
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）

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

上記ページ右側　　　　　　　　を
クリックしてください。

やっぱ冬は温泉でしょう！やっぱ冬は温泉でしょう！

■  個室露天風呂で最高のひとときを・・・

■  自分だけの秘湯探し

受付電話　03-6415-6111 URL  http://isle.jp/
・サービスについてのお問い合わせ ・その他のお問い合わせ

日本人ならやっぱり温泉。日頃の疲れやストレ
スを癒しに、温泉に出かけてみませんか？

強羅花壇では、美肌効果の高い強羅温泉でゆっくりした後、さまざまなトリートメン
トやマッサージを受けられます（別料金）。

楽遊壽林自然館は木造りの露天
風呂は､傾斜を利用したユニーク
な作りになっています。

　温泉の街「箱根」には、高級旅館ばかりではありません。大小様々
な温泉が多数軒を連ねています。そんな中、高級旅館とはひと味違った
雰囲気で、その景観の美しさから、温泉マニアの間で密かな人気になっ
ているのが「楽遊壽林自然館」。箱根湯本を過ぎ、曲がりくねった峠道
を登ったところにひっそりとたたずむこの温泉は、まさに秘湯。美しい自
然と空気に包まれながらの温泉は格別です。貸し切り露天風呂や軽食の
とれる休憩所もあり、関東近辺からの日帰り温泉には最高です。混まな
いようとの配慮から、客数を1日100組に限定しているので、是非行っ
てみたいという人は予約してから行くのがベターかも。

　うちの会社、やはり IT 企業ということもあっ
てか、携帯電話には敏感。様々な種類の携帯電
話が社内のあちらこちらに。そんな中、今もっ
ぱら話題の中心になっているのが「花が咲く携
帯電話」。環境保全のために開発されたとか。
花屋に携帯が並ぶ日も近い！？なんてね。

inews@isle.ne.jpEメールアドレス

In 箱根特
集

　大きな露天風呂に、家族や友人などと入るのもいい
けれど、たまの休みの日くらいは、ゆっくりと個室の露
天風呂に入りたいもの。
誰に気兼ねすることな
く、自分だけの空間で、

自分だけの温泉に入ることほど、贅沢な時間の過ごし方はありま
せんよね。箱根の強羅にある高級旅館「強羅花壇」は、そんな
あなたの願いをきっと叶えてくれるはず。箱根湯本から箱根登山
鉄道に乗りかえ強羅駅まで約 40 分。

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。

Take a break



ログインすればすぐに各種管理機能が使えます。

共用サーバーからの共用サーバーからの
プランUPにもオススメです！プランUPにもオススメです！
共用サーバーからの
プランUPにもお薦めです！

こ

こがすごい 面倒で、専門知識の必要な
セキュリティーアップデートを完全自動化！

完全
自動化

専用サーバーと共用サーバーを比較した時に最
も違う点はディスク容量です。その大容量の専
用サーバーを利用するためには、サーバー自体
のセキュリティーを常に最新の状態にしておくた
めに面倒な作業が発生していました。
しかし、このたびリリースした「セキュリティーアッ
プデート」オプションを利用することにより、そ
の面倒な作業をアイルにアウトソースすることが
できます。これにより、今まで技術的に敷居の
高かった専用サーバーを気軽にご利用いただく
ことが可能になりました。

こ

こがすごい サーバー管理ツールと組み合わせて
さらに簡単に、分かりやすく！

簡単
便利

「セキュリティーアップデート」オプ
ションとサーバー管理ツール
「Plesk」（コントロールパネル）を
併用することで、さらに簡単に専用
サーバーを利用いただけます。
共用サーバーで提供している
「WebManager」の機能はほとん
ど網羅されていますので、”共用サー
バーではできたけど、専用サーバー
になったらできなくなった”などと
いうことはほとんどありません。

カスタムプラン

Basic タイプ ハードディスク 80GB

サーバー管理作業不要

複数ドメイン収容可能

Plesk 搭載

・初期設定費用 :  ¥69 ,800   ・月額利用料金 ： ￥31,800

80GBの大容量、複数ドメイン収容可能、面倒なサーバー管理作業をアイルが
代行。この3つが大きなメリットのBasicタイプ。簡単にサーバー管理が行え
るツールである「Plesk」が搭載されていますので、今まで共用サーバーをご利
用されていた方、初めて専用サーバーをご利用いただく方にも最適です。

プラン仕様
わずかな油断が
大損失を招く！

自分にあった
サーバーが作れる！
こんな専用サーバーを
待っていた！

最もシンプルでお手軽な組み合わせのプランは

http://private.isle.jp/service/option/option_update.html詳細 URL

標準サービス ※無料 オプション ※利用開始後お申し込み可能

イチオシ情報

26,900円

月額利用料金

30ドメイン
ご利用ドメイン数

約897円

1ドメインあたり

÷ =

プライベートサーバーシリーズ

簡単・便利な 専用サーバー登場 !

