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SSIの豊富な国内グローバルIPをご提供	
構成要件や審査なしで即ご契約	
1社最高20480IPまで追加可能	



}  2台の高速サーバーに2048IPを割
り当て効率よく配信可能  
 

}  200Mbpsの専用線で超高速配送 
 
}  仮想化技術を使い経費を大幅節減

出来る 

 
}  サーバーが資産計上されないので

節税効果があり、故障の際も復旧
が高速、無償。 

 
}  IP枯渇を一切心配しなくなる。 
 
 

}  仮想化環境でのサーバー運用に慣
れていない 

 

高い技術力を持ったエンジニア
による24時間サポート	

詳しいマニュアルを整備 
電話の完全マネージドサービス	
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}  数十台あるサーバーを仮想化技術で１台のサーバーにす
ることにより経費を節減します。(*1)	

現在のサーバー（複数台） 
台数分のコストがかかる。	

Cloud	  Server	

超高速Cloud 
サーバーに移行 

(*1)超高速なCloudサーバー導入と仮想化技術により既存サーバーより処理能力が上がる為、契約台数が減る
試算をさせて頂いておりますが、場合によって適用が難しい場合も御座います。 
(*2)本サービスを運用するサーバーはデータセンターのファシリティの一部となります。	

経費節減ポイント  
 
１、  サーバーの契約台数が8%-20%になるので月額も

 それに比例し削減可能。 
 例：１００台サーバーをご利用中の場合は80台−92台を削減可能。 

 
２、  サーバーを資産計上する必要がないため節税効果

 が見込める。(*2) 

 
３、  新規事業立ち上げで仮想サーバーを増やしても 初期

 費用や月額管理料が上がらない。 
 
４、　CO2が大幅に削減可能で、改正後省エネ法を適用

 可能。節税効果が見込める。 
 
	

ハードウエアと専用回線が少なくな
るので多くのコストを削減可能	
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現在のサーバー（複数台）台数分のコストが
かかりスケールアウトが難しい構成	

超高速Cloud 
サーバーに移行 

(*1)超高速なCloudサーバー導入と仮想化技術により既存サーバーより処理能力が上がる為、契約台数が減る
試算をさせて頂いておりますが、場合によって適用が難しい場合も御座います。 
(*2)本サービスを運用するサーバーはデータセンターのファシリティの一部となります。	

MTA　　  　MTA  　　MTA   MTA	

DBサーバーやWebサーバーのスケールアウ
トに柔軟に対応可能。効率も良く管理も簡素
化されます。	

既存サーバー構成          仮想化構成　	

Vmware	  ESXi5	
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全てをSSD化する事により全体Performanceを２程度向上。メモリ消費も大幅に減少。 

MTA　　  　MTA  　　MTA   MTA　　　　　MTA	



Vmware	  ESXi5	

MTA1 256IP 
vCPU  ：8個 
メモリー ：8GB 
Disk  ：200G 
SSD　Raid5稼働 
 

MTA2 256IP 
vCPU  ：8個 
メモリー ：8GB 
Disk  ：200G 
SSD　Raid5稼働 

MTA3 256IP 
vCPU  ：8個 
メモリー ：8GB 
Disk  ：200G 
SSD　Raid5稼働 

MTA4 256IP 
vCPU  ：8個 
メモリー ：8GB 
Disk  ：200G 
SSD　Raid5稼働 

メンテ (RDNS) 
vCPU  ：２個 
メモリー ：２GB 
Disk  ：500G 
Sata１TB 
 

Dual Xeon E5-2630L HDD1TB*1 SSD240GB*5(raid5) Memory48GB 

Ultra Cloud Server 
CPU  ：12コア(24thread) 
メモリー ：48GB(物理） 
HDD  ：1TB 
SSD  ：240GB＊5(raid5) 
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Vmware	  ESXi5	

MTA5 256IP 
vCPU  ：8個 
メモリー ：8GB 
Disk  ：200G 
SSD　Raid5稼働 
 

MTA6 256IP 
vCPU  ：8個 
メモリー ：8GB 
Disk  ：200G 
SSD　Raid5稼働 

MTA7 256IP 
vCPU  ：8個 
メモリー ：8GB 
Disk  ：200G 
SSD　Raid5稼働 

MTA8 256IP 
vCPU  ：8個 
メモリー ：8GB 
Disk  ：200G 
SSD　Raid5稼働 

メンテ (RDNS) 
vCPU  ：２個 
メモリー ：２GB 
Disk  ：500G 
Sata１TB 
 

Dual Xeon E5-2630L HDD1TB*1 SSD240GB*5(raid5) Memory48GB 

Ultra Cloud Server 
CPU  ：12コア(24thread) 
メモリー ：48GB(物理） 
HDD  ：1TB 
SSD  ：240GB＊5(raid5) 

