
専用サーバーの運用もラクラク

Pleskなら専用サーバー運用も簡単！

本書「i-News」の定期購読をご希望の方は、お客さ
まIDとご担当者名とEメールアドレスをご明記の上、
下記アドレスまで送信してください。

営業時間 月～金（10～18時　祝日・年末年始を除く）

食欲の秋。白いお米が美味しい季節食欲の秋。白いお米が美味しい季節食欲の秋。白いお米が美味しい季節
真っ白い出来たてのご飯を口にする瞬間は、
他の何よりも勝る至福の時間・・・

1.お申し込み前のお客さま
2.ドメイン・料金に関して
3.技術的なお問い合わせ

チャット/メール/FAXによる
お問い合わせが可能です。

Take a  break

■  出来たてごはんが“おまちかね”

■ 「おにぎり」と「おむすび」

あいる日和

Take a break

ちょっと
休憩・・・

受付電話　03-6415-6111 URL  http://info.isle.jp/
・お電話でのお問い合わせこちら ・その他のお問い合わせ方法はこちら

秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ 我が衣手は 露にぬれつつ

これは、百人一首巻頭歌で、天智天皇が詠んだとされる有名な俳
句です。そう、秋といえば、農家では稲刈りなどで忙しい時期。で
もそこで収穫されたお米は本当

においしいものです。そういえば、お米の品種名って結構いろんな種類が
あって面白いですよね。北は北海道の「ほしのゆめ」や青森の「つがるロマ
ン」、甲信越から関西にかけての品種「日本晴」や鳥取の「おまちかね」、九州
などでは「ヒノヒカリ」など。みなさんはどの品種を召し上がっています
か？いろんな品種を食べ比べてみるのも面白いかもしれないですね。

久しぶりに母親が握ってくれた”おむすび”を食べたくなりますね。

　「おにぎり」と「おむすび」。みなさんはその違いをご存知ですか？
書籍などで調べてみると、関西では「おにぎり」と呼ぶことが多く、関東では
「おむすび」と呼ぶことが多いとのこと。
古く日本では、天地万物を産みなす 霊妙なる「神霊＝産霊（ムスビと読む）」
が崇めら、人々は、 お米を尊く、気高いものとしてとらえ、神様へのお供物と
してごはんを握り捧げていたと言われています。その後、「むすび」は宮中の
女官たちが使う 〝女房ことば〟へと変化し、次第に一般的なものとして世
に定着していきます。同時に、武士の携行食としても発達した握りめしは、
「お」がつく女性語へと変化し定着。「おにぎり」と呼ばれるようになりました。
まあ、両者に違いがあるとすれば、我々日本人1人1人の形や味に対する思
い出の違いなのかもしれませんね。

アフターファイブのアイル

�

ついに先日行っちゃいました！「耳かきサロン」。いやー、超気持ち
いいんですよ。単なる“耳かき”ではなく、耳の中の消毒やマッサー
ジ付。自分でやるよりも100倍は気持ちいいと思います！私はつ
いつい眠っちゃいましたけど・・・。もうやみつきになりそうです。
みなさんも是非行ってみてくださいね。

inews@isle.ne.jpeメールアドレス

アイルカスタマーサービスセンター

本書「 i -News」定期購読のご案内

※なお、定期購読はすでに弊社のサービスをご利用中のお客さま限定のサービスです。ご了承ください。
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インターネット データセンター

iクラスタではサーバーへの接続回線が複数
用意されています。万が一、回線に障害が発
生した場合も、別の回線に接続を切り替える
ことでサービスの利用が可能です。

障害により回線切断！

別回線で
接続可能

1台が故障しても
他のマシンが稼働

複数のサーバーで運用されるiクラス
タでは、その中の1台に障害が発生し
た場合、自動的に処理を他のサーバー
が担います。 ※メールウイルス除去の対応プラン : i-05プラン ( i-01～04プラン、カスタムプラン・メールセットプランではオプション  )

※一部のプランではオプション扱いとなります。

お客さま インターネット

iクラスタ
特　長

iクラスタ
各プラン

サーバー管理ツール
「PlanManager」

ホスティングサービスに求められる
すべてを実現した次世代共用サーバー

無停止システム カスタマイズ セキュリティー強化

ヴァーチャルサーバーからiクラスタへ
05年5月30日に業界騒然の新共用サーバー「iクラスタ」をリリースした
アイル。各システムを複数層で構成させた自社開発のクラスタリングシ
ステムを採用し、サーバー負荷やセキュリティー被害の問題を完全回避
できる、まさに次世代共用サーバーサービスとして今注目を集めている。

