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問合せ先  取締役 
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マネジメントサービスプロバイダ事業のサービス提供開始に関するお知らせ 

 

平成 21 年 10 月 29 日付「NetEnrich 株式会社とのマネジメントサービスプロバイダ事業

に関わる業務提携に関するお知らせ」にて、NetEnrich 株式会社と当社間によるマネジメン

トサービスプロバイダ事業に係る業務提携契約締結につき、お知らせいたしましたが、こ

のたび、当社ハウジングサービス利用者向けにマネジメントサービスの提供を、平成 22 年

１月５日より開始する運びとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．サービス提供開始日時 

 平成 22 年１月５日（火）12:00 

 

２．内容 

 当サービスは、当社ハウジングサービスの利用者に対して、新たにマネジメントサー

ビスを提供するものです。 

 具体的には、ハウジングサービスの利用者から委託を受けたサーバなどのネットワー

ク機器類を、サービス利用者に代わり当社エンジニアが 24 時間 365 日体制で監視、管理、

運用を代行するものです。 

 サービスの概要については、別紙をご参照ください。 

 

３．業績に及ぼす影響 

 本件が当社の業績に与える影響は、既報の業績予想に織り込んでおります。 

以上 
 

本件に関するお問い合わせ先 

さくらインターネット株式会社 

企画部ＩＲ窓口：TEL 0120-654-835（フリーダイヤル） 

※受付時間：9時 30 分～18 時 30 分 

※月曜～金曜（祝祭日を除く）  
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報道関係各位 
2009 年 12 月 17 日 

さくらインターネット株式会社 
（東証マザーズ：3778） 

 

さくらインターネット、システムのサーバ監視・運用保守を代行する 
ハウジング契約者向けマネジメントサービスの提供を開始 

 
国内最大級のバックボーンネットワークを有しインターネットデータセンター事業を運

営するさくらインターネット株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：田中 邦裕）

は、自社のハウジングサービス契約者向けに、システムのサーバやネットワーク機器の監視、

および運用保守を代行するマネジメントサービスの提供を、2010 年 1 月 5 日より開始いた

します。 
 
当社は、東京・大阪の 6 データセンターにおいて、専用・共用ホスティングおよびハウジ

ングサービスを提供しております。この度、自社のハウジングサービス利用者のサーバやネ

ットワーク機器の稼働状況を 24 時間 365 日監視し、システムのリアルタイムの状況把握と

障害報告、また障害対応時の作業が動画で記録できるマネジメントサービスを提供し、ホス

ティングサービス、ハウジングサービスに次ぐ、データセンターサービスの新たな柱として

展開をいたします。 
 
IT 専門調査会社 IDC Japan によると 2008 年の国内通信事業者のソリューション／マネ

ージドサービスの市場は、前年比 17.1%増の 8,155 億円に達し*1、今後も需要が拡大するも

のと予測しています。景気後退により企業の IT 投資を抑制する傾向はあるものの、システ

ムの運用／監視や保守サービスは、IT システム環境の高度化／複雑化に伴い、引き続き堅

調に推移すると考えられます。 
 
当社は、国内データセンターで 24 時間 365 日エンジニアが常駐し、監視と運用保守を行

うハウジングサービスにおける豊富な運用実績と、10 月 29 日に MSP に関する業務提携契

約を締結した、NetEnrich 社が提供する次世代 NOC（ネットワーク・オペレーション・セ

ンター）などのインフラにより本サービスを提供いたします。 
 
これにより、監視・運用エンジニアの作業が動作ログとして動画で保管され任意に再生で

きる機能や、リアルタイムでシステムの状況を把握できるユーザーポータルなどをハウジン

グサービスの利用者に提供し、システムの障害検知だけでなく原因の究明や復旧と、運用の

一元管理を可能とします。利用者のシステム運用負荷増大によるサービス遅延の解消や、専

門知識を持つエンジニアなど運用に必要な人材の確保とコストの問題を低減し、監視・管

理・保守の最適化が図れます。 
 
当社は、今後も継続してデータセンター設備、国内最大級のバックボーンネットワークな

どのインフラから、サーバ構築やシステム運用・保守および管理まで、24 時間 365 日ノン

ストップでコストパフォーマンスの高いマネジメントサービスを提供し、中堅・中小企業の

IT アウトソーシング需要を取り込んでまいります。 
 
※1 出典：IDC Japan, 2009 年 3 月「国内通信事業者のソリューション／マネージドサービス市場 2008 年の分析と 2009

年～2013 年の予測」（J9010102） 
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■NetEnrich 株式会社について 
NetEnrich 株式会社は、米国 NetEnrich, Inc.（本社：カリフォルニア州サンノゼ、代表

