
提携各社によるお役立ちサービスが勢ぞろい！アイルユーザー限定

ネットショップを運営したい！
今持っているサイトの集客力を向上したい！など
ホスティング活用に役立つ各種サービスをご提供！



ポイントクレジットカード会社の手続き代行サービス

カード・コンビニなど多彩な決済方法
イプシロンでは、クレジットカード、コンビニエンスストア、プリペイドカード、電子マネー、インターネット銀行といった、eコ
マースに必要とされる様々な決済方法に対応しています。PCはもちろん、大手キャリアの携帯電話Webサービスに対応しています。

イプシロン

販売から顧客分析・促進をフォロー
クレジットカード決済（VISA,Mastar Card,Diners Club）、コンビニエンス
ストア決済（6社）、電子マネー決済（1社）、ネット銀行決済（2社）とインター
ネット上の様々な決済方法からご希望の決済方法を選択して契約できます。

詳しい各決済業務ごとにお支払い方法は下記URLにてご確認ください。

イプシロンお申し込み概要

ツール

1

ポイント01加盟店契約もおまかせください！

カード一括加盟・決済サービスが簡単

加盟店契約をまとめて代行。ペイメント・ワンと契約するだけで、VISA、
Master Card、JCB、American Express、Diners Clubのマークのついた
すべてのクレジットカードが利用できます！

法人・企業様向け決済システム

ペイメント・ワン
GMOペイメントゲートウェイ株式会社が提供する決済システムです。大規模Eコマースにも対応し、大量の決済処理に適した決済
システム。日本国内に流通する全てのクレジットカードの処理が可能です。

ツール

2

カード決済を活用
クレジットカード決済サービスをリーズナブルなプライスでご提供。
お店の信頼と安心を提示し、ショッピング時の利便性向上を図ろう！

イプシロン、ペイメント・ワン 信頼度アップ

クレジットカード決済がいますぐ可能！

わずらわしい作業は

イプシロンが代行！

決済するカード会社への申請

カード会社による審査

加盟店番号の取得

システムの組込・稼動

通常クレジットカード決済を行うには、
事前に決済を希望されるクレジットカ
ード会社ごとに以下の契約が必要です
が、イプシロンが代行いたします。

クレジットカード
決済

コンビニ決済

プリペイドカード
決済

ネット銀行決済

CASH CARD
1111-1646-4655

CASH CARD

1111-1646-4655

CASH CARD

CARD
サンカクショップ

CASH CARD

CARD

サンカ
クショ

ップ

オンライン決済で最も利用頻度の
高いクレジットカード決済をリーズ
ナブルな手数料でご提供します。

イプシロンのご提供するコンビニ決済では、ペーパーレ
スかつ、前払いの決済が実現できます。全国31,000店
以上の大手コンビニエンスストアでの決済が可能。

電子マネーはクレジットカードを所有していない方や、 未成年者などへの決済
手段の提供に効果的です。
事前購入された金額の範囲内で決済が行われる為、回収リスクがありません。

代金回収が即時に行われ、お支払い（入金）サイクルが短いため、 キャッシュフ
ローの改善に効果的なネット銀行決済では、ジャパンネット銀行とイーバンク
銀行に対応しています。

など6社

初期費用　

月額料金　 10,000円（税別）～

100,000円（税別）～

ポイント02専用サーバーで本格コマース

カード決済処理サービス

決済処理作業の自動化・効率化、決済データの不整合を改善したい方に

・カード会社にリアルタイムオーソリ
・取引結果の不整合や多重請求を防止　

・カード情報安全管理
・24時間365日の運用監視

初期費用　

月額料金　

174,000円（税別）～

20,000円（税別）～

http://home.isle.ne.jp/service/site_support/epsilon/URL

クレジットカード決済

月額料金/
初期費用決済形態 (PCのみ対応)

個人

法人

0円

0円

315円

1,365円

2,000円

2,500円

【上段】
（PC+携帯電話対応）【下段】

月額最低手数料

コンビニ決済

手数料額 手数料率換算(参考)決済形態 / 決済額（1回あたり）

～1,999円

2,000～2,999円

3,000円～4,999円

5,000円～

130円

150円
180円

決済額の4%

5.0～7.5%

3.6～6.0%

4.0%

6.5%～

月額最低手数料(PCのみ対応)　＜個人＞315円、＜法人＞525円

月額最低手数料(PC+携帯電話対応)　＜個人＞1,365円、＜法人＞1,050円

プリペイドカード決済

ジャパンネット銀行

イーバンク銀行

手数料額(1回あたり) 利用限度額(1回あたり)決済形態

13.0% 200,000円 500円　/　1,000円

500円　/　1,000円

500円　/　1,000円

(PCのみ対応)【左】 （PC+携帯電話対応）【右】

月額最低手数料

決済形態

78円/回

4%（最低40円/回）

手数料額(1回あたり)
(PCのみ対応)【左】 （PC+携帯電話対応）【右】

月額最低手数料

ネット銀行

決済

【イプシロンで利用可能なカード】
VISA、Master Card、ダイナース
【イプシロン提携カード会社】
ＵＣ、シティカードジャパン、ＵＦＪニコス、
りそなカード、イオン、ＤＣ、ジャックス、
セゾン、オリコ、ＣＦ、ＯＭＣ、ポケットカード

※ 個人名義でのお申込みの場合、ご利用いただける決済方法は、クレジットカード決済とコンビニエン
スストア決済（ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート）のパッケージとなります。

※サービス内容、取扱商品によっては、一部のクレジットカードをご利用頂けない場合もございます。 
※取扱金額が40,000円以下の場合、月額最低手数料が適用されます。
※クレジットカード決済手数料は消費税対象外となります。 

※利用限度額は一回の決済につき500,000円（税込）までとなります。
※手数料の月間合計額に対し5%の消費税が加算されます。

※手数料の月間合計額に対し5%の消費税が加算されます。

※手数料の月間合計額に対し5%の消費税が加算されます。
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※ソフト利用料は、6カ月毎の前払いになります。
※ハード機材は、ご購入いただく必要があります。
※初期設置費用3万円が別途かかります。
※在庫件数2,500件を超える場合は、DB拡張オプション料がかかります。
※同一店舗に複数台の端末を設置する場合は、店舗サーバーが必要になります。
※U-SHOPサイトで購入された場合、商品代金の3％を手数料として課金いたします。

