
ハウジングサービス（サーバー預かりサービス）

ハウジングサービスとは、お客様の所有するサーバーを、弊社がお預かりして管理・運営をするサービスです。
お預かりしたサーバーは、堅牢な専用サーバールームにて管理運用いたします。また、システムの各種設定や定期メンテナ
ンスも、弊社がまとめてお引き受けいたします。

セキュアな専用サーバールームで
お客様からお預かりした大切な
サーバー機器をお守り致します。

ご利用目的に応じてサーバー機器・OS等自由に選択することができ、ビジ
ネスの拡大に合わせてシステム・ネットワークの拡張することが可能です。
様々なビジネス形態に合わせた柔軟性の高い運用がハウジングサービスの特
徴です。

ハウジングサービスとは？

ハウジングサービス
H o u s i n g  S e r v i c eH o u s i n g  S e r v i c e
堅牢なセキュリティでお客様のサーバー機器をお預かりします。

サービスプラン

専用サーバールーム

月額（管理運用費）
11,550円より

※お申し込みから開設まで、約１週間かかります。最低ご利用期間は１年間となります。
※通信回線・特殊機器・ライセンス料等は含まれません。

ラックタイプ

デスクトップタイプ タワータイプ

※お預かりする機器により費用が異なります。
　詳しくはお問い合わせください。

お客様がお持ちの、様々な仕様の
サーバー機器に柔軟に対応！

24時間 365日
自動空調管理

地震火災対策用
耐震耐火設計

Air con

Fireproof

一時停電対策用
無停電電源UPS

監視カメラで 24時間監視
監視システムWatch

1 2

43

●インターネットWEB通販

●共有ファイルサーバー　等々 24時間 365日　運用・監視

●販売管理システム
●顧客管理システム

ハウジングサービスの運用事例

ハウジングサービス
お客様の運用事例

G-P@RK

G-P@RK

INTERNET

G-P@RK



ハウジングサービス（サーバー預かりサービス）

ハウジングサービス
H o u s i n g  S e r v i c eH o u s i n g  S e r v i c e

ハウジングサービス導入イメージ

「専用サーバーが欲しいけど、どれを購入すれば良いかわからない」というお客様に、無料でサーバー導入時のアドバイス
を行っております。専任スタッフが、お客様のビジネス形態・運用目的に合わせたサーバー機器・OSをご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。

ハウジングサービスをご利用することで、G-P@RK の専門スタッフの監視のもと、専用サーバールームにて管理・運用い
たします。お客様はサーバー機器のことで心配する事なく、本来のビジネスに専念できます。

サーバー導入時の運用コンサルティング

お客様のビジネス形態に合わせた様々なオプションを追加することができます。　

オプション

ファイヤーウォール設置 メールサーバー設定 ネットワーク設定
グループウェア登載 データベース登載 バックアップ機器の追加
RAID設定 IPアドレス割当サービス ルーティングサービス

サーバーOSインストール Linux　Windows　UNIX　等

※上記オプションは別途費用がかかります。詳しくはお問い合わせください。

INTERNET

本社

A 支店 B 支店 C 支店

INTERNET

A 支店 B 支店 C 支店

24時間 365日　運用・監視
による

本社

URL http://www.g-park.ne.jp Mail info@g-park.ne.jp

お 申し込 み
お問い合わせ 0270-23-0616までG-P@RK

G-P@RKG-P@RK

G-P@RK

OPENER沖縄

OPENER群馬

〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地2-14-1 ジブラルタ生命沖縄那覇ビル4F
TEL 098-943-5670

〒372-0011　群馬県伊勢崎市三和町2742-3
TEL 0270-23-0616／FAX 0270-21-3999

https://www.opener.co.jp/
株式会社 OPENER

370-0851　群馬県高崎市上中居町43-1 MR高崎 3F 301〒OPENER高崎
TEL 027-386-4860



　レンタルサーバーサービス

レンタルサーバーサービスとは、お客様専用のサーバーをまるごと１台、お貸しするサービスです。
１台のサーバーを占有することで、大容量のサーバースペースを確保でき、セキュリティの設定やデータベースの搭載など、
自由にカスタマイズすることが可能です。また、アクセス数の多いサイトでも安定したサービスをご提供することができます。

レンタルサーバーサービスとは？

レンタルサーバーサービス
Rental Server ServiceRental Server Service
本格的なビジネスサイトの構築。充実のハイエンドプラン。