URL http://home.isle.ne.jp/service/iclusta/

耐障害性に優れた「無停止システム」

自分だけのプラン作成「カスタム」

圧倒的な「セキュリティー強化」

iクラスタは、回線など重要な部分が全て
冗長化／二重化され、また負荷分散装置が
導入されているため、耐障害性に優れ、常
に安定したサーバー稼働を実現していま
す。またBlog（Movable Type）もインス
トール可能で、時代のニーズに対応した、
まさに業界最新・最強のサービスです！

冗長化や負荷分散による耐障害性の向上で、VPSや専用
サーバーもなし得なかった「無停止システム」を実現！

セキュリティー被害が多発している今こそ、セキュリ
ティー機能が充実したiクラスタがお薦めです！

必要な機能を必要なだけ盛り込み、価格的にも機能的
にも納得のいくオリジナルプランを作成できます。

無停止システム無停止システム セキュリティーセキュリティーセキュリティー

低　価　格低　価　格カスタマイズカスタマイズカスタマイズ

ケース

1 ネットワークに障害が発生！
ケース

2 サーバー機器に障害が発生！

【例1】メールに機能に特化したプラン 【例2】サイボウズ専用プラン

サーバー領域
25MB

月額基本料金オプション：
メールウイルス除去

月額基本料金オプション：
サイボウズ Office 6

日本ジオトラスト株式会社
URL http://www.geotrust.co.jp/

セキュリティー企業と連携したサーバー環境

iクラスタで提供される独自SSL（電子証明書）は日本
ジオトラストにより提供されます。電子証明書の分野
で世界第2位のシェアを持つ同社との連携により、セ
キュリティー環境の向上をめざします。

※日本ジオトラストはアイルを運営するGMOホスティング＆セキュリティ株式会社の100%出資子会社です。

iクラスタサーバー

メールウイルス除去

POP over SSL

FTP over SSL

共用SSL

独自SSL

迷惑メールフィルター

お客さまとインターネット接続時のセキュリティーは

お客さまとiクラスタ接続時の
セキュリティーは

インターネットとiクラスタサーバー
接続時のセキュリティーは

※一部の機能は有料オプション

として提供しています。

■メールのセキュリティーも万全！
いままで受信時のみのメールウイルス除去が iクラスタ
より送受信両方に対応しました。また迷惑メールフィル
ターも全プラン標準搭載され、快適なメール環境を提供
いたします。

■eメール、FTPアクセスも暗号化され安心！
 iクラスタでは全プランに標準装備された POP over SSL、FTP over SSLの両
機能により、暗号化されたデータを安全にやり取りできます。

■独自SSLもすべてのプランでご利用いただけます！
クレジットカード情報など機密性の高い情報を扱うサイトには必須のSSL。
今までは上位プランのみの対応でしたが、iクラスタではすべてのプランでご
利用できます。

iクラスタ特集！新登場

プラン
新登場

i ク ラスタで実現した 3つの特長
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,クラスタはコスト・機能・安定性で断然お得！

,クラスタにプラン変更しよう！

ホスティングを利用するなら断然 iクラスタの方がお得！機能・安定性で今までの
ヴァーチャルサーバよりも飛躍的に進化。価格はほぼ据えおきだからおトク

iクラスタへ変更のチャンス！
今ならプラン変更手数料が無料！

■申込方法
キャンペーン対象サービス（iCLUSTA全プラン）へのプラン変更をウェブから
お申し込みください。

業界最新スペックを実現！

新しくなった共用サーバー
業界最新スペックを実現!
新しくなった共用サーバー

i-05
NEW

ウルトラプランより快適！共用サーバー最高峰の充実スペック

独自SSLや高機能アクセス解析も標準装備

NEW
各種スペックも大幅に向上

データベース機能を標準装備

高スペックサーバーが必要

i-05プランはディスク容量や各種機能面
において、現在、利用できる共用サーバー
の中では最高水準のスペックを誇ります。

データベースを標準装備

PostgreSQLやMySQLなど
の標準データベースに対応。
また高機能アクセス解析
ツール「Urchin」も標準装
備！ビジネスサイトには最
適です！

ビジネスサイト運営に最適

ビジネス用サーバーに欠
かせない SSL機能を標準
で利用きます。さらに携
帯電話向けサイトの運営
に便利なシングルURL 機
能も標準装備です。

セキュリティー重視の運用をしたい

eメール機能では送受信対応のメールウイ
ルス除去サービスを標準搭載、またウェ
ブ機能では独自SSLを標準搭載するな
ど、各種セキュリティー機能が強化され
ています。