※ハード構成は、店舗数や規模によって異なりますので個別の見積りになります。
※自社サーバー型WEBサイト構築パッケージソフトにはデザイン料は含まれておりません。
※U-SHOPサイトで購入された場合、商品代金の3％を手数料として課金いたします。

■スタンダード版

U-SHOPショッピングモールは、U-SHOP POSシス
テムで在庫登録された商品がリアルタイムに更新されま
すので、新鮮な在庫情報でショッピングを楽しめます。

WEB連動POSシステム
POSシステムをネットショップと実店舗で併用できるシステムです。ネット販売対応の
POSシステムとして、業務の効率化を図れます！

U-SHOP POS SYSTEM 業務の効率化

ショッピングモールと連動

活用例 01

活用例 03

本格的なEコマースには不可欠

実店舗としてショップを運営されている方がインターネットでもお店を開く
場合、その在庫の管理が煩雑になり、やむを得ずどちらかのお店をクローズ、
なんてこともよくあります。店舗で日々変化する在庫の情報を手作業で更新
するには、専門的なスタッフを抱えたとしても非現実的な作業となります。

そこでお薦めの商品が「U-SHOP POS SYSTEM」。当システムでは、実店舗の
店頭にある POS レジと連動してインターネット上の在庫情報も自動的に更
新されるので、仕入れや売上による在庫の増減をリアルタイムで反映し、在庫
管理を一元化できます。
ウェブ連動型の「U-SHOP POS SYSTEM」を導入することで、実店舗とイン
ターネットのお店を一括管理ができ、本格的なEコマースを実現してくれます。

注目機能！大手オークション簡易出品機能

POSシステムに連動した専用
ソフト利用して、在庫商品を
簡単に大手オークションに出
品することができます。専用
画面にて出品したい商品のバ 
ーコードを読んで最低落札価
格やセールスコメントを入れ
るだけで簡単に出品データを
作成するこ とができます。

活用例 02U-SHOP POSの主な機能

P O Sで管理された在庫情報が、
POS連動型ショッピングモール
「U-SHOP.CO.JP」へ自動的に出
品されます。

自社サイトと連動
あなたのお店の自社サイトもPOS連動の全自動更新機能を利用して効率
的な運営管理ができます。(オプション)

在庫・顧客管理機能
商品毎の在庫数や長期滞留在庫の抽出などの在庫管理機能や顧客属性に
応じた売買履歴や優良顧客の抽出など様々な角度から顧客分析も可能。

POSレジで効率的な店舗運営
多様な店舗業務に対応したマルチPOSレジ機能で仕入や販売などの業務
をスムーズで効率的に処理できます。

POSデータによる経営分析
POSシステムの活用でこれからの店舗運営に必要な「きめ細かな在庫管
理」や「売上・利益管理」など経営に必要なデータの分析が可能です。

ソフト利用料→都度見積もり

U-SHOP POS SYSTEM 概要

スタンダード版は、1店舗～複数店舗で運用可能なPOSレジシステムです。
※複数店舗を統合管理する場合は、別途レンタルサーバー契約が
必要です。

■エンタープライズ版
エンタープライズ版は、多店舗展開やFC展開をされているショップ向け
のシステムです。

POSシステム店舗端末利用料（1店舗）+  店舗端末保守サポート料金
オプション利用料→都度見積もり

本部管理機能(ASP)・POS連動独自ドメインHP機能(ASP)・質屋
管理ソフト・PC端末追加料金(同一店舗内)

ソフト利用料→都度見積もり

POSシステム店舗端末利用料（1店舗）+  店舗端末保守サポート料金

オプション利用料→都度見積もり

質屋管理ソフト・PC端末追加料金(同一店舗内)・自社サーバー型
WEBサイト構築パッケージソフト

ハード構成

パソコン・バーコードリーダー・バーコードプリンタ・レシート
プリンタ・キャッシュドロア・デジタルカメラ

こんな方におすすめ こんな方におすすめ

実店舗を運営しながら同時
にネット販売を展開したい
実店舗を運営しながら同時
にネット販売を展開したい

　 POSで管理された在庫
情報が、実店舗とインター
ネットのお店とで情報が連
動されています。

こんな方におすすめ

1品ごとの商品撮影や画像
アップ作業が非常に手間

　 商品管理と同じく画像の
アップロードも簡単に行え
ます。オークションへの出
品も楽になります。

ネット販売したいけど在庫
情報の更新作業が大変

　 ネット販売でも、手間
をかけずに在庫管理など
商品管理が可能です。

こんな方におすすめ

POSシステムできめ細かな
在庫管理や利益管理もしたい

　 連動しているので、在
庫管理など商品管理も手
間をかけずに行うことが
できます。

■U-SHOP POSシステム無料体験デモ！常時開催中！
デモルームでは実際に店舗に導入した時と同じ状態でご覧いた
だけます。
仕入～Web公開～販売までの流れをご説明いたします。
ご希望の方は、電話で事前にご予約ください。

ご予約：03-6825-6556　（株）ユーショップデジタルリンク

SHOPSHOP

http://www.u-shop.co.jp/system/index4.htmlURL

■WEB連動POSシステムとは
実店舗を運営しながらネット販売も併用したいショップに対応したPOSシステム
です。従来のようなPOSレジ機能に加え、POSで管理した在庫データがインター
ネット上で自動的に出品／更新される「WEB 連動機能」を兼ね備えたネット販売対
応の次世代型のPOSシステムです。
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「お問い合わせマネージャー」は、ブラウザ上の管理画面から利用し
ます。インターネットに接続できる環境があれば外からでも「お問い
合わせマネージャー」へアクセスし、e メール対応が可能です。 お問い合わせマネージャーで作成されるメールフォームは、SSL 対応

であるため、個人情報保護の観点からみても安全です。その他にも「迷惑
メールフィルタ機能」「ウィルススキャン機能」が標準装備されています
ので、わずらわしいスパムメールに悩まされる事はありません。

設定を行うと、迷惑メールをサーバーで判別して自動的に振り分けする
ことが可能です。
90%（当社比）以上の迷惑メールを除去することが可能なので、整理だ
けでも大変だった迷惑メールも簡単に管理することができます。