サービスプラン（標準仕様）

データベース搭載
PostgreSQL・MySQL

92,400円

SSL 暗号化認証

121,275円

SSI搭載
（サーバーサイドインクルード）

無料
※翌年以降 115,500 円／年※Oracl e対応可（ライセンス設定料は別途）

＋＋ ＋

オプション

G-P@RK

レンタルサーバー
標準設定

ベリサイン申請費

初年合計

SSL 設定費
115,500 円

5,775 円

SSI

専用のサーバーですので標準設定にプラスして、思いどおりにカスタマイズすることが可能です。

多彩な要望・大規模なビジネス運用を、高度な技術でフルサポートします！

お支払いは「月払いコース」と「年払いコース（年間先払割引）」からお選びいただけます。

ホームページ容量
無制限 ※1 ※1

※1：各サーバーの仕様により最大 HD 容量が異なります（60GB～）

メールウィルス
除去機能

オリジナル CGI
搭載可

メールアドレスの変更
いつでも無料

メールアドレス
無制限

スパイウェア
除去機能

独自ドメイン

月 額
27,500円

月払いコース 年払いコース（年間先払割引）

HD Mail

CGI
オリジナル PHP
搭載可PHP

VirusSpy

.com.com
Domain

Rename

＋
初回登録費
（初回のみ）
27,500円

年額（12ヶ月）

275,000円 ＋
初回登録費
（初回のみ）
27,500円

月払いと比べて 55,000円（2ヶ月分）お得︕

初回合計費用 55,000円 初回合計費用 302,500円

※お申し込みから開設まで、約２週間かかります。最低ご利用期間は１年間（12ヶ月間）となります。
※価格は全て税別です。

データベース
搭載可DB

G-P@RK



レンタルサーバーサービス

独自ドメイン取得代行サービス

レンタルサーバーサービス
Rental Server ServiceRental Server Service

ドメインの登録申請から毎年の維持管理まで、すべて弊社で代行いたします。ドメインは早い者勝ちです。
世界でたったひとつのドメインを取得し、専用のホームページアドレスと、専用のメールアドレスを使ってみませんか？

氏名@会社名 .co.jp
http://www. 会社名 .co.jp

abcde@プロバイダー名 .ne.jp
http://www.プロバイダー名 .ne.jp/abcde/

※ご希望のドメイン名が取得できない場合がありますので、予めご了承ください。
※

※価格はすべて税込です。

ドメイン名を新規に取得した場合、取得後６ヶ月以内にネームサーバーへの登録が必要となります。
　（６ヶ月を経過した場合、取得したドメイン名がキャンセルされますのでご注意ください）

独自ドメイン
を取得すると

■ドメインを持っていることで、お客様の「信頼性」が格段にあがります。
■会社名にかぎらず、サービス名・商品名・プロジェクト名など自由に付けることが可能です。
■将来別のプロバイダーやレンタルサーバーに移行してもそのまま使用できます。

自由なお名前でOK
URL

Mail

URL

Mail

登録費用 33,000円

翌年以降年額 8,800円／年

.co.jp

登録申請費 22,000円（JPNIC）※内訳
代行手数料 11,000円（JPNIC）

.jp  .or.jp  .ne.jp  .ac.jp  ...

翌年以降年額
（ドメイン維持管理料） （ドメイン維持管理料） 5,500円／年

.com .net  .org  .biz  .info  ...

登録費用 22,000円
登録申請費 11,000円（InterNIC）※内訳
代行手数料 11,000 円（InterNIC）

（初年度ドメイン維持管理料含む） （初年度ドメイン維持管理料含む）

URL http://www.g-park.ne.jp Mail info@g-park.ne.jp

お 申し込 み
お問い合わせ 0270-23-0616

 

まで

G-P@RKG-P@RK

G-P@RK
https://www.opener.co.jp/
株式会社 OPENER

OPENER沖縄

OPENER群馬

〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地2-14-1 ジブラルタ生命沖縄那覇ビル4F
TEL 098-943-5670

〒372-0011　群馬県伊勢崎市三和町2742-3
TEL 0270-23-0616／FAX 0270-21-3999

370-0851　群馬県高崎市上中居町43-1 MR高崎 3F 301〒OPENER高崎
TEL 027-386-4860



●新製品のプロモーションに

●イベントやスポーツを動画で

●教育プログラム・セミナーに

●リクルート用としてオフィスの様子や
　スタッフからのメッセージを

●バーチャル体験コーナー・見学会

●旅行ガイド・観光案内・地域情報　等々

ストリーミングサービス構成イメージ

ストリーミングサーバー

バックアップサーバーあなたの PC 視聴者

視聴者

視聴者

INTERNET

INTERNET

ストリーミングサービス
S t r e a m i n g  S e r v i c eS t r e a m i n g  S e r v i c e
ストリーミングがビジネスをさらに進化させる。