こ ん な 方 に お す す め

HD 1GB
Mail 無制限
月額 9,450円~

i-04
こ ん な 方 に お す す め

HD 600MB
Mail 100個

月額 6,300円~

ヴァーチャルサーバ相当プラン

ウルトラプラン

ヴァーチャルサーバ相当プラン ヴァーチャルサーバ相当プランエキスパートプラン
をご利用のお客さまはi-04が最適です。

を現在ご利用のお客さまはi-05がおすすめです。

その他の主な利用可能機能（★印の機能は  i -05プランから標準装備）

POP over SSL、メールフィルター、迷惑メールフィルター、メールウイルス除去サービス(★) 、FTP over SSL、独自CGI、
アクセス解析 （Urchin)、独自SSL（日本ジオトラスト社)、PostgreSQL、MySQL、DBManager、カスタムエラーページ、
コマンドスケジューラ、自動返信メール、キャッチオール 、メーリングリスト（一斉メール配信機能)

主な利用可能機能（★印の機能は i-04プランから標準装備）

POP over SSL、メールウイルス除去サービス、アクセス解析 （Urchin)、
独自 SSL（日本ジオトラスト社 )(★) 、PostgreSQL(★) 、MySQL(★)

NEW
より安全にサイト運営

共用SSLを標準装備

i-03
こ ん な 方 に お す す め

こ ん な 方 に お す す め

HD 300MB
Mail 50個

月額 4,095円~

プラスプラン
をご利用のお客さまはi-03が最適です。

主な利用可能機能（★印の機能は i-03プランから標準装備）

POP over SSL、メールウイルス除去サービス、アクセス解析 （Urchin)、
共用 SSL【アイル認証】（★） 、シングル URL （★） 、独自 CGI/PHP

NEW
人気の機能が満載

独自CGI/PHP利用可！

CGI・PHPを活用したい

人気の高い「独自CGI・
PHP」が標準装備。
ウェブサイトの自
由度が大きく広が
ります。

i-02
こ ん な 方 に お す す め

HD 100MB
Mail HD・Mail20個
月額 1,995円~

NEW
iクラスタだからできる自由組立プラン

目的に特化した自分だけのプラン構成

用途に応じた独自の運用をしたい

例えば、メールだけの利用に特化し
たい、サイボウズOffice 6だけの運
用を行いたいなど、無駄な部分を省
くことでコストを押さえてサービス
をご利用いただくことが可能です。

カスタムプラン月額 315円~

ヴァーチャルサーバ相当プラン

セレクト・ライトプラン
を現在ご利用のお客さまはi-02がおすすめです。

主な利用可能機能（★印の機能は i-02プランから標準装備）

独自CGI / PHP（★）、アクセス解析（Analog)、迷惑メール
フィルター、メーリングリスト（一斉メール配信機能)（★）

主な利用可能機能 標準 CGI、ウェブメール、POP over SSL や FTP over SSL 、アクセス解析 (Analog)、アクセス制限

URL http://home.isle.ne.jp/service/iclusta/plan/
ヴァーチャルサーバご利用のお客さま 必見

プラン構成による

利用できる機能によ
りそれぞれA~Cのセッ
トが用意されていま
す。オプション単体
をご利用される時は、
「なし」も選択可能。ベースとなる料金。ベースとなる料金。

■機能・月額利用料金比較

■ この機会にぜひプラン変更！おトクなキャンペーン実施中！

URL http://home.isle.ne.jp/news/campaign/campaign_planchange.html

期間限定 ￥4,725

はじめてホスティング利用の方に最適プラン！「i-01」
初めての方やおさきにドメインやドメインポインターのお客さまには最適なプ
ランをご用意。低コストながらiクラスタの高いサーバー品質を体験できます。

新プランのご案内

iクラスタ
特　長

iクラスタ
各プラン

サーバー管理ツール
「PlanManager」

セレクト ライト

○ ○

○ ○

●

× ×

× ×

×

（¥1,995）（¥3,045）
i-02

○

○

○

○

●

（¥1,995）
i-05ウルトラ i-04エキスパート i-03プラス

●● ● ○○ ○

●● ○○ ○ ○

●

● ●

● ● ○

○○

×※1

●

●● ●● ●●

● ○○×

× × × × ×

×

×

（¥9,450）（¥13,545） （¥6,300）（¥8,295） （¥4,095）（¥5,145）

…iクラスタ各プラン…ヴァーチャルサーバ各プラン

こんな方におすすめ おさきにドメイン、ポインター、ポインターライトHD 50MB Mail 10個 月額 945円~

機能

Urchin （高機能アクセス解析ツール )

