリティ連絡協議会
・チャレンジ25キャンペーン
・JPRSユーザー会
・公益社団法人 熊本東法人会

〒106-0032
東京都港区六本木3-1-27　梅原ビル2階
TEL：03-5436-7753 / FAX：03-5436-7754

〒860-0047
熊本県熊本市西区春日1丁目14-2 森都心プラザ 春日ヒルズ1F
TEL：096-355-5100 / FAX：096-355-5111
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