
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

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
花より団子。     “花よりお茶”!?花より団子。     “花よりお茶”!?

■  コンビニは“お茶”戦争真っ只中!?

■  コーヒーから日本茶へ。日本茶カフェが続々登場！

あいる日和

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

健康志向やカフェブームのなか、
新しい日本茶の時代の到来・・・かも。

　どんな食事にもぴったり合うといえばやはりお茶。平
日のランチタイムともなれば、サラリーマンやOLの姿で
賑わうコンビニでも、ペットボトルのお茶を片手に、お
弁当やパンなどを買い求める姿が溢れます。その手に持
たれたお茶の種類は実にさまざま。緑茶や麦茶、玄米茶

や烏龍茶など数十種類にのぼります。中には、前日飲みすぎたのかウコン茶って方まで・・・。
お茶飲料市場は、04年には前年より３割増の約4800億円に成長。飲料市場に占める割合も前年
の10％から13％に拡大し、24％を占める缶コーヒーに次ぐ第２位になったとみられています。
市場シェア３割を占めるといわれる伊藤園の「お～いお茶」が世界で初めて緑茶を缶飲料にして
から今年２月で20周年。コンビニの“お茶”戦争はまさにこれからが本番といえるでしょうね。

カフェでお茶なんて意外な組み合わせだけど、今後も浸透していく予感が・・・

　「家庭でお茶を入れて飲む」習慣から、今や「お金を出してお茶を買
う」時代に。健康志向・カフェブームの追い風を受けて、最近は、カ
フェスタイルの日本茶のお店が続々と登場しています。首都圏を中心に
シアトル系コーヒーのタリーズが経営する「KOOTS GREEN TEA」。
また、お茶の老舗「駿河園」が展開する「日本茶カフェグリーンバー
ド」や愛知の「日本茶カフェティーガーデン」など実にさまざま。この
日本茶ブーム、果たしてどこまで生活に根付けるのか、注目ですね。

アフターファイブのアイル

❊

　やっぱり緑は落ち着きますね。見渡すと、社員のデ
スクや棚にも、緑が溢れています。最近では、「エン
ジェルグリーン」と呼ばれる空気清浄能力をもった植
物も登場。屋内の有害ガスやタバコのにおいなどを除
去してくれるんですって。

inews@isle.ne.jpEメールアドレス

それとも

茶

Take a break

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。



裏check!
個人サイトながら、検索エンジン対策もしっかりしてい
てGoogleで「さぬきうどん」というキーワードで何万と
あるサイトの中でも上位表示※される点は特筆！！

ショッピングサイトとして分かり易い決済・ショッピング
カートを持ちまたSSLにも対応しているので安心して買
い物ができるサイトです。

※2005年3月25日現在

裏check!

エンジョイさぬきうどん

まーさんレシピ

多くの方々のご支援を受け徐々に内容が
充実してまいりました。この賞を励みに
今後もよりいっそう便利で楽しいサイト
作りに努めたいと思います。

うつわのなごみ

「客観的」に見た当店のサイトがどうなのか
知りたくて、応募させて頂きました。思いも寄
らない素晴らしい賞を頂き感激です。これか
らも「お客様に優しいサイト」を心掛けてサ
イト作りをして行きたいと思っております。

この度はアイデア賞を頂き大変有難うございま
す。合気道を多くの方に親しんで頂けるように
様々な仕掛けを入れていますのでアイデアで賞を
頂けて大変嬉しいです。今後もさらに面白いサイ
トを目指して頑張ります。
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多多数のご応募ありがとうございました！数のご応募ありがとうございました！多数のご応募ありがとうございました！
総数145サイトの応募をいただきました。その中から、厳正
な審査を経て、以下のとおり各賞が決定いたしました。

URL http://www.e-sanuki.com/udon/

URL http://www.okinawajoho.net/cooking/

讃岐うどんの魅力を紹介！

沖縄料理

讃岐うどんの情報が満載で個人サイトとは思えないぐらいの情報量。
「投票Ranking」から「うどんのアイコン」まで豊富なコンテンツ
が訪問者を飽きさせない魅力たっぷりなサイトです。

“あそび”の要素もいっぱい。

SSLは個人情報保護の観点から
必須です。

審査ポイント

審査ポイント

単なる情報発信サイトではなく、投稿レポートや店舗検索機
能などのコンテンツや、うどんアイコンやうどん壁紙など“あ
そび”の要素も取り入れ、見る人を飽きさせません。