メールウイルス除去

独自 SSL

独自 CGI/PHP

MySQL／ PostgreSQL

Blog(Movable Type)

●：標準装備　　○：オプションにて利用可　　×：利用不可
※金額は 12ヵ月契約時の月額利用料金です。　※1  PostgreSQL は標準装備です。

iクラスタ特集！新登場



iクラスタ
特　長

iクラスタ
各プラン

契約者契約者
ドメイン
管理者
ドメイン
管理者

サイト
管理者
サイト
管理者

一 般
ユーザー
一 般
ユーザー

メリット1 メリット2 メリット3

わかりやすいアイコンと操作性で、
今までに無い操作感が実現！
初めての方でもお手軽にご利用い
ただけます。

※貸し出し期間は24時間です。尚、数に限りがございます。あらかじめご了承ください。※貸し出し期間は24時間です。尚、数に限りがございます。あらかじめご了承ください。
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WebManagerとPlanManagerの違い

PlanManagerにより強化された機能

■PlanManagerのインターフェース

“わかりやすさ”を追求したインターフェース

http:www.（ドメイン名）/~○○○○

権限の階層化により、ドメイン名以下（~ /チルダ）で区切ることに
よりプランごとの容量/FTPの数の範囲内であれば、無制限にサイ
トが運営できます。FTPの権限もそれぞれに割当てられるので、複
数存在するページを効率よく運営することができます。

ユーザー CSV管理
今まではお手持ちのCSV形式のユーザー情報を一つ一つ管理画面に入力し
ていたのを、PlanManagerではCSVファイルを直接、PlanManagerに登
録することができます。これで業務の効率化にもつながります。

メールフィルターの強化
PlanManagerになり、さらにメールフィルターの強化が行われました。

Power Up! さらに進化した iクラスタ

PlanManagerPlanManager
iクラスタ　サーバー管理ツール

WebManagerが進化した

インターフェース

ユーザー権限作成

メール機能

ウェブ機能

WebManager※より
さらに便利に使いやすく
なりました！

契約している全ドメイン名を
管理する権限を持っています。
運用する上で必要なサービス
の各種設定・変更を行うこと
ができます。

管理している全ドメイン名の
うち、ある特定のドメイン名
を管理する権限を持ちます。
契約者がこのユーザーを作成
することができます。

ある特定のサイトを管理する
権限を持ちます。
契約者、ドメイン管理者がこ
のユーザーを作成することが
できます。

利用できるサービスの設定権限
を持たない一般ユーザーです。
自アカウントのeメールアドレ
スの設定、FTPアカウントの設
定だけすることができます。

利用できる機能を4つのユーザー権限で段階的に分け、管理負担や作業効率の問題を
完全に回避できます。

「ユーザー権限」という概念の登場

■権限の種類

※ヴァーチャルサーバの管理ツール

権限を分けることのメリット

複数のページを
円滑運用できる。

管理負担を軽減。 作業効率のUP!

プラン変更したいけどPlanManager
の使い方が不安・・・という方も安心！

PlanManagerをお試しできます！

■申込方法
下記URLにアクセスして、必要事項を入力してください。
後ほどログイン用のID・パスワードをお送りします。

■ まずはPlanManagerを使ってみましょう！

URL https://home.isle.ne.jp/order/trial/

URL http://home.isle.ne.jp/support/guide/iclusta/planmanager/

インターフェースインターフェース

サイト運営サイト運営

サイト運営メール機能

メール機能も強化！
PlanManagerにより、メール機能も簡単設定！
WebManagerにくらべ、より業務の効率化が図れます。

サーバー管理ツール
「PlanManager」

複数ページを円滑に運用できる！
FTPの権限が階層化されました！
そのため複数のページを効率よく運営できます！

よりわかりやすく、感覚的な操作感で、初めての方でも簡単に使
えます！

面倒だった作業はもう不要！楽々！

プ ラ ン マ ネ ー ジ ャ

iクラスタ特集！新登場



SWsoft Japan 株式会社提供サーバー管理ツール
Linux・Windows対応

運用コストの削減と品質向上

技術者が行うサーバー管理を、PLESKでは特別な知識が無くても
一般オペレーターによって運用できるようになりました。

【 従来の管理ツール 】 【 Plesk 】

月額利用料金

2,000円 10,000円
14,800円4,900円

初期設定費用
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専用サーバー情報

グラフィカルなインターフェース特長1
カラフルなアイコン
や絵柄が親しみやす
さを実現。
また、専門用語ではな
く、一般的で分かり
やすい言葉を使用し
ている点も特長的で
す。

