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Nov.12

Take a break

Take a

Nov.12

Nov.12

Nov.12

Nov.12

アイルの最新情報がいっぱい!

Nov.12

ちょっと
休憩・・・

break

あなたもこれで

プチセレブ

いよいよ今年も終わり。何かと忙しくなる
この時期こそ、オフの時間は豪華にホテル
ライフを楽しんでみてはいかがですか！？
■

お洒 落

で

豪華

な時間を過ごすなら・・・

旅行に行きたいけどそんな時間はない…。そんなときちょっとし
た旅行気分を味わえるのが「ホテル」。日頃の殺風景な空間とは裏
腹に、特に外資系ホテルの御三家と呼
ばれるパークハイアット、ウェスティン、フォーシーズンズなどは、
その豪華でお洒落なサービスで、ちょっとしたセレブ感が味わえそう。
なかでもパークハイアットは、欧米の映画撮影でも使用されるほどで、
その芸術性溢れる空間は、まるで誰かの邸宅に招かれたような心地良
さ。最高級のホテルで、すばらしい時間を堪能してみませんか？
高層ビル群の中にそびえ立つパークハイアット東京。最上階には有名なレストランガ
イド「ザガットサーベイ」で4年連続1位の人気レストラン「ニューヨークグリル」があります。

■

伝統

と

美

に彩られた緩 や か な 時 間 を 過 ご す な ら ・ ・ ・

伝統と格式高いホテルオークラ。
客室だけでなく、茶室やフィット
ネスクラブもあります。

日本の伝統と静けさを演出しているのが日本のホテル御三家と呼ばれる、
ニューオータニ、帝国ホテル、ホテルオークラ。1890年に開業し、既
に1世紀以上の時を経て、なおその高品質なサービスを維持しているのが
帝国ホテル。来年で115年目を迎える帝国ホテルでは、"115"をキー
ワードにした様々なイベントが行われています。また12月26日(日)まで
の期間は、メインエントランスから帝国ホテルプラザまで、華やかなイ
ルミネーションが輝き、約6メートルのツリーがお出迎え。年末年始も
ゆっくりとした時間を過ごせるための演出が盛りだくさん。年の締めく
くりに、思いっきり「日本」を堪能してみるのもいいですね。

あいる日和 ❊
アフターファイブのアイル

アイルのミーティングスペースには、キャンディや昔なが
らの駄菓子などが、このようにさりげなく置かれています。
そこには幼い頃に口にしたなつかしい味がいっぱい。議論し
ているとノドも痛くなるし、会議自体が長くなってしまうと
小腹も空きますしね。
そんなときは、こういったちょっとした甘味はオススメです。

オススメ情報

ご紹介制度でキャッシュバック
サイト運営テクニック

本書「i-News」定期購読のご案内

サイトへの集客をアップしよう！

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。
Eメールアドレス

専用サーバー情報

カスタムプランが新登場！

inews@isle.ne.jp

ありがとう！

※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。

アイル カ ス タ マ ー サ ー ビ ス セ ン タ ー
受付電話

03-6415-6111

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
営業時間

月〜金（10〜18時

ペーン
プレゼントキャン
企画1 ¥10,000
賞
ジ大
ペー
企画2 iSLEホーム

・その他のお問い合わせ

・サービスについてのお問い合わせ

URL

http://isle.jp/

上記ページ右側
クリックしてください。

祝日・年 末 年 始を除く）

を

詳しくはP5

オススメ情報

ユーザー
特典

アイルに紹介してみんなおトク！

ご紹介
制度
$

￥10,000

最大で
バック
キャッシュ

アイル ご紹介制度とは
ご紹介いただいた方がアイルのサービスに申し込まれた場
合、ご紹介元のお客さまに一部料金がキャッシュバックさ
れるシステムです。
知人や友人をアイルに紹介してください。
・ご紹介先のドメインが設定完了された日の翌々月25日に、ご紹介元のご指定の口座までキャッシュバックいたします。
・ご紹介元およびご紹介先のお客さまが、キャッシュバック完了日までに解約されていないことが必須条件となります。

