
VPS®シリーズカタログ
他には無い 3つの安心がラピッドサイトの VPSにはあります。

料金・機能一覧表

お申し込み方法

7日間無料お試しサービス

VPSシリーズ カタログ

VPS® シリーズの

■対応サービス一覧
Movable Type 4 インストール、Movable Type 5 インストール、Movable Type DB初期化、Movable Type パスワード再設定、XOOPS インストール、
EC-CUBE インストール、Urchin 5 インストール、WordPress インストール、Clam AntiVirus インストール、Aipo5 インストール、サイボウズOffice8インストー
ル、独自 SSLインストール、独自 SSL（証明書移設）、独自 SSLポート番号変更、VPN/クライアント証明書発行、VPN/VPSクライアント化、FTPアクセス制御、
サブホスト設定、データ削除（5ディレクトリ毎）、外部メールサーバー利用設定、MySQL インストール、PostgreSQL インストール

新規にお申し込みのお客さま 他社から移行されるお客さま

ラピッドサイトのホームページまたは書面にてお申し込みくだ
さい。独自ドメインの取得も同時に行えます。

独自ドメイン登録完了までは IPアドレスにてホームページの
アップロードやメールの設定を行えます。

クレジットカード支払いの場合は2営業日以内に開通します。
銀行振込・振替の場合は料金支払後の開通となります。

お客さま サービスのお申し込み

お客さま ホームページやメールの設定

ご利用開始

ラピッドサイト サーバーの開通

ラピッドサイトのホームページまたは書面にてお申し込みくだ
さい。

独自ドメイン登録完了までは IPアドレスにてホームページの
アップロードやメールの設定を行えます。

ドメインの指定事業者を変更する場合は開通までに日数がかか
ることがあります。

お客さま サービスのお申し込み

お客さま ホームページやメールの設定

ご利用開始
お客さまのドメイン管理事業者にご依頼ください。1週間程度
は旧サーバーと併用して運営されることをお勧めします。

お客さま DNSサーバーの変更

ご利用開始

ラピッドサイト サーバーの開通

 ラピッドサイトなら最短2営業日でご利用いただけます。

100712

ラピッドサイトのサーバーを 7日間無料にてご利用いただけます。
サーバーの快適性やコントロールパネルの使い勝手など、お客様の不安を解消
したうえでサービスをご検討いただけます。
メールによる無料サポートも承っておりますので、お気軽にお試しください。

お申し込み前にMovable Typeや EC-CUBEなどプログラムの動作を試せる。

コントロールパネルや各種機能、
サーバーパフォーマンスが実感できる。 ■ 無料お試しのメリット

■ 無料お試しのメリット
Movable Typeや EC-CUBE、オープンソースやご自身で作成されたプログラムなどの動作を試せるので、契約後に使えなかったなどどいっ
た失敗がありません！お試し用サーバーで動作したものは、本環境でも動作します。

コントロールパネルや各種機能、サーバーパフォーマンスが実感できる。
実際に、コントロールパネル、各種機能、サーバーパフォーマンスをお確かめいただけます。
使いやすさにこだわったコントロールパネルは、メールアドレスの追加やマルチドメインの設定など面倒な作業を簡単にしてくれます。

レンタルサーバーをはじめてご利用のお客さまにも安心
無料お試し期間中は、1日 1回、7日間に渡ってサーバーの使い方をレクチャーするステップアップガイドをメールにてお送りいたします。
さらにメールによる無料サポートもございますので安心してご利用いただけます。

ラピッドサイト

ラピッドサイト
GMOホスティング & セキュリティ株式会社
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー
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料金・機能一覧表特 長

VPS®シリーズ

VPSシリーズ カタログ VPSシリーズ カタログ

VPS®シリーズは 3つの安心がついてます。
ラピッドサイトの VPSは初心者の方からハイエンドユーザーまで幅広くそ
のニーズに答えています。
サービスの導入から運用までお客さまを「3つの安心」で支援いたします。