ウィルスメールをサーバーで判別し、自動的に削除することが可能です。
ウィルスメールを自動で削除してくれるので、安心したメール対応が可
能になります。

お問い合わせ用のフォームを簡単に作成す
ることが可能です。スタイルシートや画像の
使用が可能なので、より細かく高度な設定に
より本格的なフォームを作成することがで
きます。問いマネに連動したお問い合わせ
フォームを、自サイトへ簡単に設置すること
が可能です。

eメールはツリー形式で表示され、対応履歴も参照可能。二重対応や対応
モレも防止可能。 また検索機能も充実しているため、必要な時に必要な
履歴をすぐに確認できます。

複数人による同時アクセスにより、大量
のeメールも手分けして処理できます。
誰がどのeメールをどのように対応して
いるか、担当者やeメール毎の対応状況
もブラウザ上で確認できます。

対応状況がツリー表示され
るため、経緯がわかりやす
く整理できます。

ブラウザ上の簡単操作でeメール管理

セキュリティー対策も万全

スレッド表示等で対応履歴も参照可

複数人のスタッフで同時にeメール対応

ポイント

ポイント

01

ポイント 04

ポイント 03

02
対象サービスプラン

※サービス提供元であるASPインターネット株式会社と別途契約が必要
※30日間の無料試用期間あり
※契約期間分を前払い。支払い方法は、銀行振込のみ。契約期間については 6／12カ月契約より選択

お問い合わせマネージャー サービスお申し込み概要

お問い合わせマネージャーではご利用になるのが「個人」か「法人」
かによってご利用料金が異なります。

「お問い合わせマネージャー」をお申し込みになるには、アイルと
の契約が必要です。お申し込み対象サービスプランは、下記の通り
となります。

■レンタルメール管理ソフト「お問い合わせマネージャー」とは
問いマネは、誰でも簡単に操作できるWebインターフェースを通
じて、お問い合わせメールを一元管理するツールです。

WEB上で簡単にメール管理が可能となるため、外からでもメー
ル対応が可能、複数人のスタッフでメールサポート業務が可能、
新人スタッフに対するメール研修がカンタン、などなど充実の機能でメールサポ
ートにかかっていたコストやマンパワーを大幅に削減できます。

お申し込み種別

個人

法人

月額利用料金 初期設定費用

¥1,500

¥2,980

¥10,500

¥10,500

ヴァーチャルサーバ全プラン・i クラスタ全プラン※

プライベートサーバ全プラン

アイルのお客さま限定 キャンペーン

http://home.isle.ne.jp/service/site_support/otoiawase/

●応募資格
アイルホスティングサービスに新規でご
契約もしくは既にご利用中のお客さま。

●応募方法・注意事項
下記URLよりご確認ください。

初期設定費用無料キャンペーン
10,500円分お得！

先着200名様限定！
今すぐお申し込み！！

顧客 担当者

ブラウザ上での作業が可能

お問い合わせ
マネージャー
お問い合わせ
マネージャー

迷惑メールフィルタ機能

ウィルススキャン機能

お問い合わせフォーム作成機能

作業中のメールについては、ログイ
ンアカウントをもとに自動的に担当
者が決定され、他の担当者がアクセ
スしようとすると警告が表示されま
す。同時作業により発生する重複返
信の防止が可能です。

重複返信防止機能

メール一元管理ソフト
eメール対応を簡素化！
普段のお問い合わせのeメールを複数人で楽々処理！業務の効率化が図れます。

お問い合わせマネージャー 作業効率化

※ i-00 を除く
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チャットサポートシステム
サイト訪問者が、気軽にお問い合わせできるシステムとして有効なツールです。
さらなる顧客満足度を追求される方には必須の人気サービスです！

ウェブ受付くん 顧客満足度アップ効果

ポイント 01商品やサービスについての問い合わせなどに瞬時に回答！

訪問者がリンクをクリックすると直接サイトオーナーとウェブベー
スでチャットが行えるシステムです。訪問者に対して、商品やサー
ビスについての問い合わせなどに瞬時に回答することができ、さら
に問い合わせから発展する新たな提案や、詳細な説明をすることも
できます。また、より効率的なサポートサービスなどもウェブサイ
トで提供することも可能になります。

実際の会社や店舗などで行われているような接客サービスを実現す
ることができます。 これにより、潜在的な顧客を獲得したり、また既
存顧客にはより効果的なサービスを提供することができます。 また
「ウェブ受付くん」サービス
は、耳や言葉の不自由な方に
とって、大きな効果を発揮し
ます。多くの企業が電話をご
使用になれないお客さまに対
して、 ＦＡＸなどのサービス
を提供していますが、本サー
ビスをご利用いただくことに
よって更なるサービスレベル
の向上が可能となります。

■「MakeShop」と連動し、ワンランク上のショップを開業できます！

http://home.isle.ne.jp/service/apps/makeshop/URL

■チャットサポートシステム「ウェブ受付くん」とは

サイト訪問者 御社ウェブサイト

ポップアップ
ウインドウ

御社担当者

02実店舗で行われているような接客サービスを実現 ポイント

弊社共用サーバー「iCLUSTA」のオプション

「MakeShop」とあわせてご利用いただければ、 [ 高

機能なネットショップ構築・運用＋「ウェブ受付くん」

サービス ] でのショップ運営が可能。これからネット

ショップ構築をお考えの方や、売り上げをもっと上げたい既存ショップオーナー

の方はご利用ください。

訪問者がサイトにはってあるリンクをクリックすると、直接サイトオーナーと

ウェブベースでチャットを行えるシステムです。顧客サポートの面からもお客さ

まへのサービス向上を押し進め、リアルタイムの対応による安心感は顧客の獲得

に力を発揮するでしょう。

チャットサポートを導入しようにも、どのようにしてい
いか分からない・・という方でも、簡単に本格的なチャ
ットシステムを導入できます。

「サイトのアクセス状況」「アクセスしてきた顧客情報」 「閲覧履歴」など、
情報の追跡・蓄積ができますので、ウェブマーケティングの新たな手段
として、売上げ増・新規顧客増に繋がります。
また、本サービスはウェブ受付くんサーバーとクライアントソフトウェ
アで構成され、 E ビジネスサイト上で「ウェブ受付くん」のアイコンやリ
ンクなどは、訪問者との会話・顧客のアクセス履歴管理等に使用されま
す。このアイコンやリンクのデザイン・機能は、使用するホームページや
そのサービスの内容によってカスタマイズすることが可能です。