一般オペレーターでも運用ができ
るような操作感を実現しました。

ラクラク操作で業務効率アップ！

Windows XPにも似たグラフィカルなインターフェースにより、簡単なサーバー
管理が可能です。管理画面のデザインや、ロゴも容易に編集できるため、お使いい
ただきやすいデザインで独自のサーバー管理ツールをご利用いただけるのもメ
リットといえます。

複数ドメイン運用もこれなら簡単

今まで、専用サーバーで複数ドメインを運用したいと思いつつ、技術的な不安
感から、なかなか導入に踏み切れなかった方も多いはず。PLESKを使えば、階
層化された権限を作成するので管理もしやすく、また、複雑なコマンドや知識
を必要としないので、どなたでも簡単に運用可能です。

扱いやすい操作感特長2
※画面キャプチャーはお客さまの環境によって異なる場合が
　がございます。

■管理画面

PLESKを使いたいけど、導入するには
ちょっと不安・・・、という方でも安心！

PLESKをお試しできます！

■申込方法
下記URLにアクセスして、必要事項を入力してください。
後ほどログイン用のID・パスワードをお送りします。

■ まずはPLESKを使ってみましょう！

URL http://private.isle.jp/price/software/plesk.html

サーバーの導入・維持・管理におけるコストと
時間（手間）を削減します！

iSLEで申し込もう！お申し込み

30　ドメイン
100ドメイン
※弊社にて提供しているPlesk7 は30 ドメインまたは100 ドメインまでのバージョンです。
※こちらのPlesk7 は日本語化パック適用済みのものです。

L inux版・Windows
版ともに月額基本料
金・初期設定費用は
同額です。

PLESKをお申し込みの方限定

【コンテンツ】　導入ガイド・各権限等の設定・サーバー管理など

アイルでは、PLESKを 30ドメインまたは 100ドメインのバージョンを提
供しています。お客さまのサイト管理の規模に応じてお選びください。

「公式スタートアップガイド（非売品）」贈呈！
サーバー管理ツールに PLESKを選択、または PLESK標準装備のプランをお申し
込みの方のみに「PLESK公式スタートアップガイド（非売品）」を差し上げます。

■多言語サポート

Plesk 7 のユーザーインターフェースは、完全にローカライズされ、様々な言語に対応しています。 システ
ムでは、それぞれのユーザーレベルにおいて同時に複数の言語を利用することができます。Plesk を使え
ば、ホスティング業を運営の方は様々な言語でサービスを提供することが可能になります。

簡単・わかりやすいを追求したサーバー管理ツール

アイルは国内初の「エリートパートナー」です。

アイルはSWsoft 社の最高位パートナー
の称号を国内で初めて取得しました。

「世界中」が選んだサーバー管理ツール
Plesk（プレスク）は、米国で最も人気の高
いSWsoft社の高機能サーバー管理ツールで、
様々な賞を受賞した実績があります。
既に導入いただいてるホスティング事業者
は10,000社以上!また、世界のホスティング
事業者の10社中9社がPLESKを採用し100カ
国、800万ドメインの導入実績を持ちます。

共用サーバーから専用サーバーへ

こ

こが
すごい

インター
フェース

こ

こが
すごい

移転



この位置に
表示されます！

限られた予算のなかで効率の良い集客
効果が見込めるovertureをご利用して
みてはいかがですか？
今なら ¥3,000 をプレゼントいたし
ます！この絶好の機会をお見逃しなく！

2004.6.1現在■主要提携パートナー
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T O P I C S

￥3,000→￥0 ￥1,050 ( 税込 )

￥2,100 ( 税込 )￥3,000→￥0

初期設定費用 月額料金

i S LE  最新情報

URL http: / /home. is le .ne. jp /news/campaign/overture /

URL http://home.isle.ne.jp/service/virus_check/

URL ht tp: / /home. is le .ne . jp /news/seminar /seminar.html

URL ht tp: / /home. is le .ne . jp /serv ice /v i rus_check/

URL http://home.isle.ne.jp/news/campaign/search_engine.html

ちょっとイケてる
サイト運営知恵袋

テ
ー
マ

あなたのサイトは狙われてる！？

企業による個人情報やカード情報の漏洩やコンピュータウィルス被害の増加等、セキュリティー被害
が急増しています。そのような状況をうけて、アイルでは、様々なセキュリティー強化のオプショ
ン・機能があります。その中でも「SSL」と「メールウイルス除去」についてご紹介します。

