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レンタルサーバ

サ イ ト サ ー ブ
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サイトサーブは信頼と実績のサーバです。

「レンタルサーバってこんなに
高速だったんですね」

信頼の実績だからサイトサーブは
約2万社のお客様に選ばれています。

標準機能が充実しているため、必要なメールアドレス数やホームページの規

模を基準にご希望のコースを選べる、わかりやすく良心的な料金設定です。

ドメイン新規取得費用はもちろん、2年目からのドメイン更新料も無料。※

さらにデータ転送超過料金もなく、お電話とEメールによるサポートも無料

となっています。※Eストアー指定のドメイン登録団体でドメインを管理する場合

24時間365日、定期的な有人監視で

安心できる。それがサイトサーブ

レンタルサーバを比較するとき、メールアドレスの数、ディスク容量、価

格など、パンフレットで説明されている数値だけがクローズアップされが

ちです。スペックや価格だけで判断して、実際に利用してみると、満足で

きなかったという経験をしたことはありませんか？Eストアーは、レンタ

ルサーバ（ホスティングサービス）の真価は表面的なスペックではなく、

安定性・高速性

良心的な料金設定がとても魅力です。

導入事例

そして、

にあると
確信しています。

と、よく
言われます。

■八海醸造株式会社 様
www.hakkaisan.co.jp

■大川興業株式会社 様
www.okw.co.jp

■タカヤ商事株式会社 様
www.sweetcamel.com

■グンゼ株式会社 様
www.piedclair.com

サーバがどのような環境に置かれているかということは、非常に重要な問題

です。これは、自社でサーバを立てず、レンタルサーバ（ホスティングサー

ビス）を利用する大きなメリットの一つであるといえます。
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サーバをラクに管理して、
できれば経費も削減したい

サ イ ト サ ー ブ

ウェブブラウザから簡単に
ホームページやメールの
設定ができるセットアップ
ページやメールボックスペ

ージを用意しています。ご予算や、必
要な規模に準じたコースが選べます。

基本性能

◎ハードウェア SunMicrosystems社製サーバ

◎サーバOS UNIX（Solaris）

◎バックボーン 国内１Gbps、海外2.4Gbps接続

サーバに関する詳しい知識は不要です。サーバセットアップページ、
メールボックスページで豊富な機能をラクラク管理。
ADSLやブロードバンド回線がますます普及する今、
高い稼動力を安心して利用できるシステムが要求されています。
使って納得、サイトサーブは高速・安定・安心のホスティング・サービスです。

自社名のメールアドレスや
URLを持ちたい

企業名や商品名を使ったド
メイン名でメールアドレス
やホームページを持てます。
自社専用ドメインは宣伝効

果や信頼度のアップに繋がります。

HTMLの知識なしに
簡単にホームページを
作れないか！

HTMLの知識がなくても、
ホームページ作成ソフトを
用意しなくても、簡単にホ
ームページが作成できます。

掲示板やアンケートフォームの設置など
も可能です。

会員制ページを作りたい

特定のお客様や社員だけ
が使えるユーザIDやパス
ワードを発行して、ホーム
ページの特定のページに

アクセス制限をかけられます。

オンラインショップを
始めたい

SSL対応のショッピング
カートを利用して、ご自身
のホームページでインタ
ーネットショップを始め

られます。

ひとつのホームページを
複数のドメインで使いたい

マルチドメインは企業
名.comのページを企業
名.co.jpや商品名.infoか
らもアクセス可能にします。

メールもすべてマルチドメイン化。
（マルチドメインはオプションサービスです。）

メールウィルスや
迷惑メールで困っている

迷惑メールフィルタで迷惑
メールの受信を拒否。
ウィルスフィルタでメール送
受信時にウィルスをチェック。

パソコンを常に快適な環境に保てます。
（ウィルスフィルタはオプションサービスです。）

外出先でも
メールを見たい

インターネットが使える環境
であれば、メールソフトがな
くてもウェブブラウザや、
携帯電話のi-mode端末か

らメールの確認ができます。

自動でメールを
返信したい

メール送信者に向けて、
あらかじめ設定しておいた内
容のメールをすぐに返信で
きるメール自動返信機能。

昼夜を問わず、送信されたメールに対
応できます。

企業ユースに必要なものを完備しています。

.com
.co.jp

常識

常識
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サイトサーブご利用料金

〒160-0022 新宿区新宿5 -5-3 建成新宿ビル〒160 -0022 新宿区新宿5 -5-3 建成新宿ビル〒160 -0022 新宿区新宿5 -5-3 建成新宿ビル〒160 -0022 新宿区新宿5 -5-3 建成新宿ビル