魚や薬草など沖縄料理に使われる食材に関するコンテンツも充実。見る人の立場に
たって作られた、いいサイトだと思います。

　新年を迎え、いきなりの吉報に大変驚いております。昨年の１月１日に、もっと多くの
方に讃岐うどんの美味しさやおもしろさを伝えたくこのホーム
ページを立ち上げました。たった１年の間にこんなにも多くの方
に支持され、また、このような賞までいただき、大変感謝しており
ます。これからも、この賞を励みにもっと讃岐うどんのよさを紹
介していこうと思います。

アイルでできる「検索エンジン対策　Google アドワーズ広告」
Google アドワーズ広告を利用して、さらに集客率アップ！
詳しくは　　http://home.isle.ne.jp/news/campaign/google/

ご利用プラン

iSLE（プラス）

ご利用プラン iSLE（RaQ550 Leaf）

URL http://www.utsuwa-nagomi.com/

和食器・陶器

審査ポイント
サイト全体に清潔感があり、非常に綺麗なページです。商
品画像も美しく、お客さまの声も丁寧にまとめられてお
り、サイト全体に優しさが感じられます。

ご利用プラン iSLE（プラス）

URL http://www.aikido.ne.jp/

ご利用プラン iSLE（セレクト）

ご利用プラン iSLE（ウルトラ）

アイルでできる「ショッピングサイト」
アイルの「おすすめeサービス」で本格的ショッピングサイト構築！
詳しくは　http://home.isle.ne.jp/service/site_support/

合気道ねっと

URL http://kosodate119.com/

kosodate119ドットコム

ご利用プラン iSLE（ライト）

URL http://www.trick7.com/noh/

URL http://www5f.biglobe.ne.jp/̃con-suke/

能面 NOH-MASKS

ご利用プラン 他社（BIGLOBE）コンセプト・スケッチ



■選べる2つのお試しコース

サイトナビは、お客さまのウェブサイトに検索
窓を設置し（例：右図）、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サーチしリストとし
て表示します。膨大な量の商品やコンテンツを
扱うサイトには必須の機能です。

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

設置も簡単で、設置場所もお客さま
のサイトの好きな箇所に設置可能。
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ご契約＆アンケートにご協力いただいた　　　　　　　　　にもれなく全員もれなく全員

キャンペーン期間内に「サイボウズ Office 6 for ASP」をご契
約いただき、アンケートにご協力いただいたお客さま全員にもれ
なく「サイボウズ Office 6 公式完全マニュアル（非売品）」を
プレゼントいたします。
詳しくは下記URLにてご確認ください。

T O P I C S

サイトナビ

新規導入キャンペーン新規導入キャンペーン

コース 1

コース 2

￥5,000キャッシュバックが付いたお得なコース

ヘッダ部分のカスタマイズが可能なコース

URL http://home.isle.ne.jp/news/campaign/site_navi.html
URL http://home.isle.ne.jp/news/service/cybozu_campaign.html

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

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

応募資格・・・アイルのホスティングサービスをご利用のお客さま

対象プラン・・・ヴァーチャルサーバサービス 全プラン※

プライベートサーバサービス 全プラン 
※メールホスティング・ドメインポインタは対象外

サイトナビとは

最大3ヶ月無料 お試しコース
有料版やお試しコース2と異なり、検索結果ページの上部に広告が掲載されますが、
機能的には有料版と同等です。 ヘッダデザインのカスタマイズは不可。

あの高機能サイト内検索ツール

「サイトナビ」を

体験できます！

成約時の 特 典
・初期設置費用無料
・5,000円キャッシュバック

最大2週間無料 お試しコース
 有料版と同じ機能を最大2週間ご利用いただけます。お試しコース1とは異なり、
広告は掲載されません。ヘッダデザインのカスタマイズが可能です。

成約時の 特 典
・初期設置費用無料

ちょっとイケてる
サイト運営知恵袋

テ
ー
マ

はじめてでも安心の人気グループウェアで業務運営！

社員の行動はホワイトボードで確認、外出先での会議の予定は自分の手帳で管理？予定が変更になっ
たらどうする？こんなお悩みはグループウェアで解決！でも、なんだか難しそう・・年配の部長達に
も使えるかしら？？「サイボウズ®Office6」なら簡単・便利に活用できます！