03アクセスのあった訪問者情報の追跡・蓄積が可能 ポイント

チャットサポートシステム「ウェブ受付くん」のご利用料金・サービス体系

◆お申し込みについて

◆対象プラン

リアルタイムで訪問者の閲覧履歴を表示
サイト訪問者がホームページを
閲覧している時に、オペレーター
側のクライアントソフトウェアで
訪問者の情報 (ＩＰアドレス、ブラ
ウザ、国・地域 )と閲覧履歴など
の表示ができます。 また、検索エ
ンジンからのアクセスは、検索
キーワードも表示されます。 
 
訪問者の識別

ファイル送受信機能

サイト訪問者に表示名を付け、次回同じ訪問者がホームページを閲覧す
る時に、その訪問者の過去のチャットログの表示が可能。そして、オペレー
ターは、サイト訪問者の閲覧履歴や情報を確認した上で、その訪問者に対
しメッセージを表示して、チャットでの対話を提案することができます。 プラグイン不要

訪問者と担当者相互間でのファイル送受信がブラウザベースでできます。

初期設定費用

e-business Edition Auction Edition Personal Edition

月額利用料金

長期割引

無料お試し期間

使用ドメイン追加 (初期設定費用)

使用ユーザー数追加 (月額利用料金)

SSL (月額料金)※1

メール (月額料金)※2

オークション (月額料金)※3

オ
プ
シ
ョ
ン

15,000円(税込)   →　0円！ 0円

3,980円

5,10,15％（3,6,12カ月）

1カ月

10,000円／1ドメイン

5,980円

4,980円／3,980円(２人目以降～) 4,980円／3,980円(２人目以降～) ー

ーー

0円

980円

1,280円(税込)   →　0円！

1,280円(税込)   →　0円！

1,280円(税込)   →　0円！

※1　ＳＳＬサイトでご利用いただけます。　※2　eメール・eメールマガジン等にリンクを張る事ができます。　
※3　e-Business Editionをご利用のお客さまが、オークションサイトでご利用いただく場合。

契約期間 最短１カ月

クレジットカード、 
銀行振込
※お申し込みみ時にご選択ください。

ライセンスをご購入いた
だきますと、本契約開始
になります。

お支払い方法

サービスのご利用開始

●ヴァーチャルサーバ全プラン　　●i クラスタ全プラン
●プライベートサーバ全プラン

ウェブベースで実現したシステムなので、訪問者に面倒
なプラグインのインストールは一切必要ありません。
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スピードメールでご利用にな
る顧客データの属性を項目毎
に指定できます。
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読者自身がメールマガジンの購読・解除
を設定する専用フォームをそれぞれ用意
しますので、ウェブサイト経由で見込み
顧客の情報を収集し、定期的な情報配信
を行うことができます。また、バックナ
ンバーを自動表示する機能もあります。
しかも、配信数は無制限で、従量課金で
はないのでたくさんのメールを配信でき
ます。
効果的なメールマガジンの発行を行え、
また、多くの購読者に読んでもらうこと
ができるようになりますので、E-Ma i l
マーケティングによるさらに大きな反響
が期待できます。

メールを簡単に一斉配信したはいいけれど、その効果のほどは通常では
調べることは困難です。しかし、スピードメールの「クリック測定」機
能を使えば、メール文面に記載したURLをどれだけの人が、また誰がク
リックしたのかまで正確な数値で測定可能な便利な機能です。
クリックした人にのみ次回のメール配信文面を変える、またメール以外
のアプローチを行うなど、一歩進んだマーケティングを実現することが
可能です。

スピードメールでは、主要な携帯電話キャリアに対応し
ていますので、携帯メールを活用した集客・宣伝広告
ツールとして有効に活用できます。
指定アドレスに空メールを送ると、自動登録される「空
メール送信」にも対応しているので、メールマガジン等
の登録に際し、ユーザーに気軽に登録してもらえます。
パソコンと携帯電話を自動選別して配信できるので、受
信側の環境に応じて効果的なプロモーションを行えます。

最近は少ない投資でお手軽にショップが開設できるようになりました。
しかし、現状はなかなか集客できずに悩んだ方も多いはず。しっかりした広告
戦略を打ち出さないとユーザーは来ません。かといって、ネット上に広告を出
すのにもかなりの投資をしなければ、たくさんのユーザーにアプローチできま
せん。
そのようなお客さまにはスピードメールによる広告宣伝活動がぴったりです。
「住所」や「性別」等ターゲットを絞り込んで配信でき、効果的なメール配信がで
きます。
キャンペーンやセールをする場合、前もって配信時間を予約指定できる機能を
活用すれば、配信時間にパソコンの前にいる必要もなく、お客さまのお手間を
軽減できます。

詳細リンクから
だれがクリックし
たかが分かる

指定日時・時間になったら配信
する。キャンペーン広告の配信
等に便利な機能です。

E-Mailマーケティング
メール一斉配信システムの「スピードメール」を活用すれば、
メールマガジンの発行から、効果測定までトータルに管理が可能です。

スピードメール 販売促進

配信数無制限！メールマガジンで広告媒体活用 効果測定機能

携帯電話向けにメール配信をする

オンラインショップの広告宣伝ツールとして活用

活用例 01 活用例 04

活用例 03

活用例 02

お申し込みについて

3カ月／6カ月

サービスの
ご利用開始

契約期間

備考

お客さまからのご入金確認後、初期設定作業を行い、サー
ビスは早ければ即日、遅くても２営業日内にはご利用可能

・メール配信数は無制限です。（追加料金は一切不要）
・メールマガジンの発行数には制限はありません。
　ご契約期間中の契約タイプの変更は随時可能です。
・スパム配信でのご利用は堅くお断りしております。

最大契約アドレス数 月額利用料金 初期設定費用プラン名

3 ,000

5,000

7,000

10,000

0 ～  3,000

3,001～  5,000

5,001～  7,000

7,001～10,000

¥2,100

¥3,150

¥10,500
¥4,200

¥5,250

※料金はすべて税込です。
※最大契約アドレス数とはメールの配信先として利用するお客さまのお手元にあるE-Mailの総数になります。 
　（重複アドレスは含みません。）
※10,000アドレス以上のご契約プランもご用意しております。別途お問合せください。

