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会社概要

株式会社ハイパーボックスは、日本におけるインターネットの草創期にあたる1996年に創業し、
「お客様視点」を企業理念に、20年以上に渡りレンタルサーバーサービスをはじめ様々な
インターネットサービスを開発、提供しております。

Company information



ハイパーボックスは、日本のインターネットの草創期にあたる1996年から、米

国大手ホスティングサービスプロバイダの国内パートナー企業としてインター

ネットサービスを提供してきました。2000年には、国内独自基盤での提供とフ

ルサポートを目的に、サービスブランドである「ドメインキーパー」を設立しま

した。サービスブランドの設立に伴い、最も重要視した点は「お客様視点」であ

り、専業者としては国内で最も早く「24時間365日対応電話サポートデスク」を

提供した企業です。現在でも、そのフィロソフィは変わらず、基盤強固なデータ

センターと一体化したサポートセンターにて、24時間365日様々なインター

ネットサービスをワンストップでお客様に不自由なくご利用いただけるようサ

ポートし続けています。

CONNECT  YOUR  VALUE .

お客様がインターネットで公開される情報やコンテンツ、日々蓄積されるデー

タ、同様にインターネットを通じ心に描く未来へのビジョンや目標などは全てお

客様の大切な資産です。ハイパーボックスは、お客様の大切な資産を守り、価値

へとつなぐため、20年以上培ってきた運用実績と高度な技術をベースに、サービ

スを通じて「人と人」、「資産と価値」をつなぎ、更に新しい価値を創造できる豊か

なインターネット社会の実現に貢献していく。それが私たちのミッションです。

株式会社ハイパーボックス
代表取締役　深田 太郎

当社では、データセンターの基本機能のみなら

ず多段階の侵入検知・防御（iDS／IPS）装置

や、レイヤ7対応帯域制御装置などの採用で、

常に最新のセキュリティ対策を施して います。

開発基盤
20年以上に渡るホスティング
サービス提供実績より培ってきた
高度な技術にてインフラエンジニ
アをはじめフロントエンド／サー
バーサイドエンジニア、アプリエ
ンジニアを配して、お客様の目的
を解決する手段をワンストップで
提供します。

運用基盤
データセンターに隣接するオフィ
スにて24時間年中無休のサポー
トデスクを提供しています。また、
サポートデスクには、営業担当も
常駐しています。

個人情報保護への取り組み
当社は10年以上の運用実績を誇る
プライバシーマーク認定事業者です

データセンター

ハイパーボックス 通常のデータセンター

バックボーン

ルーター

脅威サイト・IP
制御機材

バケット
制御機材

スイッチ

ヒアリング
設計・開発

改善・分析

構築

運用

企業理念の柱は「お客様視点」。

国内トップクラスのバックボーンに接続された、
震度７クラスの地震にも耐える耐震構造の都内
データセンターにてお客様の環境を構築できます。

構築基盤

万全のサポート体制
24時間365日対応のサポートデスク
を提供しています

お客様の目的をお聞かせください。
私たちが手段をご提案します。

当社のサービスブランドである「ドメインキーパー」をはじめ、MSPサービスやソフトウェア開

発などを介し、お客様の「やりたいこと」や「かなえたいこと」を具体化し、継続的な安定運用を

提供します。サービスの提供には、「DevOps」＊の概念も取り入れ、多様化するニーズに対応し

ております。

＊ ソフトウェア開発手法のひとつ。開発（Development）と運用（Operat ions）を組み合わせたかばん語であり、
 開発担当者と運用担当者が連携して協力する開発手法をさします。 
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SSLサーバ証明書ポータルサイト