VPS 初心者にも安心

初めての VPS 運用でも「設定代行」サービスがあるから安心です。
設定代行サービスは、お客さまに代わって弊社の技術スタッフがアプ
リケーションのインストールから独自 SSL の設定、不要なデータの
削除などを行います。

詳しくはこちら http://www.rapidsite.jp/product/act/

表の見方・・・【○】標準搭載　【△】利用可能（※要インストール）　【-】未対応

表の見方・・・【○】標準搭載　【△】利用可能（※要インストール）　【-】未対応
VPS-Standbyシリーズ

VPS® シリーズの VPS® シリーズの

リスク低減で安心

データセンターを分散して運用する事で万が一のサーバーダウンでも常にサーバー（サイ
ト）を稼動させておくことができます。こういった冗長化構成でダブルの安心を得られます。

詳しくはこちら http://www.rapidsite.jp/product/act/

安くて安心 詳しくはこちら http://www.rapidsite.jp/product/act/

■対応サービス一覧
Movable Type 4 インストール、Movable Type 5 インストール、Movable Type DB初期化、Movable Type パスワード再設定、XOOPS インストール、
EC-CUBE インストール、Urchin 5 インストール、WordPress インストール、Clam AntiVirus インストール、Aipo5 インストール、サイボウズOffice8インストー
ル、独自 SSLインストール、独自 SSL（証明書移設）、独自 SSLポート番号変更、VPN/クライアント証明書発行、VPN/VPSクライアント化、FTPアクセス制御、
サブホスト設定、データ削除（5ディレクトリ毎）、外部メールサーバー利用設定、MySQL インストール、PostgreSQL インストール