スピードメール サービスお申し込み概要

スピードメールでは配信アドレス（読者）数により4つの基本
コースをご用意いたしております。

活用方法の一例

■ターゲット指定 ■時間指定

女性

女性

男性 男性

ターゲットを指定して配信
【例】女性の顧客のみにメールを
　　　送り男性には送らない。　

■メール一斉配信システム「スピードメール」とは
スピードメールとは、PCおよび携帯向けのメールおよび
メールマガジンの発行を支援するメール一斉配信サービス
です。顧客管理、メール配信、エラー送信の自動処理から
挿入URLのクリック測定まで、戦略的なメールマーケティ
ングに必要なシステム機能を多数搭載しています。

個人から法人まで、誰でも気軽に本格的なE-Mailマーケティングを展開すること
が可能となります。
多くの情報量の中から得たい情報をすばやく見つけられれば、見たいページにな
かなかたどり着けない、またはどうやって見たいページを探したらいいのかわか
らない訪問者に、ストレスを与えず簡単に必要な情報を提供できます。 
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サイトナビ サービスお申し込み概要

アイルのサービスをご利用中のお客さまには、「サイトナビ」の初期
設定費用を無料でご提供いたします。また、サイト規模の拡張に備え
て幅広い料金設定をさせていただいてます。ページ数の確認は無償ト
ライアルお申し込み後の設定画面で簡単に確認できます。

活用例 01いまどきの情報サイトには必須機能です。

サイトナビは、リンクをはるだけで手軽にサービスを導入できます。 設定や分析
結果表示は、ブラウザ上で簡単に行なえるので特別な知識も技術も不要です。

活用例 02検索キーワードによる情報分析

検索結果の細かい分析が可能
なため、マーケティングデー
タとしても、Webリニューア
ルの材料としても役立ちます。
検索キーワードランキングや
クリック率など、どんなキー
ワードが一番検索されている
か、どんなコンテンツが不足
しているのかなどを確認する
ことができます。 

ウェブ管理者が特定のキー
ワードに対して、もっとも
見せたいページを検索結果
表示のトップに設定するこ
とが可能な機能が「ずばリ
ンク」です。商品の写真等
も設定可能なため、インパ
クトのある検索結果を表示
させ設定したページへの誘
引力も強まります。

検索結果ページのカスタマイズ「ずばリンク」1

サイトナビ
にすると

一般のCGI検索
を使った場合の検索結果画面

サイトナビ
を使った場合の検索結果画面

検索エンジン「freshEYE（フレッシュアイ）」で培われた技術をもと
に構成された高性能ロボットの自動巡回により、的確な検索結果を
表示します。特定のディレクトリーを検索対象からはずすなど、
ニーズに合わせてきめ細かい設定が可能です。
【検索対象ファイル】 
html、txt、URL、再現が可能なCGI/ASP/JSP 等の動的なページが検索対象。

高精度な全文検索2

まずは無料トライアルからお申し込みください。無料トライアル終
了後、本契約に移行していただきます。本契約のお支払方法、ご契
約期間は以下のとおりとなっております。

サイトナビのご契約はお客さまと株式会社ニューズウォッチとの間で
結ばれるものとなりますのでご了承ください。サービスについての詳
細は、株式会社ニューズウォッチにご確認いただけますようお願いい
たします。

支払方法 銀行振込（半年または年間一括払い）

半年または年間契約
（※Sコースは年間契約のみ）

可能
初期設定費は不要。プラン料金の残月契約月の差額分を前払い。

契約期間

プラン変更

対象プラン
弊社ホームページ上でご確認ください。

ご契約について

対象プラン

1

2

ユーザビリティ向上サイトナビ

高機能サイト内検索
サイト内に検索窓を設置し、サイト訪問者を的確にナビゲート！
おすすめページを自動表示できる「ずばリンク」など機能も豊富！

検索キーワードランキング

登録するサイトの規模 月額利用料金 初期設定費用コース名

Aコース

100～300ページ

50  ～ 99ページ

301～500ページ

501～700ページ

701～1000ページ

Bコース

Cコース

Dコース

Eコース

アイルのお客さま限定

105,000円が

無料！

¥3,150

Sコース 50ページ未満 ¥980

¥9,450

¥15,750

¥22,050

¥31,500

【ご利用料金】

※料金はすべて税込です。※お支払いは、6カ月または12カ月分の一括払いとなります。
※Sプランは12カ月契約のみとなります。

お申し込み：下記URLよりお申し込みください。

お申し込み前に2週間もしくは3カ月間の無料トライアルをご用意しました。

無料トライアル終了後、本契約に移行をお望みの方は簡単な契約ひとつで当

サービスを継続的にご利用いただけます。 本契約をご希望でない場合はそ

のまま無料トライアル終了となり、料金は発生しません。 

ぜひ、この機会にサイトナビの機能を実感してください。 

サイトナビの機能を使ってみましょう！

アイルのお客さまにサービス！！

http://home.isle.ne.jp/service/site_support/site_navi/URL

http://home.isle.ne.jp/service/site_support/site_navi/URL

■高機能サイト内検索「サイトナビ」とは
検索エンジンとして有名なfreshEYE（フレッシュアイ）が提供す
る本格派サイト内検索ツールです。サイト内検索機能とは、お客さ
まのウェブサイトに検索窓を設置し、そこに入力したキーワードで
サイト内にある数多くのウェブページの中から該当するページをす
ばやくサーチしリストとして表示します。

多くの情報量の中から得たい情報をすばやく見つけられれば、見たいページになかなかた
どり着けない、またはどうやって見たいページを探したらいいのかわからない訪問
者に、ストレスを与えず簡単に必要な情報を提供できます。 
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7

活用例ホームページ屋.com の活用

サイト制作会社
サイトの新規作成やリニューアルのご相談など、サイト運営を成功させるために
なんでもご相談ください。

●「ホームページ屋.com」

アイルでは、サイト制作に携わる専門会社をご紹介しています。いずれの
会社も、アイルのサービス販売、およびホスティングサービスを利用した
開発実績をもつサイト制作のエキスパートです。

下記ページより制作会社の検索が可能です。サイトの新規作成・リ
ニューアルなどお気軽にご相談ください。

いつでも相談できる専門家が近くにいない
という方も多いはず。通信手段が発達した
とはいえ、身近にいると安心感が違います。
「ホームページ屋.com」では、日本全国の
制作会社1700社を網羅。困ったときには
お近くの制作会社を探すことができます。