ホスティング

多 様 化 す る ニ ー ズ に 対 応 す る

エクストリム事業部

テーブルケア事業部

ボーダーレス提供
● 企画・設計・構築・監視・保守・運用

ドメインの登録・監理
●ドメインマネージャー
● DNSマネージャー

ドメインサービス●リアルタイム予約アプリ  ●ストアコンシェルジュシステム

個人向け低価格共有サーバーホスティングサービス

Management Services Provider

セキュリティ

ドメインキーパー事業部 

ハイパーボックスの
サービスラインアップ

国内代理店最安値保証

すべてのカテゴリに24時間365日
サポートデスクを提供

サポート

必要な機能を必要な分だけサービスとして提供
● HLS動画配信サービス（HyperCloud ライブストリーミング）
● コンテンツデリバリーサービス（HyperCDN） 
● クラウド統合型メールセキュリティサービス（メールセキュア）
● アンチ・スパム／ウイルスメールサービス（スパムトラッシュ）
● 高速メール配信サービス（ハイパーメール）

Software as a Service

20年以上の提供実績。インターネット総合ソ

リューションサービス「ドメインキーパー」はホス

ティングサービスを中心に、ドメイン・セキュリ

ティ・ホスティング・SaaS・MSPの5つのカテ

ゴリから成る、お客様の様々なご要望にお応えする

サービスブランドです。 Security
Support

Hosting

Domain

SaaS

43

● 法人向け共有サーバーサービス（4 Stars Server）
● 専用サーバーサービス（blue Box）
● パブリッククラウドサービス（HyperCloud）
● ハウジングサービス（blue Case）

MSP
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SPM
20年以上の豊富な経験や実績を元に、当社のホスティングサー
ビスのご利用の有無に関わらず、他社クラウドサービスや専用
サーバーサービス、お客様オフィス内のシステムなど、ボーダーレ
スでサーバーやネットワークの監視から運用管理代行までをサ
ポートいたします。

キュリティ
情報漏えいや不正アクセス、その他インターネットに潜むさまざま
な危険からお客様の大切な情報を守ります。
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SSLサーバ証明書ポータルサイト

SSLサーバ証明書は、「お客様が運用するウェブサイト」と「サイトにアクセスするユー
ザー」との通信を暗号化するサービスです。
最近では、Goog leが証明書を使っているウェブサイトかどうかをランキングシグナル
（順位付けの要因）に含めるようになる事を発表するなど、SSLサーバ証明書の必要性は
ますます高くなっています。

当社は10年以上SSLサーバ証明書ポータルサイトを運営し、正規代理店として国内各
認証局の証明書を国内最安値での提供をお約束しています。

お客様の用途やご要望を「24時間365日電話対応サポートデスク」に是非ご相談くださ
い。最適な証明書をご提案いたします。

設 計・構 築 コンサルティングサービスの提供。保守サービスの提供のみならず、サーバーシステムの設
計や構築、最適化などあらゆるご相談をお引き受けいたします。

サーバー移転 物理サーバーから別の物理サーバーやクラウド環境への移転、またその逆など、サーバー移
転の実務、支援をお引き受けいたします。

提 案・開 発 お客様の「やりたいこと」を実現します。当社ではサーバーやネットワーク周りにとどまらず、
スマートフォンアプリやWindowsソフトウェアの開発提供も行っています。お気軽にご相
談ください。

クライアント証明書とは、個人や組織を認証し、発行される電子証明書のことです。運転
免許証やパスポートのような身分証明書の機能を果たし、端末間でのアクセスコント
ロールやメールの電子署名でご利用いただけます。メールの暗号化や改ざん検知ができ
ますので、情報漏えいのリスクを大幅に軽減します。

クライアント証明書

当社のエンジニアによって障害が確認されると、即座に障害原因の切り分けを行い、仕
様書に沿って一次対応を行います。お客様への連絡はもちろんのこと、お客様機材がベ
ンダサポートを受けられている場合、代行対応まで提供可能です。

監視
一般的な監視サービスは、サーバーや
ネットワークの異常を機械監視で検
知しメールを自動送信するのみとなり
ますが当社の場合、これに加え24時
間体制で有人監視を行い、精度の高
い監視サービスをご提供いたします。

障害対応
きめの細かい障害対応をいたします。

運用代行
サーバー周りの煩雑な作業を一手にお引き受け
いたします。OSやアプリケーションのアップ
デート／インストールや設定変更、その他様々
な作業を代行いたします。お客様は、サーバー周
りの煩雑な作業にとらわられることなく本来の
業務に専念いただけます。

