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特⻑

ヘテムルレンタルサーバーの特⻑

ヘテムルは⾼速化を追求し、低価格で豊富な機能を提供する次世代共⽤サーバーです。複数
サイト運⽤やSEO対策などすべてのWEBサイトを⼤きくサポートします。

ハイパフォーマンスを⽀える⾼性能サーバー

国内最⼤級の⼤容量・⾼速バックボーンに接続されたサー
バーは、⼤容量128GBメモリ/Xeon20コア以上のCPU搭載。
ストレージにはSSDを採⽤し、快適なデータアクセスを実
現しました。さらにRAID構成＋バックアップによりサービ
スの安全性を⾼めています。

オールSSD 200/300GB

ヘテムルはWEBサーバーとDBサーバー、メールサーバーに
SSDを採⽤したオールSSDのレンタルサーバーです。HDD
と⽐較すると読み込み速度が36倍、書き込み速度が20倍に
なり⼤幅に⾼速化しました。200/300GBの⼤容量で画像や
動画のアップロードも容量を気にせず⾏えます。

独⾃開発の⾼速モジュール版PHP

独⾃開発の技術により、セキュリティを確保しながらも⾼
速化が可能なモジュール版PHPの提供を実現しました。モ
ジュール版PHPはCGI版PHPよりもプログラムの処理を速く

実⾏することができ、PHPで動作するWordPressなどの
WEBサイトの⾼速化が可能です。
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⽉額800円〜低コストではじめられます

⽉額800円からの低コストで無料の独⾃SSLや⾃動バックア
ップ、簡単インストール機能などWEBサイト運営に必要な
すべての機能を使いはじめられます。

マルチドメイン無制限、DB70個まで

1つのサーバーで独⾃ドメインを無制限に管理できます。複
数サイトも1つのサーバーで運⽤できるので経済的です。デ
ータベースも70個まで利⽤できるので、WordPressなどデ
ータベースサーバーが必要なソフトウェアを使ったサイト
も⼤量に作成できます。

安⼼・安全なサービスへ

お客様のデータや通信を守り安全なレンタルサーバー運⽤ができる機能を豊富にご⽤意して
います。電話サポートや万全のサーバー管理により常に安⼼してご利⽤いただける環境を提
供します。

無料独⾃SSLを標準提供

Let's Encryptの無料SSLを採⽤し、どのプランでも無料で利
⽤できます。また、クイック認証SSLや企業認証SSL、EV
SSLなど様々な認証レベルの証明書をオプションでご⽤意し
ております。詳細はこちら

充実のバックアップ機能

1⽇⼀回の⾃動バックアップ機能をすべてのお客様に提供し
ています。バックアップオプション機能を使えば、任意の

タイミングで7世代までバックアップを管理でき、復元も何
度も⾏うことができます。詳細はこちら

https://heteml.jp/option/ssl/
https://heteml.jp/option/backup/
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稼働率99.99%

国内最⼤規模のデータセンターに設置した⾃社サーバーは
24時間365⽇の有⼈監視により稼働率99.99%を実現してい
ます。お客さまの⼤切なデータは複数系統を確保した受電
体制、冗⻑構成を備えた空調設備、耐震性と耐⽕性を備え
たデータセンターで管理されるサーバに収容されます。

無料電話サポートで安⼼

お申し込みいただくと、お試し期間中から運⽤実績10年の
ノウハウを継承した専任スタッフによる電話のサポートを
受けられます。初歩的なご質問から急なトラブルまで、お
客様のサーバー運⽤の全⼒でサポートします。

クレジットカード登録不要で無料お試し
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料⾦

プラン⼀覧

ベーシック

800円/⽉〜

容量（SSD）

200GB

データベース

70個

マルチドメイン

無制限

転送量

80GB/⽇

プラス

1,600円/⽉〜

容量（SSD）

300GB

データベース

100個

マルチドメイン

無制限

転送量

120GB/⽇

すべてが料⾦に含まれています

ホーム 料⾦

お試し開始 お試し開始
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無料独⾃SSL ⾃動バックアップ

電話サポート
モジュール版PHP

簡単インストール HTTP/2

お⽀払い⾦額

契約期間が⻑いほど⽉額がお得になるので⻑期契約がおすすめです。初⽉は契約⽇が2⽇以降
の場合⽇割り計算(ベーシック 40円/⽇、プラス 80円/⽇)になります。

ベーシック  プラス

※ 税込み表記のない⾦額はすべて税抜きです。

機能⼀覧はこちら

3ヶ⽉ 6ヶ⽉ 12ヶ⽉ 24ヶ⽉ 36ヶ⽉

初期費⽤ 2,000円

⽉額 1,100円 1,000円 900円 850円 800円

初回お⽀払い⾦額
5,300円 
(税込 5,72

4円)

8,000円 
(税込 8,64

0円)

12,800
円 

(税込 13,8

24円)

22,400
円 

(税込 24,1

92円)

30,800
円 

(税込 33,2

64円)

更新時お⽀払⾦額
3,300円 
(税込 3,56

4円)

6,000円 
(税込 6,48

0円)

10,800
円 

(税込 11,6

64円)

20,400
円 

(税込 22,0

32円)

28,800
円 

(税込 31,1

04円)

https://heteml.jp/service/function/
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※ ⽉初(1⽇)にお申し込みいただいた場合の⾦額です。

バックアップオプション

専⽤の管理画⾯で最⼤7世代まで管理でき、任意のタイミングでバックアップの取得、復元が
できます。

※ 税込み表記のない⾦額はすべて税抜きです。

独⾃SSLオプション

通信を暗号化することで盗聴や改ざんを防ぐことができ、鍵マークの表⽰でサイト訪問者か
らの信頼に繋がります。

※ 税込み表記のない⾦額はすべて税抜きです。

お⽀払い⽅法

1ヶ⽉ 12ヶ⽉

お⽀払⾦額 700円 8,400円

詳細はこちら

1年 2年

クイック認証SSL 18,000円 34,000円

企業認証SSL 59,800円 114,000円

EV SSL 128,000円 244,000円

詳細はこちら

https://heteml.jp/option/backup/
https://heteml.jp/option/ssl/
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クレジットカードとおさいぽ︕決済は即時決済なのですぐにご契約いただけます。

クレジットカード決済

お⽀払には以下のクレジットカードがご利⽤いただけます。

銀⾏振り込み

ご⼊⾦の確認に数⽇程度お時間がかかります。

おさいぽ︕決済

おさいぽ︕とは弊社提供の決済代⾏サービスです。オートチャージ設定で⾃動更新が
可能です。 

おさいぽ︕では以下の決済⽅法をご利⽤いただけます。

クレジットカード ドコモ・auのキャリア決済 コンビニ⽀払い 銀⾏振込 PayPal

ゆうちょ銀⾏ WebMoney

※ ⾃動更新設定をご利⽤いただくと契約更新時に「おさいぽ︕」から料⾦分のポイントが引き落とされ、⾃
動で契約更新できます。

※ 初回の契約では⾃動更新設定は⾏えません。契約更新時から設定が可能になります。
※ 振込⼿数料はお客様のご負担となります。

クレジットカード登録不要で無料お試し
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