ストリーミングサービス

ストリーミングサービスとは、インターネット上にある「動画データ」や「音楽データ」を複数の視聴者に、転送しながら
同時に再生・視聴することができるサービスです。

ストリーミングサービスとは？

ストリーミングがビジネスチャンスを広げます

サーバー仕様・バックアップ体制

＋＋
ストリーミングサーバー

RAID5 仕様並びに、バックアップサーバーへの自動保存機能を搭載。安心のバックアップ体制です。

自動バックアップ機能を搭載

バックアップサーバー
システムダウンを防ぎます

RAID5仕様

エンコードした動画
データをアップロード

製造業の方で、例えばこんな使い方…

職人の技術を動画で残して
後継者育成に！
文章と写真では、伝えにくい事も、
動画にすることで、さらに細かい
部分までも、伝えることが可能に
なります。

動画データを転送しながら同時に再生させることで、動きがスムーズで高画質な動画の、同時視聴が可能です。

G-P@RK



月 額
38,500円

月払いコース

年払いコース（年間先払割引）

＋
初回登録費
（初回のみ）
27,500 円

385,000円 ＋
初回登録費
（初回のみ）
27,500 円

月払いと比べて 77,000 円（2ヶ月分）お得︕

初回合計費用 66,000円

初回合計費用 412,5000円

サービスプラン（標準設定）

オプション（機能拡張）

動画ファイルエンコード作業（10分まで） 11,000円より（1分超過毎に550円課金）

ホームページ制作 別途打ち合わせにて御見積させていただきます
動画撮影 別途打ち合わせにて御見積させていただきます

ストリーミングサービス
S t r e a m i n g  S e r v i c eS t r e a m i n g  S e r v i c e

ストリーミングサービス

※お申し込みから開設まで、約１週間かかります。最低ご利用期間は６ヶ月間となります。
※価格はすべて税込です。
※1：エンコードレートは、ビデオデータの配信速度。エンコードレートが高いほどデータ量が多く、画質が向上します。
※2：最大同時接続数は、同時にストリーミングできる人数（PC数）です。
※3：配信形式はWMVのみとなります。WMVは、Microsoft 社のWindows Media Player で再生が可能な保存形式です。

※詳細はお問い合わせください。

月 額
27,500円

月払いコース

年払いコース（年間先払割引）

＋
初回登録費
（初回のみ）
27,500 円

275,000 円 ＋
初回登録費
（初回のみ）
27,500円

月払いと比べて 55,000 円（2ヶ月分）お得︕

初回合計費用 55,000円

初回合計費用 302,500円

ストリーミング300 ストリーミング500

＋＋

もっとエンコードレート（画質）を上げたい、最大接続数を増やしたい方は、オプションで機能拡張にも対応します。

オプション

最大接続数＋5 11,000円／月
アクセス plus5

エンコードレート＋100kbps 11,000円／月
レートplus100

3GB 3GBディスク容量

56kbps～500kbpsエンコードレート56kbps～300kbps

10 20最大接続数

WMV WMV配信形式

※1

※2

※3

URL http://www.g-park.ne.jp Mail info@g-park.ne.jp

お 申し込 み
お問い合わせ 0270-23-0616

 

まで

G-P@RKG-P@RK

G-P@RK

年額（12ヶ月） 年額（12ヶ月）

https://www.opener.co.jp/
株式会社 OPENER

OPENER沖縄

OPENER群馬

〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地2-14-1 ジブラルタ生命沖縄那覇ビル4F
TEL 098-943-5670

〒372-0011　群馬県伊勢崎市三和町2742-3
TEL 0270-23-0616／FAX 0270-21-3999

370-0851　群馬県高崎市上中居町43-1 MR高崎 3F 301〒OPENER高崎
TEL 027-386-4860



バーチャルドメインサービス

バーチャルドメインサービスとは、１台のサーバーを分割して複数のお客様に、ご利用いただくホスティングサービスです。
１台のサーバーを占有する「レンタルサーバー」に比べ、お安くホームページスペースを持つことができます。
メールフォームやショッピングカードなどのCGIや、独自ドメインにも対応しています。