“見やすい”インターフェースで“ラクラク”操作を実現！

携帯電話や外出先のPC、自宅からも簡単アクセス！

ログインすればすぐに各種管理機能が使えます。

アイコンや表などを利用することで、
パソコン初心者やグループウェアが初
めての方にもわかりやすいインター

フェース（Harmony=ハーモニー）を
実現。メンバーのスケジュールや各種
ファイル、アドレス帳などの管理はも
ちろんのこと、掲示板やプロジェクト
管理もできる”スグレもの”です。

ASPタイプなので、サーバーに負荷をかけることなく、ブラウザベー

スでの利用が可能。携帯やPDAなどの小型端末、外出先のPCや自宅か
らもご利用いただけます。なお、SSL暗号化により大切なデータを保
護しながら、簡単にアクセスができるので、ファイアウォールやネッ
トワーク環境の変更は一切不要です。

アイルでできる個人情報保護対策

「個人情報保護法」とは、権利と利益を保護する為に、個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、企

業が守らなければならない義務を定め、それに違反した場合には行政機関が処分を行なうという法律です。

そのため、個人情報を扱う企業はそれを管理保護するための対策が迫られます。

「個人情報保護法」への対策は万全ですか？

SSLでオンライン上の情報を暗号化 「独自SSL (日本ジオトラスト社) 」で対応

「セキュリティアップデート」で対応サーバー自体の管理（専用サーバー）

今がチャンスのキャンペーン

期間
限定

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（定員になり次第締切とさせていただきます。）

場所　 … 弊社ウェブサイトにてご確認ください。
　　　　　→http://home.isle.ne.jp/news/seminar/seminar.html

SEO対策 ショップ構築 セキュリティ対策

i S LE  最新情報

無料無料無料 で

セミナー
随時開催中

のご案内



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！

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.isle.ne.jp/partner/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

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

￥7,000
￥5,000

￥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

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

5 6



セキュリティ重視で運用したい

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

低価格でデータベースを運用したい

訪問者のアクセス動向が知りたい

データのバックアップが欲しい

今の容量では物足りない・・・

今のアカウント数では物足りない… FTPアカウントを追加したい

Surame Commander

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。

料金

L P ES

L P ESL P ES

月額1,890円(　      　) / 月額3,150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8,400円）　

L ES

料金 ¥21,000 ／ 回　

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。

料金

P

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
積されるデータを、メール配信
やデータ分析を簡単に行えます。

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。

料金
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）　

20MBにつき月額525円

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。

ディスクスペース追加

料金 アカウント1つにつき月額315円 アウント1つにつき月額525円料金

L P ES P ES

P ES P ES

FTP追加アカウント
FTP のユーザーアカウントを
追加できます。

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。

for
  ASP

月額 5,775円
初期設定料 10,500円

¥21,000 ／ 回　料金

NEW キャンペーン

キャンペーン

NEW キャンペーン

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。

料金

NEW キャンペーン

独自SSL（設定代行）
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
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。

料金 ¥21,000 ／ 回　

こんなウェブサイトにはSSLが必要

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

SHOP

FORM

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。

信頼のSSL

お客さまサーバー専用のファイアウォールサーバーを ウイルス感染を未然に防ぐ

信頼のSSL万が一に備えて

スペックアップに複数のドメイン運用を手軽に実現

独自SSL(日本ジオトラスト)

年額利用料 29,925円
初期設定料 無料

専用型ファイアウォール ウイルスチェック
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。

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

料金

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
端の技術によりウイルス感染
メールの侵入を防ぎます。

料金

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 17,800円
初期設定料 14,800円

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 1,050円（1ドメイン）
初期設定料 10,500円

月額利用料 34,650円
初期設定料 39,900円

月額利用料 2,100円
初期設定料 10,500円 / 1GB

料金

料金

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 1,050円
初期設定料 21,000円料金

DNS設定
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。

月額利用料 無料
初期設定料 3,150円料金

NEW

セキュリティアップデート
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、常に高レベルなセ
キュリティ状態を維持できます。

料金
月額利用料 4,900円
初期設定料 10,000円

NEW

※左記金額は512MBから
1GBに増設時の価格

キャンペーン

高機能なアクセス解析

2ヶ月無料お試し期間中!キャンペーン

無料無料
でお試しいただけます！

h t t p : / / p r i v a t e . i s l e . j p /詳細URL

初期設定
費用
（ 通常
    ¥10,000 ）

2ヶ月分
月額利用料金
（ 通常¥4,900 ）

指定のポートで応答を監視

ポートチェッカー

料金

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。

月額利用料 3,150円（2ポート）
初期設定料 無料
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