障害検知　→　切り分け　→　　対応

監視

障害対応

運用
代行

※その他現地にて、バックアップデータリストアやデータサルベージなどの二次対応も提供可能です。
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当社データセンターに設置した高性能サーバーのリソースを、複数のお客様でシェアしてご
利用いただくサービスです。「4 Stars Server」はセキュリティに特化した法人向けサービ
スで、メールの設定やワードプレスなどのウェブアプリケーションを、「かんたん」・「すぐ」
にご利用いただける独自提供のコントロールパネルが好評です。スタンダードプランは１契
約で最大5、プロプランは最大10の個別サーバーアカウントがご利用可能で、もちろん各ア
カウントには無制限のドメインが設置可能です。また、お客様独自ドメインで「WEBサイト
だけ」・「メールサーバーだけ」・「両方」をお選びいただけ、様々な用途にご利用が可能です。

プロプランは共有サーバーホスティングの特徴そのままに、最新・高速なSSDストレージを
搭載したクラウドサーバーを1台まるごと専用でご利用いただけます。他社VPSプランなど
はOSインストールのみで提供され、サーバーやアカウント管理、セキュリティ対策もお客様
にて管理が必要ですが、当社のプロプランならスタンダードプランと同様にメンテナンスフ
リー。各種セキュリティ対応で安心、快適にご利用いただけます。

SV-2000シリーズ SV-3000シリーズ SV-5000シリーズ

セキュリティ指向レンタルサーバー

お客様の事業を支え、多様化するニーズにお応えするサーバーレンタルサービスです。複数のお客
様でご利用いただく共有サーバーサービスから、堅牢な設備を誇るデータセンターにてお客様の
資材をお預かりするハウジングサービスまで、コストやクオリティのご要望に応じたさまざまな
サービスをラインアップしております。

スティングホ

多彩な機種と、マネージドプラン（保守サービス）を組み合わせてご利用いただける、サーバーまる
ごとレンタルサービスです。標準提供の「24時間365日電話対応サポートデスク」や基本保守「ス
タンダードCare」から、運用までをカバーする「トータルCare」まで、サーバーレンタルと組み合
わせてご利用いただけるので、サーバーの保守や運用にご心配のお客様も安心してサービスがご利
用いただけます。

すべてのサーバーが標準で「スタンダードCare」マネージドプランを
ご利用いただけます

・ 冗長性、可用性 ・ 高機能
・ コストパフォーマンス

・ 業界最高クラスの
  ハイパフォーマンス

専用サーバーサービス法人向け共有サーバーサービス 

「blue CaseⓇ」は、お客様のご都合に合わせて1ユニットからレンタルいただける低価格なハウジ
ングサービスです。既にルーティング済の弊社セキュリティ機器を経由したクリーンなグローバル
IPアドレス、スイッチポート、DNSサービスや監視システムを標準で提供、すぐにサーバーの運用
開始が可能です。

低価格で1ユニットからラック単位まで対応可能
新タイプ、高品質のハウジングサービス

ハウジングサービス

専用サーバー以上の自由度と手軽さを実現した、当社国内拠点のクラウドサービスです。
HyperCloudⓇでは、現在2つのサービスを提供しています。

国内クラウドサービス

あらゆる用途、あらゆる環境で使える、
冗長性、可用性、スケーラビリティに優れたクラウドサービス

・VPSをクラウド対応
・専用サーバーと同等の自由度
・管理はコントロールパネルで
  専用サーバーサービス以上の手軽さ

・システムの全てが冗長化構成
・障害予兆検知システム
・ライブマイグレーション機能
・ストレージは自動バックアップ、冗長構成（北海道データセンター）
・サーバー稼働率100%保証（SLA100%）

★マルウェア対策

★フルSSL対応

★不正侵入対策

★メールセキュリティ

7 8
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専用サーバーサービス（blue Box）とハイブリッド接続も可能です。