詳細URL

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

キャッシュバック金額一覧
ご紹介プラン※

ネットでお店をやりたい

ホームページを立ち上げたい
ホームページをたちあげたんだけど、どういう

「インターネットショップを開き

風に運用していいかわからない・・・。

たいんだけ何をしていいかわから
ない」「ショップ開設に必要な

ちなみにアイルは

質の高さを証明しています。また、アイルのお客さまだけのキャン
ペーン等おトクなサービスを受けられます。

ショップ開設から決済機能までトータルサ

募集中

オリジナルのドメインが欲しい
サイトを立ち上げたなら、やっぱりオリジナ

周りにこんな方いらっしゃいませ
んか？ぜひ、ご紹介ください！

ルのドメインがほしい！

ポインタ

￥1,000

M100

￥2,000

M300

￥5,000

ライト

￥3,000

セレクト

￥5,000

プラス

￥7,000

エクスパート

￥7,000

ウルトラ

ちなみにアイルは

comドメインや汎用jpドメインなどのド

○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

紹介制度の裏技 ！ もっとおトクに紹介制度を利用
ダブル

今なら他のキャンペーンとあわせてご応募いただくと、ご紹介元のお客さまも、
ご紹介先のお客さまもこんなにおトクです。

まずは
応募！

トリプルでおトク！？
「iSLE ホームページ大賞」にご自慢のホームページを
応募してみましょう！『i-Mac G5』『i-Pod mini』な
どの豪華賞品が当たるかも！？

ご 紹 介 元 の お 客 さ ま の 場 合 （ウルトラプランをご紹介いただいた場合）

ご 紹 介 先 の お 客 さ ま の 場 合 （ウルトラプランをご紹介いただいた場合）

「￥10,000プレゼントキャンペーン」を利用！

「乗り換えキャンペーン」＆「￥10,000プレゼントキャンペーン」を利用！

ご紹介制度キャッシュバック分

¥10,000

+

￥10,000プレゼントキャンペーン

乗り換えキャンペーン

¥10,000

¥9,000

※各キャンペーンの詳細はウェブサイトでもご覧になれます。

￥10,000

○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

メイン取得が行えます。

1

￥1,000

ちなみにアイルは

ポート！開設後の運営・管理、集客までも効
果的に実現します。

こんな方

！

ポインタライト

ツールって何？」

国内最大級となる40,000ユーザーの利用実績を達成。サービスの品

は
ルで
アイ

キャッシュバック金額

+

￥10,000プレゼントキャンペーン

¥10,000

http://isle.jp/

2

サイト運営テクニック

営
運
ト
イ
サ

今 回 の テ ー マ「 集 客 」

ク
ッ
ニ
テク

サイ

お悩み
ト運営で

其ノ1

「サイトを開設したものの
いまいちユーザーの集客率
が悪い」…。そんな悩みか
かえていませんか？

！
の方 必見

集客

キーワード

どんなにオシャレなホームページを作っても、どんなにお金のかかった工夫が施されてい
ても、「集客」しなければ意味がありません。そのキーワードはズバリ「検索エンジン対
策」と「効果的なメール配信」です。

1

検索エンジン対策
対象：アイルヴァーチャルサーバご利用のお客さま

利用するサービス

詳 細 ：https://home.isle.ne.jp/service/site_support/speed_mail/

利用するサービス

「検索エンジン一括登録サービス」を利用
アイルでは、Yahoo!やGoogleなど
そ
の国内主要検索エンジンをはじめ、

登録代行できる検索エンジン

の他国内有力検索エンジンにホーム
ページを代行登録いたします。
登録料 ￥10,479（税込）
詳細URL

2

効果的なメール配信

「スピードメール」を利用
見込み客を効果的に取り込むために、
また既存のお客さまに継続
してサービスをご利用いただくためにも、
メールでのコンタクト
は不可欠です。
ただ、
配信数が何百何千となると、
配信するのも困
難。
そんなとき効果的なサービスが
「スピードメール」
です。