地域・サイトの種類・サービスの種類から検索できます。
また「地域」の選択項目からは現在登録されている制作会社
の数も一目で分かります。

「ホームページ屋.com」では、地域や作成したいサイトの種類に
応じた検索をかけ、ご希望のサイトを探すことができます。検索

結果は企業情報に加え、
過去の制作実績やデザ
イン・ポートフォリオ
も同時に閲覧できるた
め、より詳細な制作イ
メージを持つことがで
きます。また、最低予
算も表示されるので、
サイトの規模に応じた
業者の選定を行うこと
ができます。

■ こんなページを作りたい！を簡単に検索

■ 北は北海道、南は九州まで日本全国を網羅した制作会社

これで売上げアップ期待大！

サイトリニューアルの重要性

サイトを「所有」する時代から「活用」する時代へ

どのようにして「活用」する？

それでは、どのようにしてサイトを活用できるので
しょう。例えば「ショッピングサイトを構築した
い！」といった場合、まず、プログラムの部分など専
門的な知識や、それ以外にも、「どうやったらお客さ
まに来ていただけるのか」「決済は？」等、コン
ピューターの知識だけでない様々な疑問がでてきます。
現実、ショッピングサイトはたくさんありますが、成
功しているサイトばかりではありません。何も知識が
ないままサイトを制作しても、なかなかうまくいきま
せん。
そうなると、現在手持ちのサイ
トで商売ができるのだろうか、
という点に行き着くと思います。
その時、専門家に相談すること
で、サイトのリニューアルを効
果的に作成することができます。

一昔前はサイトを持っていることが一つのステータス
でした。ライバル企業がサイトを公開したと知って、
あわてて作成した企業も多いはずです。そして、現状、
それらのサイトの多くはネットの世界に置き去りにさ
れたままになっています。
しかし、一方では、最新の
テクノロジーのサイトも
次々と登場し、アクセス数
が日に何万人というサイト
も珍しいことではなくなり
ました。
また、高度なプログラミン
グ技術を用いたショッピン
グサイトや情報系のサイトなど、より付加価値の高い
サイトが訪問者数を増やしています。
今やサイトを「所有」するだけではなく、様々なビジ
ネスなどに「活用」する時代になったのです。

ホームページ屋.���　　運営おまかせ度

検索結果では、予算や実績サイトの種類、特色が一覧で表示。また各制作会社の紹介ページで
は実績サイトの種類も分かるので、その会社の得意分野を知ることもできます。

http://homepage-ya.com/URL

■ホームページ屋.comとは
サイトを新規で作成またはリニューアルしたいけれど、信頼できる会社を探す
のは大変です。アイルではお客さまのニーズにあったサイト制作の専門会社を
ご紹介しております。初心者には困難なプログラミングやショップサイトの構
築などさまざまなご要望にお応えします。



活用例GMOホームページ大学 SEOコンサルティングの特長　

日々高度化する検索エンジンは、個人レベルでの攻略が難しいためプロ
の依頼するのが成功への近道です。 GMOホームページ大学では、下記
の点で他社にはない優位性を発揮し、必ず成果をお届けいたします。

SEOコンサルティングの成功実績

＜例＞某大手証券会社様実績

SEOコンサルティングの料金体系・サービスフロー

GMOホームページ大学のSEOコンサルティングは、対策キー
ワードや対策キーワード数、毎月の平均順位によって料金が異な
ります。ヒアリングを経てお見積もりを提出いたしますので、お
気軽にお問い合わせください。

多くの場合は、成果報酬型を採用しており一定順位に達するまで
課金は発生いたしません。※初期費用のみ発生

SEO コンサルティング
今やウェブサイトの集客力は検索エンジン対策にかかってます。
SEO対策を万全にすることで、大きな集客力を確保できるようになります。　　　　

GMOホームページ大学 SEOコンサルティング 集客力

http://www.gmo.jp/daigaku/URL

■SEOとは
Yahoo!JAPANやGoogleなどの検索エンジンでお客さまのホームページを上位に
表示させ 継続的に集客誘導するマーケティング手法の１つです。
検索結果で上位に表示されるということはアクセスアップが見込めるだけではなく、
直接売上につながるため、現在多くの企業がSEO対策に取り組んでいます。

SEO３つの成功原則  
1 . 対策キーワードは成約に結びつくものを選定
2 . ２ページ目より１ページ目、１０位よりも１位が断然誘導率
　  が高いため１位を目指す！
3 . ノウハウはプロから盗む！

BIGワードでのSEO対策
検索数が多く市場認知度の高いキーワードをBIGワードと呼びます。こう
いったキーワードは競合が多く、上位表示が難しいことからSEO業者から
も対策を敬遠される傾向にあります。しかしGMOホームページ大学では、
通常SEOによる対応が難しいとされる「証券」や「転職」などBIGワード
で上位表示を実現し、お客さまの収益拡大に大きく貢献しています。

検索エンジンマーケティングとして検索エンジン全体の戦略提案
検索エンジンマーケティングにはSEO以外にオーバーチュアやGoogle
アドワーズでの広告運用が含まれます。特に、現在SEOの成果が現れる
期間は長期化傾向にあるため、検索エンジンからの誘導最大化策として
リスティング広告のご提案をさせて頂くことも可能です。

無料セミナー併用で、担当者のリテラシー向上
GMOホームページ大学は、インターネットビジネスにおけるリテラ
シーの向上、競争優位の確立を目指すお客さまに、各種無料セミナーや
コンサルティングを通してインターネットの可能性をお伝えしています。
ご担当者様にご受講頂けますと、SEOの重要性や成果の共有がよりス
ムーズになり、強固なパートナーシップによる真の満足を得ることが可
能です。

競合分析・ターゲティング分析・市場分析
“ROI（費用対効果）”“ブランディング（約束の実行）”を果たすため、
徹底した事前分析を行います。SEO施策中には、専任コンサルタントが
成約面でのサポートも可能です。

GMOホームページ大学

「ホームページ　セミナー」と検索すると
1位にホームページ大学が掲載されます。

SEO対策のみの成果として、資料請求数が 半年で 3倍増加。 引き続き月次レポートでホー
ムページの改善や、 他の集客チャネルを随時ご提案し、 集客面・成約面の両方から最適化
を図っています。