  SSL暗号化通信でネット上での情報の送受信も安全！

送受信に対応！メールウイルス除去サービス

SSL暗号化技術を利用することにより個人情報を扱うサイトのセキュリ
ティーの強化が可能となります。

アイルでは世界最先端のテクノロジーとして高く評価を受けているトレンドマイクロ社
を採用し、トレンドマイクロの最新技術をもって、ウイルスの進入を未然に防ぎます。

アイルでできる検索エンジン対策

「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。 大企業の方

はもちろん、個人やSOHOで事業を展開するものにとって、 限られた予算の中で、サイトへの集客

力を上げることは決して容易なことではありません。検索エンジンを ”攻略”することが集客への第

一歩になります。

「検索エンジン」への対策は万全ですか？

検索エンジン    ”完全”攻略

URL ht tp: / /pr ivate . is le . jp /serv ice /opt ion/ f i rewal l_pr ivate .html

URL http://home.isle.ne.jp/service/iclusta/function/ssl_geotrust.html

不正アクセスからデータを守る！専用型ファイアーウォール

専用型ファイアーウォールでは、お客さまサーバー一台に専用のファイアーウォール
サーバー一台をご提供いたします。

今すぐ

申込み

アイルではサイト運営に欠かせないノウハウや対
策を様々な角度からご紹介する「アイル レンタル
サーバ導入セミナー」を随時開催中です。
詳しくはウェブサイトにてご確認ください。

参加費 … 無料

場所　 … 弊社ウェブサイトにてご確認ください。

SEO対策 ショップ構築 セキュリティー対策

今なら、申し込んで  ¥3,000プレゼントキャンペーン実施中

overtureでYahoo!JAPANに上位表示

Yahoo!JAPANやMSNなど主要検索エンジンに上位表示

※すでにオーバーチュアのアカウントをお持ちで、サービスをご利
用中のお客さまはキャンペーン対象外となります。

※広告掲載は、掲載内容がオーバーチュアガイドラインに沿ったも
のであり、オーバーチュア審査にて承認された企業様に限らせて
いただきます。

その他詳しいサービス内容、注意事項につきましては、オーバーチュ
アのホームページ(http://www.content.overture.com/d/）にてご確
認ください。

特長1
オーバーチュアでは、上図のように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獲得特長2
キーワードを特定して検索をしてくる「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。

広告費の無駄を削減特長3
1クリック 9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。

アイルでできるセキュリティー強化

SSL暗号化通信 SSL暗号化通信が
行われることで機
密性の高い情報を
安全にやりとりで
きます。

メールウイルス除去サービス

今なら初期設定費用無料キャンペーン実施中！
アイルのサービスにご契約されたお客さまで、別途、メールウィルス除去をお申し
込みされた場合、初期設定費用が無料です。ぜひこの機会に！

i-01、i-02、カスタム（ iクラスタ ) プラン

i-03、i-04プラン

効率よく集客を計る！Yahoo!JAPAN、Googleに上位表示！

※ i-05は標準装備

セミナー
随時開催中

のご案内



オススメ情報

キャッシュバックが支払われる

※バナーはアイル提
　供のものを使用

※バナー以外でも、
　アイル提供のテキ
　ストリンクでも
　同様

紹介文を添えて、バナーに説得力を
バナーの近くに「カタログ作成から受注管理まで可能なストア構築ツール、SSL、データベース機
能まで提供のアイル。ネットショップ運営はアイルで決まり！」のような文章があれば、ネット
ショップに興味がある方があなたのサイトを訪れたとき、クリック率が大幅にアップします。

アイルご利用のお客さまにおトクな情報

副収入でちょっとリッチに・・・

最近、よく耳にする「ネットで副収入」「バナー広
告収入」。アイルでなら簡単・安全にご利用いただ
けます。「紹介制度」「アフィリエイト」の二大制
度。ご希望のシステムに今すぐエントリー！

紹介制度

アフィリエイト

周囲にホスティングをご検討中の方はいらっしゃいませんか？そんな時は、
ぜひアイルのサービスをご紹介ください。ご契約成立となりましたら、ご
紹介者様に最大¥50,000のキャッシュバック！