お支払いは「月払いコース」と「年払いコース（年間先払割引）」からお選びいただけます。

バーチャルドメインサービスとは？

サービスプラン（標準設定）

オプション

ホームページ容量
300MB

メールウィルス
除去機能

オリジナル CGI
搭載可

メールアドレスの変更
いつでも無料

メールアドレス
20アカウント

スパイウェア
除去機能

独自ドメイン

バーチャルドメインサービス
Virtual Domain ServiceVirtual Domain Service
初めてのサイト開設。安心のホスティングプラン。

月 額
5,500円

月払いコース 年払いコース（年間先払割引）

G-P@RK

HD Mail

CGI

VirusSpy

.com.com
Domain

Rename

個人・SOHO・ビジネスに最適。Webサイト構築に必要な機能が揃っています！

＋
初回登録費
（初回のみ）
8,800円

年額（12ヶ月）

55,000円 ＋
初回登録費
（初回のみ）
8,800円

月払いと比べて 11,000円（2ヶ月分）お得︕

初回合計費用 14,300円 初回合計費用 63,800円

plus1＋＋
バーチャルドメイン
サーバー標準設定

もっとホームページの容量を増やしたい、メールアドレスを追加したい方は、オプションで機能拡張にも対応します。

＋1アカウント 330円／月
plus10 ＋10アカウント 2,200円／月
plus50 ＋50アカウント 5,500円／月
plus100 ＋100アカウント 8,800円／月

メール plus＋
plus200 ＋200MB

※新規ご契約時のみお取り扱いとなります。

3,300円／月
plus500 ＋500MB 5,500円／月
plus800 ＋800MB 8,800円／月

ウェブ plus＋

※お申し込みから開設まで、約１週間かかります。最低ご利用期間は１ヶ月間となります。
※価格は全て税込です。

G-P@RK



バーチャルドメインサービス

ドメインの登録申請から毎年の維持管理まで、すべて弊社で代行いたします。ドメインは早い者勝ちです。
世界でたったひとつのドメインを取得し、専用のホームページアドレスと、専用のメールアドレスを使ってみませんか？

独自ドメイン取得代行サービス

バーチャルドメインサービス
Virtual Domain ServiceVirtual Domain Service

氏名@会社名 .co.jp
http://www. 会社名 .co.jp

abcde@プロバイダー名 .ne.jp
http://www.プロバイダー名 .ne.jp/abcde/

※

※価格は全て税込です。

ご希望のドメイン名が取得できない場合がありますので、予めご了承ください。
※ドメイン名を新規に取得した場合、取得後６ヶ月以内にネームサーバーへの登録が必要となります。
　（６ヶ月を経過した場合、取得したドメイン名がキャンセルされますのでご注意ください）

独自ドメイン
を取得すると

URL http://www.g-park.ne.jp Mail info@g-park.ne.jp

お 申し込 み
お問い合わせ 0270-23-0616

 

まで

■ドメインを持っていることで、お客様の「信頼性」が格段にあがります。
■会社名にかぎらず、サービス名・商品名・プロジェクト名など自由に付けることが可能です。
■将来別のプロバイダーやレンタルサーバーに移行してもそのまま使用できます。

自由なお名前でOK
URL

Mail

URL

Mail

翌年以降年額 8,800円／年

.co.jp .jp  .or.jp  .ne.jp  .ac.jp  ...

翌年以降年額
（ドメイン維持管理費） （ドメイン維持管理費） 5,500円／年

.com .net  .org  .biz  .info  ...

登録費用 33,000円
登録申請費 22,000円（JPNIC）※内訳
代行手数料 11,000円（JPNIC）

登録費用 22,000円
登録申請費 11,000円（InterNIC）※内訳
代行手数料 11,000円（InterNIC）

（初年度ドメイン維持管理料含む） （初年度ドメイン維持管理料含む）

G-P@RKG-P@RK

G-P@RK
https://www.opener.co.jp/
株式会社 OPENER

OPENER沖縄

OPENER群馬

〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地2-14-1 ジブラルタ生命沖縄那覇ビル4F
TEL 098-943-5670

〒372-0011　群馬県伊勢崎市三和町2742-3
TEL 0270-23-0616／FAX 0270-21-3999

370-0851　群馬県高崎市上中居町43-1 MR高崎 3F 301〒OPENER高崎
TEL 027-386-4860