そだてるクラウド、ハイパークラウド
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aaS
本来、お客様向け個別に構築・提供する、動画やメール配信、メー
ルセキュリティなどのアプリケーションソフトウェアを、低価格で、
必要な分だけサービスとしてご利用いただけます。

Sメインサービス
インターネット上の住所にあたる「ドメイン」は、ホームページ
の運用やメールの利用などに欠かす事ができません。ドメイン
キーパーでは、お客様のドメイン登録代行と管理、ドメインを
サーバーで運用するためのドメインネームサーバーシステムを
提供しています。

ド
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お客様ご自身で管理いただける「ドメインマネージャー」をご用意。登録内容の変更や、ネー
ムサーバーの変更なども、ウェブブラウザから管理が可能です。また弊社はＪＰＲＳ指定事業
者ですので、汎用ＪＰドメインや属性型、ＪＰドメインの登録にも対応しています。

ドメインは、登録するだけではご利用ができません。ドメインの用途、宛先を指定するドメイン
ネームサーバーが必要になります。「ＤＮＳマネージャー」とは、弊社が提供するネームサー
バーをウェブブラウザよりお客様ご自身で管理いただけるサービスです。ゾーン情報を持つプ
ライマリネームサーバーと、ゾーン情報の複製を持つセカンダリネームサーバー（別のデータ
センター拠点内）の両方を提供しています

DNSマネージャー

ドメイン登録WWW.

現在主流である、配信先端末を選ばないHLS形式での動画配信と、コンテンツのアップロード管理が
簡単におこなえます。

HLS動画配信サービス
（HyperC loud  ライブストリーミング）

アンチウィルス／アンチスパムメールに加え、送信フィルター、メールアーカイブ検索など、メールの送
受信におけるあらゆるセキュリティ機能を、クラウド環境で統合的に提供します。

クラウド統合型メールセキュリティサービス
（メールセキュア）

特別な知識は必要なく、メールアドレスを設定するだけで迷惑メールを大幅に除去、アンチウイルスに
も対応しています。どなたでも簡単に操作が可能な「パーソナルコントローラー」をご利用いただけます。

アンチウィルス／アンチスパムメールサービス
（スパムトラッシュ）

大量のメールを高速かつ安定して配信が可能な、高機能・低価格のメール配信サービスです。

高速メール配信サービス
（ハイパーメール）

動画コンテンツやウェブサイトの画像など、大量かつ迅速に配信したい場合や、突発的な負荷対策に
CDNサービスは欠かせません。弊社のCDNサービスは、業界最安・かんたん設定が自慢です。

コンテンツデリバリーサービス
（HyperCDN） 
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株式会社ハイパーボックス

深田 太郎

平成12年10月6日

¥10,000,000

西新宿第一事務所（お客様サポートセンター／西新宿データセンター）
〒160-0023
東京都新宿区西新宿4丁目33番4号 住友不動産西新宿ビル4号館5Ｆ

TEL  03-5304-8161 ／ FAX 03-5304-8162

Company   https://www.hyperbox.co.jp
Domain Keeper 　https://www.domain-keeper.net

ドメイン登録代行業務
インターネット用サーバーのレンタル
コンピュータシステムの企画・開発・保守及びコンサルタント業
情報通信ネットワークの企画・開発・設計・制作
コンピュータソフトウェアの企画・開発・制作・販売
インターネットホームページの企画・立案・制作・メンテナンス
コンピュータ及び周辺機器の販売

電気通信事業届出 A-12-4048

一般競争入札（全省庁統一）資格
VMware 認定資格
Google Partners
プライバシーマーク®認定事業者

デジボックス株式会社
有限会社ネットグルーヴワークス

会社名

代表取締役

設立

資本金

所在地

連絡先

HP

事業内容

事業届出

資格・認定

関連会社

会社概要

株式会社ハイパーボックスは、日本におけるインターネットの草創期にあたる1996年に創業し、
「お客様視点」を企業理念に、20年以上に渡りレンタルサーバーサービスをはじめ様々な
インターネットサービスを開発、提供しております。

Company information


