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「FLEX HOSTING（フレックスホスティング）」 サービス開始

株式会社ブロードバンドタワー（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 高根、以下ブロードバンドタワ
ー）は、マネージドホスティングサービス「FLEX HOSTING（フレックスホスティング）」の提供を別紙のとおり 2007 年 1
月 9 日より開始しますのでお知らせします。
以 上
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必要なときに必要なITリソースを利用可能で、広帯域１Gbps*1インターネット接続込み月額 8 万円～

「FLEX HOSTING（フレックスホスティング）」 サービス開始
株式会社ブロードバンドタワー（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 高根、以下ブロードバンドタワ
ー）は、マネージドホスティングサービス*2「FLEX HOSTING（フレックスホスティング）」の提供を 2007 年 1 月 9 日より
開始します。
このたび提供を開始するマネージドホスティングサービス「FLEX HOSTING」は、広帯域インターネット接続環
境で利用可能な企業向け高品質ホスティングサービスで、国内トップクラスの運用実績を誇るデータセンターを
ベースに、お客様の大切なシステムを継続的に運用します。

ブロードバンドタワーの「FLEX HOSTING」の特徴
（詳細は別紙参照）

１．広帯域１Gbps*1かつ二重化されたインターネット接続込み月額 8 万円～
国内屈指のネットワークインフラと長年培った運用実績を持つ技術者が支えるブロードバンドタワーのバッ
クボーンに、広帯域１Gbps*1かつ二重化されたインターネット接続環境込み月額 8 万円～でご提供します。
グレードに応じて、多様な料金プランをご用意しました。

２．信頼性の高いブロードバンドタワーのデータセンターをベースに、万全な運用管理
耐震強度・セキュリティ・無停電電源設備等が整った信頼性の高いブロードバンドタワーのデータセンター
の設備をベースに、24 時間 365 日運用監視体制を実現。安全性、情報管理、運用、すべてにおいて安心
してご利用いただけます。

３．IT 関連業務全般のアウトソースが可能「必要なときに必要な分だけ」
機器手配からシステム運用・ネットワーク管理に至るまで、「必要なときに必要な分だけ」、
「ワンストップ」でご提供しますので、IT 関連業務全般のアウトソースが可能です。またデータを適切に、安
全に、且つ効率的に管理できる大容量ストレージ（オプション）との組み合わせも可能です。

なお、今期（平成 19 年 6 月期）は、売上高５千万円、本格的に稼働する来期（平成 20 年 6 月期）は、売上高
約５億円を見込んでおります。
以 上
*1 複数のユーザで回線を共有するベストエフォート共有型。
*2 基幹システムや IT 環境を構築する際に、必要となる機器（サーバ等）・インターネット回線などを貸し出すサービス。自社で全てを構築運用する
のに比べて、環境の準備や保守などに必要とされるコストを抑えられる。
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別 紙

ブロードバンドタワーが提供する「FLEX HOSTING」の特徴
ブロードバンドタワーの「FLEX HOSTING」は、お客様は、ビジネスで必要な IT リソースを、必要なときに必要
な分だけ、ご提供できるサービスです。日々複雑化する企業のシステムやネットワーク、法制化が見込まれてい
る日本版 SOX 法の対応や内部統制問題、事業継続計画（Business Continuity Plan）の必要性など、企業にお
ける様々なニーズや課題にも対応します。
１．広帯域１Gbps*1かつ二重化されたインターネット接続込み月額 8 万円～
国内屈指のネットワークインフラと長年培った運用実績を持つ技術者が支えるブロードバンドタワーのバッ
クボーンに、広帯域１Gbps*1かつ二重化されたインターネット接続環境込み月額 8 万円～でご提供します。
グレードに応じて、多様な料金プランをご用意しました。
大容量のトラフィックでもストレスなくご利用いただけるブロードバンドタワーならではのサービスです。
２．信頼性の高いブロードバンドタワーのデータセンターをベースに、万全な運用管理
１） 堅牢性とセキュリティ設備を兼ね備えたデータセンター
耐震強度・セキュリティ・無停電電源設備等が整った信頼性の高いブロードバンドタワーのデータセンター
の設備をベースに、電源・回線・機器の二重化を含め、インターネット通信回線拠点として安定した高品質
なサービスをご利用いただけます。
２） 24 時間 365 日の運用監視による万全なバックアップ体制
専任のオペレータが、ノンストップで稼動するシステムを 24 時間 365 日監視、障害対応も万全で、経験豊富
な技術者がバックアップいたします。お客様は自社ビジネスに集中でき、高い信頼性を得ることが可能で
す。