Movable Type 5
のインストール

サブホストの設定 外部メールサーバー
の利用設定

WEB領域専用
FTPユーザー追加

PHP
インストール

MySQL／ PostgreSQL
インストール

SSLL
の利用設定

○○.jp

EC-CUBE
のインストール

各アプリケーション
のインストール

人気

高負荷による

サーバーダウン

ガンブラーの脅威

アクセス集中で

サーバーダウン

公開サーバー
（VPS®シリーズ：VPを契約）

公開サーバー
（VPS-Stanbyシリーズ：VPS-SB01を契約）

例）複数台構成による冗長化を行った場合

インターネット

アクセス集中が予測される状況でも、複数台構成にすることで

サーバーダウンする事無く運用できます。

■他社と比べてください！！

この容量にしてこの価格！

120GB/2,310円～
同価格帯で最大級のメモリ数

最大 2GB
導入コストを抑えたい方は

キャンペーン実施中

負荷分散

ロ
ー
カ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

初期設定費用全額還元！実質 0円

VPS®シリーズ

VPS-01 VPS-02
初期設定費用 5,250円 5,250円
月額利用料金 12カ月 2,310円 4,725円

6カ月 2,520円 4,935円
1カ月 2,730円 5,145円

基本スペック

ディスク容量 120GB 200GB
メモリ 1GB 2GB

プロセス数 100 150
IPアドレス 1(オプションで 8個まで )
OS Red Hat Enterprise Linux 4
root権限 ○

コンパネ 自社開発

帯域 5Mbps 10Mbps
データ転送量 無制限

マルチドメイン 無制限

SSH ○

ファイアーウォール 50 100
セキュリティーアップデート ○

バックアップ 設定代行

OS再インストール 設定代行

独自 SSL オプション

VPN VPN
言語 Perl ○

PHP ○

Ruby ○

python ○

java ー

VPS®シリーズ

VPS-01 VPS-02
基本スペック

アプリ MT4 △

MT5 ○

EC-CUBE ○

アクセス解析ツール ○

WordPress ○

Xoops △

OpenPNE △

Pukiwiki △

Joomla ○

DB mySQL 無制限

phpmyadmin ○

PostgreSQL △

phppgadmin △

メール関連

IMAP ○

SMTP Auth ○

SubmissionPort ○

POPoverSSL ○

SMTPoverSSL ○

メール転送 ○

SPAMフィルタ ○

メーリングリスト ○

ウィルスチェック ○

ウェブメール ○

サポート

電話 平日10：00～ 18：00
メール 24時間

VPS-Standbyシリーズ

VPS-SB01 VPS-SB02
初期設定費用 5,250円 5,250円
月額利用料金 12カ月 1,995円 3,885円

6カ月 2,205円 4,095円
1カ月 2,415円 4,305円

基本スペック

ディスク容量 120GB 200GB
メモリ 1GB 2GB
プロセス数 100 150
IPアドレス 1(オプションで16個まで )
OS Red Hat Enterprise Linux 4
root権限 ○

コンパネ 自社開発

帯域 5Mbps 10Mbps
データ転送量 無制限

マルチドメイン 無制限

SSH ○

ファイアーウォール 50 100
セキュリティーアップデート ○

バックアップ 設定代行

OS再インストール 設定代行

独自 SSL オプション

VPN VPN
言語 Perl ○

PHP ○

Ruby ○

python ○

java ー

VPS-Standbyシリーズ

VPS-SB01 VPS-SB02
基本スペック

アプリ MT4 △

MT5 ○

EC-CUBE ○

アクセス解析ツール ○

WordPress ○

Xoops △

OpenPNE △

Pukiwiki △

Joomla ○

DB mySQL 無制限

phpmyadmin ○

PostgreSQL △

phppgadmin △

メール関連

IMAP ○

SMTP Auth ○

SubmissionPort ○

POPoverSSL ○

SMTPoverSSL ○

メール転送 ○

SPAMフィルタ ○

メーリングリスト ○

ウィルスチェック ○

ウェブメール ○

サポート

電話 平日10：00～ 18：00
メール 24時間

http://www.rapidsite.jp/product/act/index.html
http://www.rapidsite.jp/product/act/index.html
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料金・機能一覧表特 長

VPS®シリーズ

VPSシリーズ カタログ VPSシリーズ カタログ

VPS®シリーズは 3つの安心がついてます。
ラピッドサイトの VPSは初心者の方からハイエンドユーザーまで幅広くそ
のニーズに答えています。
サービスの導入から運用までお客さまを「3つの安心」で支援いたします。

VPS 初心者にも安心

初めての VPS 運用でも「設定代行」サービスがあるから安心です。
設定代行サービスは、お客さまに代わって弊社の技術スタッフがアプ
リケーションのインストールから独自 SSL の設定、不要なデータの
削除などを行います。

詳しくはこちら http://www.rapidsite.jp/product/act/

表の見方・・・【○】標準搭載　【△】利用可能（※要インストール）　【-】未対応

表の見方・・・【○】標準搭載　【△】利用可能（※要インストール）　【-】未対応
VPS-Standbyシリーズ

VPS® シリーズの VPS® シリーズの

リスク低減で安心

データセンターを分散して運用する事で万が一のサーバーダウンでも常にサーバー（サイ
ト）を稼動させておくことができます。こういった冗長化構成でダブルの安心を得られます。

詳しくはこちら http://www.rapidsite.jp/product/act/

安くて安心 詳しくはこちら http://www.rapidsite.jp/product/act/

■対応サービス一覧
Movable Type 4 インストール、Movable Type 5 インストール、Movable Type DB初期化、Movable Type パスワード再設定、XOOPS インストール、
EC-CUBE インストール、Urchin 5 インストール、WordPress インストール、Clam AntiVirus インストール、Aipo5 インストール、サイボウズOffice8インストー
ル、独自 SSLインストール、独自 SSL（証明書移設）、独自 SSLポート番号変更、VPN/クライアント証明書発行、VPN/VPSクライアント化、FTPアクセス制御、
サブホスト設定、データ削除（5ディレクトリ毎）、外部メールサーバー利用設定、MySQL インストール、PostgreSQL インストール