アイルの「アフィリエイトプログラム」に登録して弊社サービスを紹
介してみませんか？アイルでは従来のバナー広告で副収入を得るタイ
プに加え、別にバナーを貼らなくてもできる「フランチャイズオー
ナープログラム」を新たにご用意いたしました。

http:/ /home.isle.ne.jp/program/aff i l iate/

¥50,000キャッシュバック

ご紹介プラン キャッシュバック金額

ポインタライト

ポインタ

i-01

i-02

i-03

i-04

i-05

￥1,000
￥1,000
￥2,000
￥3,000

￥5,000
￥7,000
￥10,000
￥3,000

カスタム（専用サーバー）

カスタム（iクラスタ）

カスタムプラン以外の
専用サーバー 各プラン

￥30,000

￥50,000
ご紹介プラン 
　= ご紹介先のお客さまがご契約されたプラン

キャッシュバック金額 　
　= ご紹介元のお客さまに支払われる金額

■キャッシュバック金額一覧

ご成約プラン キャッシュバック金額

ポインタライト

ポインタ

i-01

i-02

i-04

i-05￥1,000
￥1,000
￥2,000
￥3,000

i-03 ￥5,000

￥7,000
￥10,000
￥3,000

カスタム（専用サーバー）

カスタム（iクラスタ）

カスタムプラン以外の
専用サーバー 各プラン

￥30,000

￥50,000

■キャッシュバック金額一覧

紹介事例

こんなときには紹介制度！募集中

ホームページを立ち上げたい！
アイルのサポートは、電話・メール・FAX・チャットにいたるまですべて無料！
初心者の方へも安心してお薦めいただけます。( ※i-01除く )

オリジナルのドメインが欲しい
アイルはのドメインポインタなら月額819円※で独自ドメイ
ンにデビュー！お気軽にお勧めいただけます。

ネットでお店をやりたい！
アイルは、高機能ショップ構築ツール「SHOP-Maker」を中心
に、ショップ運営の必須機能をご用意。クレジットカード決済
機能やショップサイト開設後の支援サービスもアイルなら充実！
ビジネスパーソンへ、自信を持ってお勧めいただけます。

Introduction 
system

Affi l iate

最大で

¥50,000キャッシュバック
最大で

バナー広告で副収入を得る

宣伝サイトで副収入を得る～フランチャイズオーナープログラム

あなたのホームページ

あなたのホームページあなたのホームページ

アイルのホームページ

クリック！
アイルのサー

ビスを

申し込む！

サイト訪問者サイト訪問者

手間をかけない コストは最小限

つのキャッシュバック制度2はじめよう！

※別途設定料・ドメイン費用が必要になります。

さらにおトクになった「紹介制度」が登場予定！

「紹介元」のみのキャッシュバックではなく、「紹介先」の方にもキャッシュバック
を実現！双方にキャッシュバックされるから、メリットも2倍！よりお得な制度にパ
ワーアップします！詳細はアイル ホームページにて。

URL http:/ /home.isle.ne.jp/partner/ introduce/

URL

New!

バナー広告で稼ぐコツ

作成したホームページにアイル
の紹介欄をもうけ、リンクの飛
び先をアイルに設定する。

飛び先ページからアイルのサービスの
申し込みがあればキャッシュバックが
支払われる。

ア
イ
ル
で
ご
用
意
し
た
「
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
サ
イ
ト
ビ
ル
ダ
ー
」
で

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
す
る
。

簡単
作成

ホームページを
お持ちでない方

バナー
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ウェブサイトのビジネス利用に必須のセキュリティー機能

ウイルス感染を未然に防ぐ

人気総合グループウェアを簡単導入

社内での情報共有、スケジュール
確認など多彩な機能に加えて操作
性でも大人気のサイボウズ  Office 
6 for ASPをアイルなら低価格で
簡単導入可能です。

月額 5,775円
初期設定費用 10,500円

お客さまサーバー専用のファイアウォールサーバーを

面倒な作業をアウトソース

専用型ファイアウォール

通常、お客さま側で行なうセキュ
リティアップデート等のパッチ
インストール作業をアイルが代
行して行います。これで、セキュ
リティー状態を維持できます

月額利用料金 34,650円
初期設定費用 39,900円

月額利用料金 1,050円（1ドメイン名）
初期設定費用 10,500円

年額利用料金 29,925円（1ドメイン名）
初期設定費用 無料

月額利用料金 4,900円
初期設定費用 10,000円

ウイルス感染を未然に防ぐ 情報漏洩を未然に防ぐ

・・・i-01 ・・・i-03 ・・・i-05
・・・i-04・・・i-02

共用SSL (アイル認証)
「共用 SSL (アイル認証) 」は、
サーバーへのアクセスを暗号化
することで安全な情報のやり取
りを実現するセキュリティー機
能です。