その他大手検索エンジンに登録可能

https://home.isle.ne.jp/service/site_support/fanside/

集客のための

1

時間を指定して一斉配信が行えるので、
好きなタイミングで配信すること
ができます。
また、
「住所」
「性別」
「年齢」
等で絞込んだ配信も可能で、
より効
果的な集客が見込めます。

「アドワーズ広告」を活用

2

今Googleの検索結果ページに
広告を掲載する「アドワーズ広
告」という新しい広告手法が注
目を集めています。通常の検索

3

結果とは別枠のユーザ−の目を
引くところに、低コストで広告
を打ち出すことが可能です！

赤枠内に広告が掲載されます。
掲載順位はクリック率×キーワード落
札価格で決まります。

「アクセスアップキャンペーン」

アドワーズ広告やるなら

¥5,000分無料デジタルクーポン券をプレゼント
詳細URL

3

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

活用事例

ショップのキャンペーンを効果的なタイミングで告知し集客を図りたい！

携帯電話に向けてメールを一斉配信したい！
PC、
携帯３キャリア
（i-mode,vodafone,au）
すべてに対応しています。
これにより、
より身近なところへのメール配信が可能となります。

マーケティングツールとしても最適！

プラン名

クリック率や配信率はもちろんのこと誰が、
いつ、
どの URL をクリックし
たか等、
詳細なデータの収集が可能です。

最大契約アドレス数

月額料金（税込）

3,000

0〜3,000

¥2,100

5,000

3,000〜5,000

¥3,150

7,000

5,000〜7,000

¥4,200

10,000

7,000〜10,000

¥5,250

初期費用
通常

10,500円（税込）
今なら半額
5,250円（税込）

4

キャンペーン情報

［

キャンペーン期間

9

30

月

12 24

まで 金

http://home.isle.ne.jp/news/campaign/thanks.html

感謝の気持ちをこめて2大企画企画を実施 ］
国内最大級となる 40,000 ユーザーの利用実績をついに達成！
これを記念して、「¥10,000プレゼントキャン
ペーン」と「iSLE

ホームページ大賞」の２

大企画を実施いたします！

Since 1993

ありがとう！

Thank you!!

企画

Let's Entry!

¥10,000

ホームページ大賞

当たる！

プレゼントキャンペーン
アンケートに答えて¥10,000をもらおう！
アイルのお客さまを対象に、アンケートに答えていただいた方の
中から抽選で毎月30名様に、¥10,000をプレゼント！
なお、期間内に新規でサービスのご利用を開始されたお客さまも
応募可能です（※）。
どしどしご参加ください。
※12月24日18:00までに、新規でお申し込みかつご入金をしていただ
いたお客さまが応募可能となります。