Movable Type 5
のインストール

サブホストの設定 外部メールサーバー
の利用設定

WEB領域専用
FTPユーザー追加

PHP
インストール

MySQL／ PostgreSQL
インストール

SSLL
の利用設定

○○.jp

EC-CUBE
のインストール

各アプリケーション
のインストール

人気

高負荷による

サーバーダウン

ガンブラーの脅威

アクセス集中で

サーバーダウン

公開サーバー
（VPS®シリーズ：VPを契約）

公開サーバー
（VPS-Stanbyシリーズ：VPS-SB01を契約）

例）複数台構成による冗長化を行った場合

インターネット

アクセス集中が予測される状況でも、複数台構成にすることで

サーバーダウンする事無く運用できます。

■他社と比べてください！！

この容量にしてこの価格！

120GB/2,310円～
同価格帯で最大級のメモリ数

最大 2GB
導入コストを抑えたい方は

キャンペーン実施中

負荷分散

ロ
ー
カ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

初期設定費用全額還元！実質 0円

VPS®シリーズ

VPS-01 VPS-02
初期設定費用 5,250円 5,250円
月額利用料金 12カ月 2,310円 4,725円

6カ月 2,520円 4,935円
1カ月 2,730円 5,145円

基本スペック

ディスク容量 120GB 200GB
メモリ 1GB 2GB

プロセス数 100 150
IPアドレス 1(オプションで 8個まで )
OS Red Hat Enterprise Linux 4
root権限 ○

コンパネ 自社開発

帯域 5Mbps 10Mbps
データ転送量 無制限

マルチドメイン 無制限

SSH ○

ファイアーウォール 50 100
セキュリティーアップデート ○

バックアップ 設定代行

OS再インストール 設定代行

独自 SSL オプション

VPN VPN
言語 Perl ○

PHP ○

Ruby ○

python ○

java ー

VPS®シリーズ

VPS-01 VPS-02
基本スペック

アプリ MT4 △

MT5 ○

EC-CUBE ○

アクセス解析ツール ○

WordPress ○

Xoops △

OpenPNE △

Pukiwiki △

Joomla ○

DB mySQL 無制限

phpmyadmin ○

PostgreSQL △

phppgadmin △

メール関連

IMAP ○

SMTP Auth ○

SubmissionPort ○

POPoverSSL ○

SMTPoverSSL ○

メール転送 ○

SPAMフィルタ ○

メーリングリスト ○

ウィルスチェック ○

ウェブメール ○

サポート

電話 平日10：00～ 18：00
メール 24時間

VPS-Standbyシリーズ

VPS-SB01 VPS-SB02
初期設定費用 5,250円 5,250円
月額利用料金 12カ月 1,995円 3,885円

6カ月 2,205円 4,095円
1カ月 2,415円 4,305円

基本スペック

ディスク容量 120GB 200GB
メモリ 1GB 2GB
プロセス数 100 150
IPアドレス 1(オプションで16個まで )
OS Red Hat Enterprise Linux 4
root権限 ○