1日の平均クリック数１８００．００

１4００．００

１0００．００

6００．００

2００．００

6月30日
7月31日

8月31日
9月30日

10月25日
11月29日

5０．００

40．００

30．００

20．００

10．００

０．００

1日の平均資料請求数

全6キーワード対策でYahoo!JAPAN／Google／MSNにてSEOを実施

個別提案 各サイトごと個別でのご提案をいたしております。検索ユーザー
をビジネスに最大活用する視点から数多くの実績と経験にもと
づいた最適なSEO実施プランをご提示します。

サイト分析 ウェブサイトをSEOの専門的視点からレビューをいたします。
SEO適用をするコンテンツを中心に最適なプラン・スケジュー
ルを再度検討します。また、今後のコンテンツの追加状況や、変
更予定をおうかがいします。

キーワード調査・分析 サイトレビューに基づき現在の表示状況、競合状況をユーザー
の検索状況とあわせて調査、キーワードリストを作成します。
キーワードをご確認いただきお打ち合わせのうえ、最終決定い
たします。

SEO一次仕様書

検 索 エンジン へ の 反 映

検 索 エンジン へ の 反 映

最初のSEO仕様書を作成、提出いたします。仕様書内の指示に従っ
て、ウェブサイトへの適用をお客さまのほうで実施いただきます。タグ
の変更など簡単な作業が中心で大きな作業負荷はかかりません。

効果順位測定 Googleの更新後、対象キーワードの順位測定を行い、レポート
を提出いたします。

施策検討・考案 順位向上のための施策検討・考案を行います。

SEO二次仕様書 追加のSEO仕様書を作成、提出いたします。再度、ウェブサイト
への適用を実施いただきます。

月次報告レポート 対象キーワードの順位測定を行い、月次報告レポートを提出い
たします。  
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リスティング広告
サイトへの集客力を上げる、それこそがネットビジネスを成功に導くための第一歩。
集客力を上げ、確実に購買につながる2つのサービスをご用意いたしました。

�������� 、アドワーズ広告 　　サイト集客力

ポイント01overture人気の秘密 ポイント02広告費の無駄な削減

Yahoo!JAPANやMSNなどの検索結果で上位表示
限られた広告予算のなかで、効率の良い集客力を高めるためためには「オーバーチュア」。費用対効果の高いクリックを集めることが
できるため、今、とても注目されている広告媒体です。

オーバーチュア

主要検索エンジンで上位表示
オーバーチュアでは、サイトの内容にあっ
たキーワードで主要提携パートナーの検
索結果ページの上位表示が可能なため
圧倒的な集客力を実現できます。

効率よく質の高いクリックを実現
キーワードを特定して検索を行うユーザーは、お客さまの商品・サービスへの
購買意欲が高い優良な見込み客といえるということです。優良な見込み客と
登録サイトのマッチングにより、 最終的な投資効率（購買に結びつく率）を高
めることができます。まさに、質の高いクリックを獲得することが可能なのです。

自由度が高く、ピンポイントな広告
Google アドワーズ広告では、お客さまご自身でターゲットに合ったキーワー
ドを選択し、 広告をご自由に作成していただけます。1日あたりの上限金額を
設定することで、予算に応じた掲載頻度を設定できるほか、ユーザーが広告を
クリックした回数に応じて請求が行われる優れたプログラムです。

Google アドワーズ広告は、Google および Googleのパートナー サイトに
掲載されます（地域やパートナーサイトの掲載基準により、一部のパートナー
サイトに掲載されないケースがあります）。

ユーザーがクリックすることで初めて課金
され るシステムです。1クリック9円 ( ※
一部 35円 ) ～と低価格であるばかりで
なく、 有効なクリックだけを課金している
ので、無駄がなく、賢く予算を消化するこ
とが可能です。また、それら広告費や掲載
内容等の管理は、管理画面上でリアルタ
イムで行なえるので、効果や状況を見なが
らの広告掲載が可能です。 
 

ツール

1

　オーバーチュアにお申し込みいただくと、こ
の赤枠スペース内に表示されます。
※画面は Yahoo!JAPAN の場合のイメージ
です。

　アドワーズにお申し込みいただくと、この赤
枠スペース内に表示されます。

　入札管理用の管理画面
管理画面でクリック数の上限設定、
キーワードの入札等の管理を行えます。

ポイント01 ポイント02新しいタイプの広告 アドワーズ広告の人気の秘密

人気のGoogle「アドワーズ広告」に広告を出してみませんか？
お客さまご自身でキーワードを選択、広告をご自由に作成できます。1日あたりの上限金額を設定することで、予算に応じた掲載頻度
を設定できるほか、ユーザーが広告をクリックした回数に応じて請求が行われる優れたプログラムです。

Google「アドワーズ広告」

Google および Google のパートナー サ
イトでは、1日に2億件以上の検索が行わ
れます。検索結果ページに表示されるアド
ワーズ広告は、新たな顧客層を開拓するの
に最適なツールといえるでしょう。

ツール

2

※最低入札価格は検索キーワードによって異なります。最も低額の入札価格
が9円で、1クリックに対するコストとなります。ご利用の際は、全体のクリックコ
ストに対して別途消費税が必要です。

クリック料金として 3,000円を
プレゼントいたします！

アイルのお客さまにもれなくサービス！！

http://home.isle.ne.jp/news/campaign/overture/

●応募資格
アイルホスティングサービスに新規でご契約もしくは既
にご利用中のお客さま。

●応募方法・注意事項
下記URLよりご確認ください。

利用者の検索キーワードと連動。
興味ある利用者にだけ表示

　 キーワードの選択によりターゲットをより購
買欲求の高い検索ユーザーに絞り込み、必要と
されている情報をダイレクトに訴求することで
高い効果が実現されます。

　 期費用の500円以外は、広告が実際にクリッ
クされた回数×クリック単価だけのお支払い。
クリック単価は入札方式で、1クリックの最低単
価7円以上で、ご希望の入札金額を設定。

初期費用500円・1クリック7
円から！低予算で実現

Googleだけでなく、
主なポータルサイトにも掲載

　 Google 以外に、Yahoo!JAPAN、BIGLOBE、
excite、@nifty、AOL、Aladdin、goo、infoseek
などの各パートナーサイトでの検索結果にも表示