90名

x

ご自慢のホームページを募集！
みなさんご自慢のホームページを広
く募集します！
独自のアイデアでオリジナリティ
溢れるホームページをお持ちの方、

既に弊社サービスをご利用中のお客さま
もしくは、下記応募期間中に、新規でサービスをご
利用を開始、かつご入金をしていただいたお客さま

応募方法

下記弊社サイトの所定のお申し込みフォームから応募

応募期間

5

2004 年 9 月 30 日〜2004 年 12 月 24 日 18：00 まで

iMac G5

1

いやすさやシンプルさを追求したも
のなど何でも結構です。
受賞された方には豪華景品をプレゼント！

デザイン賞
iPod mini

名

アイデア賞
※

人気ソフト

1名

￥10,000プレゼントキャンペーン

応募資格

大賞

デザインや機能にこだわったり、使

1名
応募概要

たる！
iM ac G 5 が 当

iSLE

様に
総数90名

審査員奨励賞
商品券¥3,000

※選べるソフトは下記の
Web サイトをご覧ください。

応募概要

3名

i S LE ホ ー ム ペ ー ジ 大 賞

応募資格

アイルをご利用中のお客さま以外も応募可能

応募方法

下記弊社サイトの所定のお申し込みフォームから応募

応募期間

2004 年 9 月 30 日〜2004 年 12 月 24 日 18：00 まで

詳細・お申し込みは下記 URL で！

詳細・お申し込みは下記 URL で！

http://home.isle.ne.jp/news/campaign/thanks.html

http://home.isle.ne.jp/news/campaign/thanks.html

専用サーバー情報

専用サーバをユーザー仕様に完全カスタマイズ
共用サーバーご利用のお客さまに朗報
専用サーバー導入がより身近になりました。

新登場
使いやすく低価格な専用サーバーを導入したい

1

簡単に操作できるサーバ管理画面 （Plesk）
親しみやすいサーバー管理インターフェース
Windows にも似たグラフィカルなインターフェースによ
り、簡単にサーバー設定が可能なため、専用サーバがはじ
めて、という方でも大変なじみやすくなっています。

3 圧倒的な自由度
充実のサーバー容量

ディスク容量が80GBか80GBx2(RAID)から選べます。
PLESKやＵｒｃｈｉｎ5を使いたいだけなのに、
ハードウェアのスペッ

クやＯＳの選択が縛られてしまう、
といったストレスはありません。

※PleskはOptionサービスになります。

お客さま独自のカスタマイズが可能です
コスト重視のシンプルな構成から、信頼性を重視した構成、
サーバ管理者の負担を減らすことにコストをかける構成と、イ
メージをそのまま形にできる、専用サーバーホスティングのい
ままでにないスタイルです。また、今人気のブログなどのソフ
トウェアもインストールできます。

4 リーズナブルなサービス価格
ログインすればすぐに各種管理機能が使えます。

2 複数サイト

が運用可能

専用サーバーでは複数サイトを１つのサーバーでご利用される
ことが可能です。
複数のショップ運営をされている方や、用途に合わせて別々の
ホームページを持つような方には有効です。

【参考例１ サーバー管理画面(Plesk)利用型】 【参考例2 Windows仕様】
CPU
メモリ
ディスク容量
OS

例えば、複数のサイトを

バーにまとめて収容すれ
ば、管理および料金コス

アイルのカスタムプランなら、必要ない部分のコストを削減するこ
とができ、また逆に、充実したい機能に最高のパーツを組み合わせ
ることができるため、とても合理的な価格を実現できます。

複数サイトの運営者にはカスタムプランで

別々のサーバーで運営し
ていたものを、専用サー

比べてわかる、アイル専用サーバーならではのサービス価格

.jp

.info

.com .net

トの圧縮が可能です。

サーバー
管理ツール
サーバー
管理代行作業

Pentium 4 2.8GHz

CPU

512MB

メモリ
ディスク容量

80GB

OS

Red Hat 9

サーバー
管理ツール

Plesk
24時間サーバ監視

サーバー
管理代行作業

Pentium 4 2.8GHz
512MB
80GB
Windows2003
ー
24時間サーバ監視

初期設定：69,800円

初期設定：69,800円

月額料金：26,900円

月額料金：34,700円

まずは、お問い合わせください
複数サイト運営
7

カスタムプランに関するご質問窓口

TEL： 03-6415-6160
Mail： newentry@isle.ne.jp

URL

http://private.isle.jp

追加・増設オプション

追加・増設オプション

※表示価格はすべて税込です

Option of Vertual Server&PrivateServer In ISLE
セキュリティ機能

ヴァーチャルサーバ

各記号の対象プラン

P

…プラスプラン

さらに使いやすく便利に！ヴァーチャルサーバのオプ

L

…ライトプラン

E

…エキスパートプラン

ションサービスで今あるサイトをさらに強力運営！

S

…セレクトプラン

U

…ウルトラプラン

追加・増設

便利機能

プライベートサーバ

vertual server Private server
ウイルス感染を未然に防ぐ

L

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。
料金

E ）

[ 通常 ]