コンパネ 自社開発

帯域 5Mbps 10Mbps
データ転送量 無制限

マルチドメイン 無制限

SSH ○

ファイアーウォール 50 100
セキュリティーアップデート ○

バックアップ 設定代行

OS再インストール 設定代行

独自 SSL オプション

VPN VPN
言語 Perl ○

PHP ○

Ruby ○

python ○

java ー

VPS-Standbyシリーズ

VPS-SB01 VPS-SB02
基本スペック

アプリ MT4 △

MT5 ○

EC-CUBE ○

アクセス解析ツール ○

WordPress ○

Xoops △

OpenPNE △

Pukiwiki △

Joomla ○

DB mySQL 無制限

phpmyadmin ○

PostgreSQL △

phppgadmin △

メール関連

IMAP ○

SMTP Auth ○

SubmissionPort ○

POPoverSSL ○

SMTPoverSSL ○

メール転送 ○

SPAMフィルタ ○

メーリングリスト ○

ウィルスチェック ○

ウェブメール ○

サポート

電話 平日10：00～ 18：00
メール 24時間



VPS®シリーズカタログ
他には無い 3つの安心がラピッドサイトの VPSにはあります。

料金・機能一覧表

お申し込み方法

7日間無料お試しサービス

VPSシリーズ カタログ

VPS® シリーズの

■対応サービス一覧
Movable Type 4 インストール、Movable Type 5 インストール、Movable Type DB初期化、Movable Type パスワード再設定、XOOPS インストール、
EC-CUBE インストール、Urchin 5 インストール、WordPress インストール、Clam AntiVirus インストール、Aipo5 インストール、サイボウズOffice8インストー
ル、独自 SSLインストール、独自 SSL（証明書移設）、独自 SSLポート番号変更、VPN/クライアント証明書発行、VPN/VPSクライアント化、FTPアクセス制御、
サブホスト設定、データ削除（5ディレクトリ毎）、外部メールサーバー利用設定、MySQL インストール、PostgreSQL インストール

新規にお申し込みのお客さま 他社から移行されるお客さま

ラピッドサイトのホームページまたは書面にてお申し込みくだ
さい。独自ドメインの取得も同時に行えます。

独自ドメイン登録完了までは IPアドレスにてホームページの
アップロードやメールの設定を行えます。

クレジットカード支払いの場合は2営業日以内に開通します。
銀行振込・振替の場合は料金支払後の開通となります。

お客さま サービスのお申し込み

お客さま ホームページやメールの設定

ご利用開始

ラピッドサイト サーバーの開通

ラピッドサイトのホームページまたは書面にてお申し込みくだ
さい。

独自ドメイン登録完了までは IPアドレスにてホームページの
アップロードやメールの設定を行えます。

ドメインの指定事業者を変更する場合は開通までに日数がかか
ることがあります。

お客さま サービスのお申し込み

お客さま ホームページやメールの設定

ご利用開始
お客さまのドメイン管理事業者にご依頼ください。1週間程度
は旧サーバーと併用して運営されることをお勧めします。

お客さま DNSサーバーの変更

ご利用開始

ラピッドサイト サーバーの開通

 ラピッドサイトなら最短2営業日でご利用いただけます。
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ラピッドサイトのサーバーを 7日間無料にてご利用いただけます。
サーバーの快適性やコントロールパネルの使い勝手など、お客様の不安を解消
したうえでサービスをご検討いただけます。
メールによる無料サポートも承っておりますので、お気軽にお試しください。

お申し込み前にMovable Typeや EC-CUBEなどプログラムの動作を試せる。

コントロールパネルや各種機能、
サーバーパフォーマンスが実感できる。 ■ 無料お試しのメリット

■ 無料お試しのメリット
Movable Typeや EC-CUBE、オープンソースやご自身で作成されたプログラムなどの動作を試せるので、契約後に使えなかったなどどいっ
た失敗がありません！お試し用サーバーで動作したものは、本環境でも動作します。

コントロールパネルや各種機能、サーバーパフォーマンスが実感できる。
実際に、コントロールパネル、各種機能、サーバーパフォーマンスをお確かめいただけます。
使いやすさにこだわったコントロールパネルは、メールアドレスの追加やマルチドメインの設定など面倒な作業を簡単にしてくれます。

レンタルサーバーをはじめてご利用のお客さまにも安心
無料お試し期間中は、1日 1回、7日間に渡ってサーバーの使い方をレクチャーするステップアップガイドをメールにてお送りいたします。
さらにメールによる無料サポートもございますので安心してご利用いただけます。

ラピッドサイト

ラピッドサイト
GMOホスティング & セキュリティ株式会社
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー
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