
 
＜プレスリリース資料＞ 

 

シックス・アパートが、クラウド版 CMS サービス「Movable Type EZ」を提供開始 

安心で低コスト、ソフトウェア更新の手間も不要に 

～ サービス提供を記念して、4 週間無料トライアルを実施 ～ 
 

2012 年 9 月 26 日 

 

ブログ・ソフトウェアおよびサービス大手のシックス・アパート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 

CEO：関 信浩）は、ウェブサイト向けコンテンツ管理ソフトウェア（CMS）「Movable Type」をベースにしたクラ

ウド版 CMS サービス「Movable Type EZ（ムーバブル・タイプ イージー）」を本日より提供します。「Movable 

Type EZ」は月額 9,975 円（ユーザー数・ブログ/ウェブサイト数無制限）からご利用いただけます。サービス

の提供開始を記念して、4 週間の無料トライアルを実施します。 

＜http://www.sixapart.jp/movabletype/ez/＞ 

 

クラウド版CMSサービス「Movable Type EZ」では、脆弱性のあるソフトウェアの更新やシステムの監視が自

動的に行われるため、セキュリティ面で安心してご利用いただけると同時に、システム周りの作業の負荷を

大幅に軽減できます。さらに、規模にあわせてシステムを柔軟に拡張できるクラウドならではのメリットによ

り、大きな初期投資をせずに CMS を利用し始めることができます。 

 

「Movable Type EZ」を搭載するクラウドサービスには、第一弾として国内外で高い評価を得ている IDC フロ

ンティア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：真藤 豊）のクラウドサービスを採用しました。「Movable 

Type EZ」の提供開始について、IDC フロンティア 取締役 ビジネス推進本部長 中山 一郎 氏より以下の

コメントをいただいています。 

『IDC フロンティアは、シックス・アパート様の「Movable Type EZ」の提供開始を心より歓迎いたします。IDC

フロンティアのクラウドサービスは、国内では先駆けとなる 2009 年 6 月からサービスを開始し、「世界標準ク

ラウド」「多様なバリエーション」「日本品質の信頼性」をコンセプトに専業事業者ならではの国内データセン

ターと大容量高速ネットワークにより安心と信頼のクラウド環境を提供します。この度シックス・アパート様

の Movable Type EZ の提供を通じて、安心・安全なインフラの提供に努め、お客様のビジネスを支援してま

いります』 

 

【Movable Type EZ 概要】 

「Movable Type EZ」は、クラウド環境上で Movable Type とその運用に必要なアプリケーションをすべて設

定済の状態で提供する、クラウド型の CMS サービスです。自動的にアップデートも提供されるため、自社サ

ーバーやレンタルサーバーにインストールして利用するこれまでのソフトウェア版とは異なり、常に 新版

の Movable Type をご利用いただけます。セキュリティや脆弱性対策、障害対応などもあわせて実施します

ので、利用者はソフトウェアや OS のアップデート作業を実施する必要がなく、 小限の手間で、 新で安



 
全な環境でのウェブサイト管理を実現できます。 

 

シックス・アパートでは、クラウド環境で「Movable Type EZ」を提供するにあたり、ソフトウェア版では提供し

ていない独自の追加機能を用意し、利用者の使い勝手を向上させました。より高度な管理を容易に実現す

るため、データの自動バックアップとリストア機能、FTPS（セキュアなファイル転送機能）を利用した画像な

どのファイルアップロード機能、ページのアクセス制限機能（BASIC 認証）、ページやディレクトリのリダイレ

クト設定機能を提供します。近年、急速に普及が進むスマートフォン向けの管理画面やスマートフォンでの

表示に対応したテーマも提供します。 

 

「Movable Type EZ」では、Movable Type の動作に 適化した状態で提供することで、再構築にかかる時間

を大幅に削減しました。軽量で高速な動作が特徴のウェブサーバー「nginx（エンジンエックス）」と、Perl のイ

ンターフェイス仕様 PSGI (Perl Web Server Gateway Interface specification)対応のアプリケーション実行環

境「Starman（スターマン）」を採用し、従来の CGI アプリケーションと比較して、管理画面のレスポンスの向

上による軽快な動作を実現しています。 

 

「Movable Type EZ」のクラウド環境では、サービスの契約ごとにクラウドサービス上の仮想マシンを 1 台割

り当てられます。このため、一般的な SaaS（Software as a Service）型サービスでは困難な、独自のプラグイ

ンを導入するなどの高度なカスタマイズも実現可能です。 

 

今回提供する「Movable Type EZ」には、クラウド環境のメモリ容量やディスク容量に応じて、3 つのプランが

用意されます。この 3 つのプランは利用中でも切り替えることができます。そのためウェブサイトへのアクセ

ス数の増加やレスポンス改善の対策としてのサーバー強化を、移行作業などを行わずに実施することがで

きます。 

 

＜Movable Type EZ の基本機能＞ 

Movable Type EZ では、その時点で 新の Movable Type の機能を提供します。サービス開始時点（9 月 26

日）では、Movable Type 5.2 で、適時にアップデートが提供されます。 

 