¥8,400

ルの専任スタッフが復旧する
サービスです。

料金

S

P

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
初期設定料 10,500円

NEW

料金

¥21,000 ／ 回

訪問者のアクセス動向が知りたい

E

L

S

P

E

ウイルス感染を未然に防ぐ

ウイルスチェック

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

端の技術によりウイルス感染
メールの侵入を防ぎます。

月額 1,050円（1ドメイン）
初期設定料 10,500円

料金

指定のポートで応答を監視

バックアップ

ポートチェッカー

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

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

性でグラフィカルに表示します。

アップし、失われてしまうこと
を防ぎます。

なし等障害が発生した際、お客
さまに即連絡します。

月額 525円
ウルトラプランでは標準装備！
初期設定料…今なら無料！（通常3,150円）

S

P

料金

E

月額利用料 2,100円
初期設定料 10,500円 / 1GB

高機能なアクセス解析

料金

月額利用料 3,150円（2ポート）
初期設定料 無料

オンラインショッピングの必須アイテム

アクセス解析ツール（Urchin）

ディスクスペース追加

クレジットカード決済サービス

高機能アクセス解析ツール
「Urchin」でWEBマーケティン

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。

WEB上での決済業務と、決済さ
れた売上の回収代行サービスを
提供。ショッピングサイトの業
務の効率化が図れます。

グの効果測定に役立てることが
可能です。

やデータ分析を簡単に行えます。

¥21,000 ／ 回

料金

20MBにつき月額525円

FTPアカウントを追加したい

POPメールアカウント追加

料金

月額利用料 17,800 円
初期設定料 14,800円

複数のドメイン運用を手軽に実現

標準のPOPメールアカ

FTP のユーザーアカウントを

ウント数では足りない場
合、メールアカウント数

追加できます。

アカウント1つにつき月額315円

料金

アウント1つにつき月額525円

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

料金

月額利用料 4,000円
初期設定料 無料

スペックアップに

DNS設定

FTP追加アカウント

メモリ増設

複数のドメインを同じサーバー
に「仮想サイト」として設定し、
WEBやメールといったサービス
をドメインごとにご提供します。

を追加できます。

詳細は

サイト運営側として、お客様情報保護のため、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。

ウイルスメールに頭を悩ませて
ませんか？アイルでは世界最先

万が一に備えて

積されるデータを、メール配信

今のアカウント数では物足りない…

料金

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

今の容量では物足りない・・・

資料請求などのウェブフォーム
作成からデータベース構築まで、
低コストで提供します。自動蓄

FORM

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

月額利用料 34,650円
初期設定料 39,900円

NEW キャンペーン

Surame Commander

オンラインショッピングのオーダー
ページ

SHOP

策が可能になります。

アクセス解析ツール（Urchin）

料金

こんなウェブサイトには SSLが必要

専用型ファイアウォール

ご希望の場合、アイルにてSSL
設定代行を行うサービスです。

L

年額利用料 29,925円
初期設定料 無料

お客さまサーバー専用のファイアウォールサーバーを

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

低価格でデータベースを運用したい L S P E

料金

料金

データ復旧サービス

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

NEW キャンペーン

ることを防ぎます。

詳細・お申し込みURL

for
ASP

料金

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

初期設定料 無料

お客さまが他社（日本ジオトラ
スト社以外）の独自SSL取得を

人気総合グループウェアを簡単導入

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

[ キャンペーン特価 ]

データのバックアップが欲しい

¥21,000 ／ 回

独自SSL (日本ジオトラスト)

ウイルス除去サービスの初期設定料が今なら無料！

独自SSL（設定代行）

NEW キャンペーン

信頼のSSL

E

http://home.isle.ne.jp/service/virus/

セキュリティ重視で運用したい

料金

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。

初期設定料無料キャンペーンÎ

ウイルス除去サービス

月額1,890円( L S ) / 月額3,150円（ P
ウルトラプランでは標準装備！
初期設定料…今なら無料！（通常8,400円）

P

S

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

料金

月額利用料 無料
初期設定料 3,150円

詳細は

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。

料金

http://private.isle.jp/service/service.html

月額利用料 1,050円
初期設定料 21,000円

※左記金額は512MBから
1GBに増設時の価格