３．IT 関連業務全般のアウトソースが可能。「必要なときに必要な分だけ」
機器手配からシステム運用・ネットワーク管理に至るまで、「必要なときに必要な分だけ」、
「ワンストップ」でご提供します。
ビジネスのボリュームに応じて、広帯域１Gbps*1ネットワーク回線・ファイアーウォール・ロードバランサー・サ
ーバ・運用監視などのITリソースを、「必要なときに必要な分だけ」、最適なサービスを組み合わせてご利用
いただける「ユーティリティー型*3」サービスです。ビジネスの立ち上げや拡大、短時間に多くのアクセスが
予想されるライブイベント、新製品のキャンペーンなど、お客様のニーズやご利用期間、ご要望に応じて、
効果的な環境を迅速に構築することが可能です。
さらに経験豊富な運用実績をもった専門スタッフが高品質なサービスをサポートします。IT 関連業務全般
のアウトソースが可能で、お客様は本来のビジネスに集中できるうえ、経営資源の有効活用が可能になりま
す。
また、内部統制強化、日本版 SOX 法、事業継続計画（Business Continuity Plan）や映像コンテンツの流
通や音楽配信の市場拡大により膨大なデータを適切に記録・管理することが求められておりますが、それら
のデータを適切に、安全に、且つ効率的に管理できる大容量ストレージ（オプション）もご提供します。

ネットワーク回線

ファイアーウォール

ロードバランサー

サーバ

運用監視

ニーズや用途に合わせてネットワーク回線、各種機器、運用監視などの組み合わせが可能
*1 複数のユーザで回線を共有するベストエフォート共有型。
*3 ユーザが必要なリソースを水やガスや電気のように必要なときに必要な分だけ補うサービス。
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【FLEX HOSTING サービスメニュー】
＜標準サービス＞
サービスメニュー
お客様要件ヒアリング

最適化チェック
ｼｽﾃﾑ見直し

お客様要件
ヒアリング

24時間
365日
運用監視

設計
構築

設計・構築
モデルはお客様ニーズが多い構成を
3 タイプご用意

サーバ・OS
ネットワーク回線

共有ネットワーク環境は全て冗長化
構成にて、安定した信頼性の高い
ブロードバンドタワーバックボーンと接続
常駐スタッフによる 24 時間 365 日の
運用監視

MSP （運用監視）
最適化チェック・システム見直し

＜サービス提供料金（税抜）＞

標準サービス

サーバグレード

ＦＬＥＸ1

ＦＬＥＸ2

ＦＬＥＸ3

初期費用

￥200,000

￥200,000

￥200,000

￥ 80,000

￥100,000

￥130,000

月額費用

12 ヶ月契約

6 ヶ月契約
￥130,000
￥110,000
サーバグレードにより、サービス料金が異なります
・ FLEX1：エントリーモデル・・比較的負荷の軽いサービス向け
・ FLEX2：スタンダードモデル・・ある程度負荷が想定されるサービス向け
・ FLEX3：アッパーモデル・・ミッションクリティカル（重要なデータベース等）なサービス向け

￥160,000

＜オプションサービス＞
用途や規模に応じてネットワーク、MSP サービス、サーバメモリ、CPU 追加等が可能。
・サーバ：メモリ追加、CPU 追加 など
・ネットワーク：IP アドレス追加、サーバロードバランスサービス、SSL 証明書取得サービス、プライマリ DNS サービス
・MSP：各種監視追加
※その他メニュー外のカスタマイズにも対応可能です。
※サービス名称「FLEX HOSITING」「FLEX1,2,3」は仮称です。

【会社概要】
社名：
代表者：
本社所在地：
設立：
資本金：
事業内容：
URL：

株式会社ブロードバンドタワー
（大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 証券コード 3776）
代表取締役社長 中村 高根
東京都港区赤坂 4-2-6 住友不動産新赤坂ビル 7 階
2000 年 2 月
2,228,081,720 円（2006 年 9 月 22 日現在）
プラットフォーム事業、メディアソリューション事業
http://www.bbtower.co.jp/

【報道関係からのお問い合わせ先】
株式会社ブロードバンドタワー 広報IR室
TEL： 03-5573-8181
お問い合わせURL： http://www.bbtower.co.jp/inquiry.html
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