料金
年額利用料金　¥29,925
i-05では標準装備！

525円 ／ 月額
i-03～05では標準装備！

メールウイルス除去サービス

アイルでは最先端のウイルス除去
テクノロジーを採用。受信メール
のウイルスをサーバー側でシャッ
トアウト。

,クラスタ

月額1,050円(　      　) / 月額2,100円（　　　　）
i-05では標準装備！
初期設定費用…今なら無料！（通常3,150円）　

データのバックアップが欲しい

データ復旧サービス
万一のデータ消失の際にお客さま
のデータを依頼ベースでアイルの
専任スタッフが復旧するサービス
です。

訪問者のアクセス動向が知りたい

アクセス解析ツール（Urchin）

サイトへのアクセス状況や訪問
者の閲覧経路などを優れた操作
性でグラフィカルに表示します。

月額525円
i-05、i-04では標準装備！
初期設定費用…今なら無料！（通常3,150円）　

今の容量では物足りない・・・

50MBにつき月額525円

21,000円 ／ 回

ディスクスペース追加
標準のディスクスペースでは
足りない場合、追加スペース
をお申し込みいただけます。

今のアカウント数では物足りない…

アカウント1つにつき月額315円

POPメールアカウント追加
標準のPOPメールアカ
ウント数では足りない場
合、メールアカウント数
を追加できます。

FTPアカウントを追加したい

アウント1つにつき月額525円

サイト管理者
FTP のユーザーアカウントを
追加できます。

http://home.isle.ne.jp/service/iclusta/function/

万が一の時に備えてお客さまの
大切なデータを安全にバック
アップし、失われてしまうこと
を防ぎます。

万が一に備えて

バックアップ
万が一の時に備えてお客さまの
大切なデータを安全にバック
アップし、失われてしまうことを
防ぎます。

月額利用料金 2,100円
初期設定費用 10,500円 / 1GB

月額利用料金 3,150円（2ポート）
初期設定費用 無料

アクセス解析ツール（Urchin）

高機能アクセス解析ツール
「Urchin」でWEBマーケティン
グの効果測定に役立てることが
可能です。

月額利用料金 17,800円
初期設定費用 14,800円

サイト訪問者を分析！マーケティングツールに最適 スペックアップに

メモリ増設
手軽にマシンスペックをアップ
することにより快適なサーバー
環境をご利用いただけます。

月額利用料金 1,050円
初期設定費用 21,000円

※左記金額は512MBから
1GBに増設時の価格

独自SSL(日本ジオトラスト)

インターネット上のやり取りを
暗号化し、プライバシーに関わる
情報やクレジットカード番号・
企業秘密などを盗み見されるこ
とを防ぎます。

さらに使いやすく便利に！iクラスタのオプション
サービスで今あるサイトをさらに強力運営！　

セキュリティー重視で運用したい

独自SSL(日本ジオトラスト)

インターネット上のやり取り
を暗号化し、プライバシーに
関わる情報やクレジットカー
ド番号・企業秘密などを盗み
見されることを防ぎます。

料金
月額利用料金 19,800円
初期設定費用 10,000円　

手軽にセキュリティー強化

共用型ファイアウォール
複数のお客さまが一台のファ
イアーウォールサーバーを共
有して、ご利用いただくことで、
専用型よりお安くご提供でき
るようになりました。

料金

共用サーバの容量を超えてしまったウェブサイト、高負荷なプログラムを必要とするウェブサイ
トを持っているが専用サーバーを運用する複雑な作業が面倒だという方には最適のサービスです。

2ヵ月無料お試し期間中！

2ヵ月分
月額利用料金

お客さまのサーバー毎に専用の
ファイアウォールサーバー 1台
をご提供いたします。これにより、
より強固なセキュリティ対策が
可能になります。

Option of iCLUSTA&PrivateServer In ISLE

セキュリティー機能

指定のポートで応答を監視

ポートチェッカー
選択した 2 ポートを 24 時間
365 日監視し、サーバー異常や
応答なし等障害が発生した際、お
客さまに即連絡します。

オンラインショッピングのオーダーページ

お問合せや資料請求等の個人情報入力
フォームのあるページ

サイト運営側として、お客さま情報保護のため、ＳＳＬなど
の情報保護を目的とした対策をとっておく必要があります。

こんなウェブサイトにはSSLが必要
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