
メディアウォーズ、複数台構成の専用サーバーサービス 

「専用サーバーPLUS」に NEC 社製サーバーを採用 

 

株式会社メディアウォーズ（本社：京都府下京区、代表取締役社長 今井 寿人、以下メディアウォーズ）は、専

有スペースを確保した複数台構成の専用サーバーサービス「専用サーバーPLUS」に NEC 社製「Express5800」

を採用し、ご提供しております。 

 

■低消費電力サーバーを採用し、カーボンフリーサーバーを実現 

従来のホスティングサービスで使用されているサーバーは、一台につき年間 600kg～1,000kg もの CO2 を排出し

ています。（※1）今回、高度なパフォーマンスと省スペース・低消費電力を実現した NEC 社製「Express5800」を

採用し、消費電力を最大約40%削減。これによりCO2排出量を削減、地球環境に易しいサービスを提供します。 

また、カーボンオフセットプロバイダーである株式会社リサイクルワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役 木南

陽介、以下、リサイクルワン）を通じて、排出権を調達、政府口座へ移転することで無効化を行い、省エネサーバ

ーを採用しても削減しきれない CO2 の 110%オフセット（カーボンマイナス）を実現します。（※2）利用者に環境プ

レミアムを負担していただくことなく、京都議定書における日本の削減目標（1990 年比マイナス 6%）の達成に貢

献してまいります。 

 

■「専用サーバーPLUS」特長 

「専用サーバーPLUS」は、10Mbps占有回線、専用ファイアーウォール、同一IPセグメント（最大128IP）が標準装

備となっているため、高い拡張性とセキュリティーが確保されます。ハウジング並みの拡張性・自由度と専用サー

バーの手軽さ・リーズナブルな料金体系で、ハウジングからの乗り換えであれば大幅なコストダウン・専用サーバ

ーからのアップグレードであればリーズナブルに柔軟な拡張が行えます。 

 

１．ご利用用途に応じて選べる最大 50 台までのプラン構成 

同一の IP セグメントでサーバーの複数台構成が可能。お客様の用途やビジネスの規模に合わせ、最大 3 台～50

台までを収容できる 3 つのプラン（S・M・L）をご用意。 

 

２．すべてレンタル、ハードウェアの購入は不要 

導入時に発生する高額なハードウェアの購入は不要。ハードウェア、ネットワーク機器、インターネット回線までを

含めたパッケージプランになっているため、すべて月額料金で利用可能。 

 

３．様々なご要望に応じる複数台構成 

S・M・L プランの全プランに、お客様専用のファイアーウォールを標準搭載。 サーバーやネットワーク機器等をご

利用用途やビジネスの規模に合わせて、自由に組み合わせて利用できるため、お手軽に複数台構成のレンタル

サーバーが利用可能。 

 

４．運用負荷を軽減 

機器の設置や初期設定作業、障害対応などの運用・保守は、メディアウォーズが代行。専門の管理者が 24 時間

365 日体制で常駐しているため、大幅な運用負荷の軽減を実現可能。 



■「専用サーバーPLUS」のサービス概要  

ラックスペースとサーバーを組み合わせてご利用いただけるサービスです。 

 

・ ラックスペース（費用は全て税込）  

プラン名 サーバー収容台数 IP アドレス数 初期費用 月額費用 

S プラン 最大 12 台 最大 32 個 78,750 円 78,750 円

M プラン 最大 26 台 最大 64 個 105,000 円 131,250 円

L プラン 最大 50 台 最大 128 個 157,500 円 209,475 円

※最低収容数は S プランで 3 台～、M プランで 5 台～、L プランで 11 台～ご利用いただけます。 

※上記最大サーバー収容台数は N-610C プランをご利用の場合となり、サーバー機種によって最大収容数が異なります。 

 