CPU
Pent ium4 

2.8GHz

サーバー管理ツール

Plesk 
( 30ドメイン対応 )

サーバー管理代行作業
24時間

サーバー監視

メモリ

512MB

ディスク容量

80GB

OS

Red Hat 9

無料お試し期間中オプション

セキュリティーアップデート

root権限／ 依頼ベースのリブート／ＯＳ再イン
ストール／サーバー変更／30日間返金保証／
72時間以内設定／24時間サーバー監視／カ
スタマーサポート／強固なデータセンター

ウイルスチェック／独自ＳＳＬ発行／ポート監
視／バックアップ／メモリ増設／アクセス解析
ツール／クレジット決済／ＤＮＳ設定／

1ドメインあたりわずか約 900 円で運用可能

Plesk を利用して、30 個のドメインを運用した場合・・・

専用サーバーには複数のドメインを収容することができるため、一つのドメインで利用するディスク
容量に掛かる費用を圧縮することができます。

■複数ドメインを一括管理でコスト削減

従来の場合

休日中にセキュリティーホールを
攻撃された！

セキュリティー情報の
チェックを忘れていた…

まずは、お問い合わせください

カスタムプランに関するお問い合わせ先

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

URL  http://private.isle.jp

初期設定料 → 無　料　　月額利用料 → 今なら2か月分無料

さ
ら
に

「セキュリティーアップデート」
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カスタムプランに新機能が登場



デモサイト 稼働中！ 下記サイトからリンクされてます［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

サイト運営テクニック

サイトナビは、お客さまの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から該当するページを表示します。商品
数・情報量の多いホームページには、必須の機能です。

サイト内検索「サイトナビ」を利用
「Urchin」の分析レポートは、Web マーケティングに必要な、
誰が、いつ、どこを閲覧したかなどの、訪問者のサイト内での
動向を調査できるツールです。

「Urchin」を利用

現在の日付範囲中での 1日あたりの合計の
ユニーク訪問者を表示。自分のホームペー
ジがどういうタイミングで閲覧されているの
かが分析できます。

どのサイトからアクセスしてきて、どういう
経路でサイト内のページを閲覧したかが一
目でわかります。サイトのリニューアルに役
立ちます。

訪問者数が多いページをランキングしてい
ます。他にも「ダウンロードの多いページ」
「ページ検索条件一覧」など、様々な条件
での抽出が可能です。

ホーム　製品情報　ショッピング　会社情報　お問合せ 検索

ショップ

パソコン検 索

分析

・高機能で的確な結果
　表示
・「ずばリンク」で一発
　表示

・検索キーワードランキング
・クリック率調査

ナビゲート強化

マーケティングに役立ちます。

ホームページを開設した！
日々の集客も順調に伸びて
いる！でも、なぜか売上が
伸びない・・・、そんなお
悩みかかえていませんか？

サイト運営で
お悩みの方 

必見！
キーワード

利用するサービス

どんなに素晴らしい商品やサービスを提供していても、そのことを伝えるページに訪問者を
「到達」させ「解析」する必要があります。対面商売ではないので、実店舗で商売をする
以上に、「マーケティング」の重要性が求められます。

マーケティングマーケティング

集客後のホームページ内での

ナビゲート強化1
利用するサービス

サイト訪問者の閲覧動向調査

アクセス解析2http://home.isle.ne.jp/service/site_support/site_navi/詳細 URL http://home.isle.ne.jp/news/campaign/campaign_urchin.html詳細 URL

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

「Urchin」分析レポートの一例
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1日あたりの訪問者数

閲覧経路

人気のあるページ



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

オススメ情報

バナー広告で稼ぐ コツ
一歩先行くアフィリエイト

紹介文を添えて、バナーに説得力を
バナーのクリック率はちょっとした工夫で変動します。
たとえば、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。

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！

テキスト活用例

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！

http: / /home. is le.ne. jp/partner/ introduce/詳細 URL

あなたのホームページ上にアイルのバナー広告をご掲載ください。バ
ナー広告経由でお申し込みのお客さまがご成約された場合、あなたに
最大 ¥50,000 のキャッシュバックが発生いたします。

http: / /home. is le.ne. jp/partner/aff i l iate/詳細 URL

¥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

M100

M300

￥1,000
￥1,000
￥2,000
￥5,000

セレクト

ライト

プラス

エキスパート

ウルトラ

￥3,000
￥5,000
￥7,000
￥7,000
￥10,000

カスタム（専用サーバー）

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

M100

M300

￥1,000
￥2,000
￥5,000

セレクト

ライト

プラス・エキスパート

ウルトラ

￥3,000

￥5,000
￥7,000
￥10,000

カスタム（専用サーバー）

カスタムプラン以外の
専用サーバー 各プラン

￥30,000

￥50,000

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。

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「storemanager」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。

最大で

¥50,000 キャッシュバック
最大で

【アフィリエイトの仕組み】

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

■キャッシュバック金額一覧

実践！

手間をかけず コストも最小限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。

バナー
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