
Solo/SuitePRO V4 サーバースペック比較表 

 Solo SuitePRO V4 

CPU/メモリ CPU：1 コア ～ 4 コア×2CPU 

メモリ：2GB ～ 36GB 

*お客さまの導入機種・スペックにより 

異なる 

仮想 2 コア/2GB ～ 仮想 8 コア/32GB 

*CPU 値とメモリ容量の組み合わせは固定 

（5 種から選択可能） 

ディスク容量 ・72GB ～ 500GB（SATA） 

・72GB ～ 1500GB（SAS） 

*お客さまの導入機種・スペックにより 

異なる 

・起動ディスク＋追加ディスク 

*HDD100GB ～ 4TB 

*100GB の起動ディスクを標準提供 

*追加ディスクは、標準ディスク(SATA 相当)/ 

高速ディスク(SAS 相当)から選択可能 

*追加ディスクの種類と容量に応じた 

ディスクポイント数による申し込み 

 

・大容量ストレージ 

*5TB ～ 120TB 

*データバックアップやアーカイブ、 

ファイルサーバー等の用途向け 

 *大容量ストレージ用のディスクポイント数 

による申し込み 

IP アドレス ・グローバル IPv4 アドレスをお客さま専用セグ

メントで提供（標準/30、オプションで/29、

/28 から選択可能） 

・プライベート IPv4 アドレスをお客さま 

専用セグメントで標準提供（/28 固定） 

・グローバル IPv4 アドレス 1 個（固定）  

・プライベート IP アドレス提供なし 

OS ・NTTPC にて OS をインストールした状態で納

品 

CentOS 3.6 

Red Hat Enterprise Linux v.4 

Red Hat Enterprise Linux v.5 

Red Hat Enterprise Linux v.6 

Windows Server® 2008 Standard Edition 

Windows Server® 2008 R2 Standard Edition 

・お客さまにてサーバー管理用コントロールパネルから

OS インストールを実施 

CentOS 6.6（x86_64） 

CentOS 7.1（x86_64） 

Windows Server® 2008 R2 Datacenter 

Windows Server® 2012 R2 Datacenter 

Windows Server® 2016 Datacenter 

Windows Server® 2016 Datacenter（ファイルサー

バー初期設定済み） 

ソフトウェア Plesk 

Microsoft® SQL Server 2005 Standard 

Edition 

Microsoft® SQL Server 2008 Standard 

Edition 

Microsoft® Windows Server® リモートデスクトッ

プ（RDS）SAL 

Microsoft® Office Professional Plus SAL 

Microsoft® SQL Server® Web Edition 

Microsoft® SQL Server® Standard Core 

VNC コンソール なし ブラウザ上から VNC コンソール操作が可能 



 

 Solo SuitePRO V4 

帯域保証 オプション なし 

共用ファイアウォール オプション 

 *Incoming/ Outgoing 設定可 

 *NTTPC にてポリシー設定を実施 

 *ポリシー数上限なし 

オプション 

 *Incoming のみ設定可 

 *お客さまにてポリシー設定を実施 

 *ポリシー数上限 30 個まで/ネットワーク 

あたり 

共用ロードバランサ オプション なし 

IP アドレス拡張 オプション なし 

サーバー間 LAN 接続 オプション なし 

複数台構成 オプション なし 

リモートアクセス VPN オプション なし 

DNS アウトソーシング オプション オプション 

SQL Server オプション オプション 

バックアップストレージ オプション 基本プランにて「バックアップあり」 

「バックアップなし」のいずれかを選択 

パーティション設定 オプション なし 

サービス監視 オプション 「セルフ監視」を標準提供 

プロセス・リソース監視 オプション なし 

リアルタイムレポート オプション なし 

プロセス再起動代行 オプション なし 

リブート代行 オプション なし 

（サーバー管理用コントロールパネル上でサーバーの

起動・停止が可能） 

パスワード初期化 オプション 

（ご契約サーバーの root アカウント、Plesk コン

トロールパネル、SSL-VPN アカウント、バックア

ップサービス管理 GUI のパスワードが解からなく

なってしまった際に NTTPC にて初期化を代行） 

なし 

（サーバー管理用コントロールパネル上で、サーバー

管理用コントロールパネルへのログインアカウントお

よび FTP アカウントのパスワード変更が可能） 

（サーバー管理用コントロールパネルのログインパス

ワードを失念した際は、契約内容変更サービスからパ

スワード再発行可能） 

（ご契約サーバーの root アカウント初期化機能はな

し） 

リモートアクセス復旧 オプション なし 

サーバー管理用 

コントロールパネル 

なし 標準提供 

フェイルオーバー なし 標準提供 

セルフ監視 なし 標準提供 

仮想専用サーバーへのポート監視を設定可能 

 

 



 

 Solo SuitePRO V4 

仮想 DVD-ROM 機能 なし 標準提供 

DNS 逆引き設定 標準提供 

お申し込みに基づき NTTPC にて設定 

標準提供 

サーバー管理用コントロールパネルより指定可能 

セカンダリ DNS 設定 標準提供 

Solo をプライマリネームサーバーとして使う場合

に限り、NTTPC のネームサーバー

(ns4.sphere.ad.jp)をセカンダリネームサーバー

として利用するためのお申し込み（新規、削除、

変更）可能 

標準提供 

SuitePRO V4 をプライマリネームサーバーとして使う

場合に限り、NTTPC のネームサーバー

(ns4.sphere.ad.jp)をセカンダリネームサーバーとし

て利用するためのお申し込み（新規、削除、変更）可

能 

メールウイルスチェック 共用ファイアウォール（オプション）内の機能 

として提供 

標準提供 

UTM なし オプション 

ファイアウォール機能に加え、Web アプリケーション

などへの攻撃を検知・防御する WAF、IPS やアンチス

パム、アンチウイルスなど統合的なセキュリティ機能を

提供. 

VPN 接続オプション なし オプション 

NTTPC の VPN サービス「Master’sONE IP-VPN」と 

閉域接続可能（別途 Master’sONE IP-VPN のご契約が

必要） 

大容量ストレージ なし オプション 

データバックアップやアーカイブ、ファイルサーバー 

などに利用可能な大容量ストレージ 

Web 改ざん検知サービス なし オプション 

Web サイトの改ざんの有無を定期的に確認し、 

安全確保を継続的に支援するセキュリティサービス 

（株式会社セキュアブレインが提供する 

「gred セキュリティサービス」を採用） 

 