　 キーワードの選択、入札金額や一日の予算設定は
すべて 簡単にご自身の操作で行うことが可能です。
また、途中での設定変更はいつでも可能ですので、
効果を見ながらより良い広告に改善できます。

いつでもスタート可能！変更も自由！
簡単で便利なセルフサービス

5,000円分デジタルクーポン券を
もれなくプレゼント！

アイルのお客さま限定 プレゼント！

http://home.isle.ne.jp/news/campaign/google/

●応募資格
アイルホスティングサービスに新規でご契約もしくは既
にご利用中のお客さま。

●応募方法・注意事項
下記URLよりご確認ください。

アクセスアップキャンペーン
Google&アイルコラボ企画
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1. お申し込み

SEO対策から売上げアップ
までの道のり

お申込ページより必要事
項を記入後、お申し込み
していただきます。

手順に従って必要項目
を記入するだけで最適
化を自動に行います。

3. 最適化完了

生成されたファイルを解凍
し、最適化されたページを
アップロードして終了です。

お申し込み

2. URLの最適化

※お申し込みは下
記アイルのホーム
ページの「お申し
込み」ボタンより
お願いします。

http://home.isle.ne.jp/service/site_support/joycool/URL

活用例 01低価格でこの効果！

誰もが納得できる価格と内容からスタートできます。通常SEO業者に依頼
すると何十万というコストが発生しますが、「JOYCOOL」は15,000円～
で始められます。ウェブサイトに広告費があまりかけられない低予算のお
客さまにもご利用いただけます。

活用例 02簡単・高機能なので初心者でも安心

「JOYCOOL」は検索エンジン最適
化業界で、最も経験と実績のあるア
メリカで開発された企業向け最適化
施行ツールです。
その扱い方は極めてシンプルです。
お申し込みから、実作業を経て最適
化されるまで半自動で行われるので
初心者でも簡単に作業できます。

また「自動HTML最適化機能」など
最適化に便利な機能の他、「ランキ
ングレポート機能」など豊富なマー
ケティングツールが標準装備！これ
から簡単便利にサイトの集客力を高
めたい方には最適のツールでしょう。

自動SEO対策ツール「JOYCOOL」のご料金・サービス体系

自動SEO対策ツール
プロの知識を詰め込んだSEO対策ツールの決定版！しかもたったの10分で完了させ、
SEO対策にかける時間と費用を大幅に圧縮できます。

自動 SEO対策ツール 「JOYCOOL/上位来〜る」 簡単・リーズナブル度

「JOYCOOL」は、キーワードを入力
するだけで自動的に最適化作業を行う
「自動SEO最適化サービス」です。
SEOの専門知識がない方でも、ボタン
ひとつで簡単にSEO効果をお試しいた
だ け ま す 。 主 要 検 索 エ ン ジ ン
（YAHOO！、Google、MSNサーチ
など）に対応したSEOをご活用いただ
けます。
　通常、検索エンジン最適化をする場
合、専門家が労力や時間を掛けて作業す
るため、数十万円の高額な費用がかかり
ます。しかし、JOYCOOLは自動で検
索エンジン最適化作業をたったの１０分
で完了させるシステムです。ボタン一つ
押すだけで、検索エンジン最適化作業が
始まります。時間も費用も大幅に短縮で
きます。

自動HTML最適化機能
お客さまのウェブサイトを自動分析し、
最適化可能なページ一覧を表示します。
そこで最適化したいページを選択し、次
にアピールしたいキーワード（商品名、
サービス名、商品の特徴など）を画面に
入力すると、自動的に最適化を開始しま
す。ご契約頂いたケースに合わせて、複
数のページを同時に最適化します。また、
ひとつのアカウント（ご契約）で複数の
サイトを施工することも可能です。

■自動SEO対策ツール「JOYCOOL」とは

お申し込みから最適化まで

サービス名 キーワード数 各種ツール対応URL数
(ページ数）

６カ月
契約料金

1年
契約料金

◆お申し込み方法

ランキングレポート機能
「YAHOO！Japan」「Google」などの主
要検索エンジンのランキング、リンクポ
ピュラリティ（外部からのお客さまサイト
へのリンク数）、インデックスページ数を
自動取得し、グラフをご覧いただけるので、
ランキングの推移は一目瞭然です。また、
過去のランキングの推移を分かりやすいレ
ポートでお客さまのお手元にメールでお届
けしますので、お忙しいお客さまがレポー
トをまとめる必要はありません。

競合分析
検索エンジンの観点から、ライバルを分
析し、ランキングを決定する外部要素か
らページの細かい複雑な技術要素まで、
初心者にも分かりやすいレポートを生成
します。

キーワード提案ツール
指定されたキーワードは実際どれくらい検索されているか、また、その
キーワードをターゲットしている競合先の数を分かりやすく表示されます。

アラート機能
ランキングの急激な変化やサーバーダウン、また検索エンジンから登録削
除されてしまった場合など、お客さまのビジネスにとってリスクとなる問
題が発生した際に、直ちにお知らせするのがアラート機能です。

ライバルよりも上位に表示させることで、
集客力がアップします。

検索エンジンの順位は常に推移していくもの。
日頃のチェックが必要です。

たった10分で検索エンジンに最適化され
たHTMLが再構築されます。

お任せパッケージ
小規模サイト向き

キーワード10
個人経営・中小企業向き

キーワード20
本格的にインターネットで
ご商売を始める方向き

キーワード30
たくさんの商品を扱う
オンラインショップ向き

2個

10個

20個

30個

トップページ 使い放題

使い放題

使い放題

使い放題

5ページ

10ページ

15ページ

￥15,000（3カ月）
（￥5,000/月）

￥100,000 
(￥16,666/月）

￥150,000 
(￥25,000/月）

￥200,000
(￥33,333/月）

￥42,000 
(￥3,500/月）

￥180,000
(￥15,000/月）

￥270,000 
(￥22,500/月）

￥360,000
(￥30,000/月）
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おすすめeサービスの最新情報はこちら
http://home.isle.ne.jp/service/site_support/

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー

アイルホスティングサービス
GMOホスティング & セキュリティ株式会社

・本書に掲載されているサービスは、 それぞれ提携各社によって運営されています。特に明示している場合を除き、            
当社または関連会社が管理・運営しているものではありません。

・本書に掲載されているサービスは、予告なく内容変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
・おすすめ eサービスの最新情報はウェブサイトでご確認ください。
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