・ 専用サーバー（費用は全て税込） 

プラン名 使用機材 CPU memory HDD 初期費用 月額費用 

N-610C 

プラン 

NEC 

Express5800/iR110a-1H 
Core 2 duo T9400 2GB 

500GB(SATA)×2

（RAID1） 
79,800 円 21,000 円

N-620C 

プラン 

NEC 

Express5800/iR120a-1E 
Xeon L5520 8GB 

500GB(SATA)×2

（RAID1） 
98,700 円 31,500 円

N-630C 

プラン 

NEC 

Express5800/iR120a-1E 
Xeon L5520 × 2 16GB 

146GB(SAS)×8 

（RAID10） 
144,900 円 78,750 円

 

・ 標準装備 

 root 権限 

 占有 10Mbps 回線 

 専用ファイアーウォール 

 同一ＩＰセグメント(最大 128IP) 

 

・ Ｗｅｂサイト 

http://www.mediawars.ne.jp/ 



【本サービスのカーボンオフセットについて】 

 

・カーボンオフセットとは 

自らの温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減しきれない量の全部又は一部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット(埋

め合わせ)することをいいます。全量以上をオフセットした場合はカーボンマイナスといいます。（本サービスはカーボンマイナスで

す） 

 

・オフセットの対象とオフセット量 

高度なパフォーマンスと省スペース・低消費電力を実現した今回のサーバーの導入においてもなお排出されてしまう CO2 量を最

大消費電力により算定しその全量に加えて排出量の 10%（合計 110%）をオフセットします（カーボンマイナス）。オフセット量は現在

算定中であり、今後弊社ウェブサイトにて公開いたします。 

 

 

・排出権の種類 

今回の削減しきれない CO2 を以下の排出権によりオフセット致します。 

プロジェクト名称 ガンウォン風力発電プロジェクト（Gangwon Wind Park Project） 

国連登録番号 0222 

サイト詳細 Gangwon/Pyeongchang 

削減総量(t-CO2) 1,495,363 

プロジェクトの概要 風力発電は、自然の風力を使って風車を回し、回転運動を発電機に伝えて電気を生み出す発電方法です。石

炭・石油等の化石燃料の燃焼による火力発電に比べ温室効果ガスの排出が少なく、風力は資源の枯渇問題がな

い再生可能なエネルギーであるため風力発電は地球環境にやさしい発電方法のひとつです。本プロジェクトは韓

国のガンウォンにおいて風力発電事業を行うものであり、原道平昌郡道安面東部に発電量 98MW の風力発電所

を、第 1 段階として 05 年に 14 基 28MW の発電タービン、第 2 段階、第 3 段階としては 06 年に 35 基 70MW 分が

建設されており、発電された電力は電力系統に送電されています。本プロジェクトは、京都議定書に定められた

CDM として 2006 年 3 月に国連に承認されており、年間約 14 万トンの CO2 を削減することで地球温暖化防止へ

貢献しています。 

 

 



■メディアウォーズについて  

 

代表取締役社長 ： 今井 寿人 

京都市下京区中堂寺粟田町 93 番地 京都リサーチパーク 6 号館 2F 〒600-8815 

URL       ： http://www.mediawars.ne.jp/ 

e-mail      ： info@mediawars.ne.jp 

TEL       ： 075-323-1500 

FAX       ： 075-323-1501 

 

 

《本件に関するお問合せ先》 

 ■報道関係者様のお問合せ先 

  担当     ： 峰行 

  e-mail    ： info@mediawars.ne.jp 

  TEL     ： 075-323-1500 （平日 9:00 ～ 17:00 ） 

  FAX     ： 075-323-1501 

 

 ■サービスの利用に関するお問合せ先 

  カスタマーセンター 

  e-mail    ： support@mediawars.ne.jp 

  TEL     ： 0120-307-002 （平日 9:00 ～ 17:00 ） 

 

 

 

※ 1 CO2 の算定については、環境省が発表している「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン」を基に算定した推定値です。ま

た、ガイドラインの見直しにより、推定値が変更になる可能性があります。  

 

※ 2 お客さまのカーボンオフセット費用は国連が認証した排出権（京都議定書に基づくCDMプロジェクト等）を対象にしたプロジェクトにのみ使用

されます。韓国での風力発電で実現した温暖化ガスの削減分が排出枠となります。 

 