回線：SSI UEA Premium 200Mbps(占有　回線1Gbps）　Cクラス8ブロック 
ファシリティ：SSI UF TK4(虎ノ門IDC)	

1* MTA配送検証済み構成です。	



}  実績と完全日本語対応可能なサポート 
仮想化技術やCloudでは英語のコントロールパネルが常識 
しかしVmwareでは唯一完全日本語サポートされております。 
 

}  安定的なWindowsアプリでの操作 
Windowsにクライアントソフトをインストールする事で操作の 
速度と簡便性を重視した設計となっております。 
 

}  メモリオーバーコミットが可能 
サーバーに搭載したメモリの最大1.8倍を割り当てる事が可能 
前頁のサーバーでは物理メモリ32GBに対して、 
最大57GBメモリを割当可能です。 
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SSI Ultra Cloudはお客ご契約サーバーを全世界35カ所の地点から1分間隔で
監視しております。より安全で堅牢なサーバー運用を可能としております。　 
傷害が発生した際は自動的に復旧作業にかかります。 

ダウンタイム、平均反応時間を1分間隔で監視	 同じ監視システムを導入している企業	

15	



}  回線について「SSI	  Ultra	  Ether	  Access」	  
	  フルWireSpeed回線　下記3回線から選択が可能 
 世界中２１カ所以上のIXとピアリング接続されている、ALL10GbE超高速回線 

 
  Next Generation Speed	  

	  SSI	  Ultra	  100Mbps	  Ehter	  Access	  
	  SSI	  Ultra	  1G	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ehter	  Access	  
	  SSI	  Ultra	  10Gbps	  	  	  	  Ehter	  Access	  
	  	  

	  
}  サーバー機	  
	  

	  Intel	  Xeon	  シリーズを中核に仮想化技術が高速に動作する事。	  
	  消費電力が低く、減税処置が行える物を選択。	  

	   	  サーバー月額管理料金が回線料金に含まれているので初期費用のみで利用可。	  
	  
}  データセンターについて	  
	  

	  弊社データセンター「SSI	  Ultra	  Facility」は、大震災や戦時等の異常時にも対応出来る	  
	   	  Premiumデータセンターをご提供可能しております。	

	   	  	  
	  

下記１０GbEピアリングの一部	
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	  大震災や戦時等の異常時にも対応出来るPremiumデータセン
ターをご提供可能なサービスです。	

	

	  ディザスタリカバリにも対応	

	  世界中のPremiumデータセンターをお客様のニーズに合わせ
チョイスしDRポートフォリオを作成致します。	

	  事業継続・災害対策（BC/DR）システムを構築する上では、システ
ム毎、アプリケーション毎にRPO（Recovery	  Point	  Objec6ve）と
RTO（Recovery	  Time	  Objec6ve）を明確にし、そのポリシーと運
用及び費用に合った最適なソリューションを選定する必要があ
ります。	

	

	  SSI	  Ultra	  Facility	  
	  多様化するシステムの要件にマッチする最適なBC/DRソリュー
ションとあわせて、サーバ統合による導入・運用コストの削減
やネットワーク環境の最適化などの関連ソリューションをご提
供致します。	

	  現在ご利用頂ける弊社Facility　東京、大阪、Silicon	  Valley、Los	  
Angeles、Clevelandの5カ所から新たにNew	  York、Ukraine、
Luxembourg、Vancouver、台北、香港を追加し７カ国計11カ所
でご利用頂ける用になりました。新規でご利用頂けるセンター
にUltra	  CDNのアクセスポイントを追加予定です。	
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SSI	  Ultra	  Ehter	  Access	  
	  （Datacenter引込み専用回線）	  

	  SSI	  Ultra	  Facilityから日本国内大手Carrierま
での全経由を、次世代の超高速
WireSpeed	  Routeingにて経路確保致しまし
た。電子速度（限りなく光に近い速度）で情

報を伝達する事が可能となり、弊社UEAを
ご利用のお客様は地球が小さくなり、日々
のビジネスで圧倒的優位に立つ事が容易
です。	
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SSI Laboratory Official Sales Partner	

株式会社　エスエスアイ・ラボ 
住所  ：東京都港区赤坂1-3-3 T-FRONTビル2階	
TEL  ： 03-4580-6020 
FAX  ： 03-4580-6021 
Mail  ：sales@ssilab.co.jp	

販売元	
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