＜Movable Type EZ 独自の追加機能＞ 
 

●自動バックアップとリストア機能 

Movable Type EZ ではウェブサイト全体を定期的に自動バックアップします（バックアップは過去 7 日間、

大 10 世代分を保持します）。リストア機能を使うことで、ウェブサイト全体を任意のバックアップ時の状態に

戻すことができます。  
 

●スマートフォンでの表示に対応したテーマ 

PC 向けとスマートフォン向けの両方のブラウザに対応して、レイアウトや表示内容が切り替わる新しいテー

マ「Eiger」を用意しました。新しいテーマは HTML5 で構成されたレスポンシブ・ウェブに対応しています。カ



 
スタマイズして独自のスマートフォン表示対応を行うことも可能です。 
 

●スマートフォンからの記事の投稿・編集  

スマートフォンに 適化された管理画面から記事の公開や修正が可能です。 
 

●ページのアクセス制限  

管理画面から特定の URL（ページ）に対して、ウェブページを ID/パスワードでアクセス制限（BASIC 認証）

することが可能です。なお同一の URL に対して、複数の ID/パスワードを設定可能です。 
 

●ページのリダイレクト設定 

特定のページ（URL）にアクセスがあった場合、あらかじめ指定したページを自動的に表示することが可能

です（HTTP リダイレクト）。管理画面から、複数のページを管理可能です。  
 

●FTPS アカウント  

Movable Type EZ では FTPS（セキュアなファイル転送機能）を利用することで、画像などのファイルを、複

数個まとめてアップロードすることが可能です。 またプラグイン・ソフトウェアのアップロードや、自動バック

アップ機能で作成したバックアップ・ファイルの管理が可能です。FTPS のパスワードは、管理画面から任意

に変更することができます。  
 

●SSL 証明書の設定 

管理画面から、既に導入済みの SSL 証明書の更新が可能です。 また、CSR が不要の一部 SSL 証明書は

新規追加も可能です。 
 

●Movable Type 環境変数編集機能 

管理画面上から、Movable Type の環境変数の編集や、追加・削除が可能です（一部、利用できない環境変

数が存在します） 。 

 

＜利用料金＞ 

「Movable Type EZ」では、CPU 性能やメモリ容量に応じて、3 種類のプランをご用意しています。  

利用料金
（税込） 

月額 9,975 円 月額 1 万 4,910 円 月額 1 万 9,950 円 

利用ユーザ
ー数  

制限なし  制限なし 制限なし 

ブログ/ウェ
ブサイト数  

制限なし  制限なし  制限なし  

サーバー性
能  

仮想マシン 1 台専有  
CPU：1 （0.8GHz 相当）  
メモリ容量：0.5GB 
ディスク容量：7GB  

仮想マシン 1 台専有 
CPU：１ （1.6GHz 相当）  
メモリ容量：2.0GB 
ディスク容量：7GB  

仮想マシン 1 台専有  
CPU：１ （1.6GHz 相当）  
メモリ容量：4.0GB 
ディスク容量：7GB  

サーバー環
境  

ウェブサーバー： nginx  
アプリケーション実行環境： Starman (Perl)、 PHP-FPM （PHP）  



 
データベース管理： MySQL 
キャッシュ管理： Memcached  

 

クラウド版 CMS サービスである Movable Type EZ には、「Movable Type ソフトウェア（1 サーバー・ 

無制限ユーザー版と同等）の利用、Movable Type EZ 独自の追加機能の利用、Movable Type を稼働させて

いる仮想マシン、OS、ウェブサーバーなどの利用、ネットワークやシステムの監視、各種ソフトウェアのアッ

プデート作業などが、月額の利用料に含まれています。 

 

※Movable Type EZ は 4 週間無料トライアルを実施します。 

※Movable Type EZ および無料トライアルに関する詳細は、以下のサイトをご覧ください。 

http://www.sixapart.jp/movabletype/ez/  

 

■シックス・アパート株式会社について   

シックス・アパート株式会社は、インフォコム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：竹原 教博）

の子会社として、全国300以上の加盟を誇るパートナー制度「ProNet」や「ProNet Social」の加盟企業、およ

び「ProNet SOHO」加盟の個人事業者や小規模法人を通じ、ブログやソーシャルメディアを活用したインタ

ーネット・ソリューションを、個人から法人まで幅広く提供しています。 

 

個人のブログから多数のメンバーで運営するソーシャルメディアまで、様々なシーンでのウェブサイト構築・

運営・管理を支援するブログ/CMS（コンテンツ管理システム）である「Movable Type」、社内システムとの連

携機能を強化した「Movable Type Advanced」、ソーシャルメディアとの相互連携を支援するツール「Zenback

（ゼンバック）」、および「Zenback」を企業・法人ニーズにあわせて強化したサービス「Zenback BIZ（ゼンバッ

ク・ビズ）」、ソーシャルメディアを利用した商品キャンペーンサイトを簡単に立ち上げることができるサービ

ス「Lekumo（ルクモ） キャンペーンビルダー」、およびブログ・サービス「Lekumo ビジネスブログ」を提供し

ています。 

 

ブログ・サービス「Lekumo ビジネスブログ」は、2003 年から国内で提供してきたブログ・サービス「TypePad」

をベースにした、新しい法人向けブログ・サービスです。ニフティの「ココログ」や NTT コミュニケーションズの

「ブログ人（じん）」など多数のブログ・サービスに活用いただいている「TypePad ASP/ライセンシー」は

「Lekumo ブログ OEM」に改称いたしました。 

詳しい情報は、http://www.sixapart.jp をご覧ください。 

 

■本資料に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ窓口 

シックス・アパート株式会社 広報担当 

電話番号：03-5549-2171（広報） 

電子メール：pr@sixapart.jp 

 

■本資料に関する一般の皆様からのお問い合わせ窓口 

http://www.sixapart.jp/inquiry/ 

 
Six Apart、Movable Type、Zenback、Lekumo は Six Apart, Ltd.の登録商標です。TypePad は TypePad, Inc.の登録商標です。本文中の

商品名は、各社の商標または登録商標です。 