取締役 兼 最高経営責任者：ラジュ・チェクリ）の 100%子会社です。NetEnrich（ネット

エンリッチ）は ITIL や SAS70 に準拠したプロセス、独自のテクノロジー、そしてオフショ

アのエンジニアを含む人材をコアコンピタンスとし、SLA（サービス・レベル・アグリーメ

ント）ベースのセキュアなフルマネージド・サービスを提供しています。 
 

＊＊＊ 
 
■「マネジメントサービス」とは 
 さくらインターネットの提供するマネジメントサービスは、初期費用 15,750 円／月額料

金 8,400 円*2からと、コストパフォーマンスに優れており、スモールスタートが可能なサー

ビスパックからフルカスタマイズまで、システム規模の拡張に応じて必要なサービスだけ組

み合わせることが可能です。 
 
 本マネジメントサービスでは、当社の東京・大阪のデータセンターにおいて、対象となる

システムのノード状況を監視するモニタリングシステムや、障害発生時の作業を管理するチ

ケットシステムなどを、マネジメントサービスの統合監視システム網により運用し、当社と

NetEnrich 社の NOC（ネットワーク・オペレーション・センター）で両社のエンジニアが

24 時間 365 日監視しています。 
 
 これにより、障害発生時のアラートや一次障害対応が迅速に行われ、利用者はノードを監

視するモニタリングシステムからの情報が集約され、可視化されたユーザーポータルをブラ

ウザーからリアルタイムで確認することが可能です。 
 

 
マネジメントサービスのユーザーポータル 

（画面は現在開発中のものであり変更される場合があります） 

 
監視対象となるサーバやネットワーク機器に対してのサービスメニューがあらかじめ用

意されており、メールでのアラートと原因調査の報告が標準で含まれています。その他、

PING 監視やサービス監視（SMTP、HTTP、HTTPS、FTP、POP3、IMAP、SSH、TELNET、
DNS、LDAP など）、プロセスやリソースおよびネットワーク機器のポート監視、オプショ

ンで仕様書の作成や、ネットワーク機器のポリシー変更・ファームウェアのアップデートな

どを提供します。 
3



また、障害時におけるエンジニアの作業が動作ログとして動画で保管され、何時・誰がど

のような操作を行ったかがすべて記録されています。利用者はユーザーポータルから動作ロ

グを任意に再生することができ、人による作業の可視化と管理を実現します。 
 

 
監視・運用エンジニアの作業を利用者側のポータルから再生 

（画面は現在開発中のものであり変更される場合があります） 

 
※2 サーバやネットワーク機器の 1 インスタンス（台／ノード）あたりの料金 

 

以上 

 

■さくらインターネット株式会社について 
さくらインターネットは、国内最大級の大容量・高速バックボーンと自社運営のデータセンターを所
有するインターネットサービス事業者です。高品質かつコストパフォーマンスの高いレンタルサーバ
などのホスティングサービスや、サーバを預かりインターネット回線へ接続するハウジングサービス
を提供。優れたトラフィック配信能力からブログや SNS、コンテンツ配信サイトなどアクセスの多い
人気コンテンツ事業者から多くの支持を受けています。 
 
■会社概要 
本 社：大阪市中央区南本町 1 丁目 8 番 14 号 
設 立：1999 年 8 月 17 日 
資本金：8 億 9530 万円 
売上高：71 億 679 万円（平成 21 年 3 月期） 
従業員：168 名 
 
■この報道資料の問い合わせ先 
さくらインターネット株式会社 企画部 広報宣伝チーム 
支 社：東京都新宿区西新宿 7-20-1 住友不動産西新宿ビル 33F 
TEL：03-5332-7072 FAX:03-5332-7080 
E-mail：press-ml@sakura.ad.jp URL：http://www.sakura.ad.jp 
 
■一般のお客様の問い合わせ先 
さくらインターネット カスタマーセンター 
TEL：0120-775664 
E-mail：support@sakura.ad.jp 
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別紙： 
マネジメントサービスのサービスメニューおよび利用料金は以下の通りです。 
 

サービスカテゴリー サービス名称と提供メニュー 初期費用 月額料金 

基本監視パック 

■サーバ監視パック Level 1 
 ・ユーザーポータル 
・有人監視 

 ・メール報告対応 
 ・メール原因調査通知 
 ・サービス監視 

（PING 監視[WAN 側／LAN 側]、SMTP、HTTP、
HTTPS、FTP、POP3、IMAP、POP3s、IMAPs、
SSH、TELNET、DNS、LDAP） 

 ・プロセス監視 
 ・リソース監視 

15,750 円 8,400 円 

追加監視パック 

■サーバ監視パック Level 2 
 ・電話報告対応 
 ・一次障害対応 

（ICMP[PING]、HTTP、HTTPS、FTP、POP3、
IMAP、SMTP、SSH） 

14,700 円 14,700 円 

カスタマイズ運用 ■サーバ監視 カスタマイズ運用 別途見積 別途見積 

■サーバ監視 仕様書作成 別途見積 別途見積 

サ
ー
バ
用
監
視
メ
ニ
ュ
ー 

オプション 

■サーバ監視 メディア交換 5,250 円より 5,250 円より 

基本監視パック 

■ネットワーク機器監視パック Level 1 
 ・ユーザーポータル 
・有人監視 

 ・メール報告対応 
 ・メール原因調査通知 
 ・ポート監視 
 ・PING 監視（WAN 側／LAN 側） 
 ・リソース監視（CPU、RAM、アップタイム） 
 

15,750 円 8,400 円 

■ネットワーク機器監視パック Level 2 
（ファイアウォール・スイッチ・ルーター用） 
 ・機器設定変更 
 ・運用手順書作成 
 ・ポリシー、ルール変更 
 ・電話報告対応 

21,000 円より 10,500 円より 

追加監視パック 

■ネットワーク機器監視パック Level 2 
（ロードバランサー用） 
 ・機器設定変更 
 ・運用手順書作成 
 ・ポリシー、ルール変更 
 ・電話報告対応 

36,750 円より 21,000 円より 

カスタマイズ運用 ■ネットワーク機器監視 カスタマイズ運用 別途見積 別途見積 

■ネットワーク機器監視 ファームウェアアップデート 別途見積 別途見積 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
用
メ
ニ
ュ
ー 

オプション 

■ネットワーク機器監視 ポリシー・ルール変更 別途見積 別途見積 

■レポート生成機能 別途見積 別途見積 
オプション 

■ベンダーコントロール 別途見積 別途見積 

※各メニューについては、サーバやネットワーク機器の 1 インスタンス（台／ノード）あたりの料金となります。 
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