コース名 開通料（申込時） 利用料（毎月） ディスク容量（MB） メールアドレス数　　　　　 FTPアカウント　　

サイトサーブ30 19,000円 3,500円 30 10 3

サイトサーブ100 19,000円 7,800円 100 50 5

サイトサーブ200 19,000円 11,000円 200 100 5

サイトサーブ600 19,000円 22,000円 600 200 10

サイトサーブ1500 19,000円 40,000円 1500 500 20

オプション名 利用料（毎月）

メール追加 0円 1,000円（10アドレス毎）

マルチドメイン 5,000円 2,000円（ドメイン毎）

ウィルスフィルタ 5,000円 200円（メールアドレス毎）

メーリングリスト 0円 2,000円

SSLサーバ 0円 2,000円

アクセスレポート 0円 2,000円

■オプション／サービス料（サイトサーブ開通後のお申し込みとなります。）

（com/net/org/biz/info/jp/
JPドメイン/の中から最大5つまで）

（5月サービス開始予定）

（5月サービス開始予定）

（5月サービス開始予定）

設定料（設定時）

メール転送 ひとつのアドレスにつき転送先を10ア ドレス指定できます。

メール自動返信 メール送信者にあらかじめ設定したメッセージを自動で返信できます。

迷惑メールフィルタ メールアドレス、件名いずれかのキーワードより、メールの送信者に受け取り拒否または宛先不明のメッセージを自動で返信できます。

ウェブメール インターネットがつかえれば、メールソフトなしにブラウザだけでメールボックスにアクセスできます。アドレス帳もついています。

モバイルメール i-mode機能つきの携帯電話か らメールボックスのメールを閲覧できます。

ウィルスフィルタ ご自身でアンチウィルスソフトを設定することなく、またサーバ変更やメールソフトの変更をせずにメールのウィルスを監視し、排除します。

メーリングリスト
独自ドメインのメールアドレス内であらかじめメーリングリストとして登録し、独自ドメインを利用したお好みのメールアドレスへ

メールを送信すると、登録されたメンバーのみんなにメールが送信されます。

FTPマルチアカウント ホームページ制作会社への貸出用などFTPを利用する ときに必要なアカウントを複数設定することができます。

FTPア クセス制御 FTPアカウ ント毎にパスワードを発行してホームページの作業できる領域に制限をかけることができます。

ユーザ認証 ユーザIDやパスワードを設定してホームページの特定のページだけアクセスを制限することが簡単にできます。

フォームメール 名前や住所などをフォーム画面から入力してもらい、その内容をメールで受信することができます。予約などに便利です。

フォームファイル 名前や住所などをフォーム画面から入力してもらい、その内容をファイルに蓄積するものです。アンケートなどに使えます。

アクセスカウンタ ホームページの訪問者をカウントすることができます。

全文検索 ホームページ内をキーワードで検索することができます。

ユーザCGI ご自身で作成されたCGIもサイトサーブで使用することができます。

Perl Perlスクリプトが使えます。

PHP PHP言語を ご利用いただけます。

ホームページエディタ ホームページ作成ソフトを用意しなくても、サイトサーブのホームページエディタを使えば簡単にホームページを作成することができます。

ショッピングカートエディタ ホームページにカゴレジ機能がつきます。インターネットショップが始められます。

SSLサー バ カード番号や個人情報などお客様の大切な情報は、SSL（Secure Socket Layer） 認証で暗号化してプロテクトすることができます。

アクセスレポート どこからのアクセスが多いか、どのぺージが人気か、何曜日の何時頃が混むかなどの記録を、ウェブブラウザですぐに見ることができます。

施設予約ツール 会議室など社内の共有施設をオンラインで予約したり予約状況を閲覧できます。
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サイトサーブ600 19,000円 22,000円 600 200 10

サイトサーブ1500 19,000円 40,000円 1500 500 20

オプション名 利用料（毎月）

メール追加 0円 1,000円（10アドレス毎）

マルチドメイン 5,000円 2,000円（ドメイン毎）

ウィルスフィルタ 5,000円 200円（メールアドレス毎）

メーリングリスト 0円 2,000円

SSLサーバ 0円 2,000円

アクセスレポート 0円 2,000円

■オプション／サービス料（サイトサーブ開通後のお申し込みとなります。）

（com/net/org/biz/info/jp/
JPドメイン/の中から最大5つまで）

（5月サービス開始予定）

（5月サービス開始予定）

（5月サービス開始予定）

設定料（設定時）
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メール自動返信 メール送信者にあらかじめ設定したメッセージを自動で返信できます。

迷惑メールフィルタ メールアドレス、件名いずれかのキーワードより、メールの送信者に受け取り拒否または宛先不明のメッセージを自動で返信できます。

ウェブメール インターネットがつかえれば、メールソフトなしにブラウザだけでメールボックスにアクセスできます。アドレス帳もついています。

モバイルメール i-mode機能つきの携帯電話か らメールボックスのメールを閲覧できます。

ウィルスフィルタ ご自身でアンチウィルスソフトを設定することなく、またサーバ変更やメールソフトの変更をせずにメールのウィルスを監視し、排除します。

メーリングリスト
独自ドメインのメールアドレス内であらかじめメーリングリストとして登録し、独自ドメインを利用したお好みのメールアドレスへ

メールを送信すると、登録されたメンバーのみんなにメールが送信されます。

FTPマルチアカウント ホームページ制作会社への貸出用などFTPを利用する ときに必要なアカウントを複数設定することができます。

FTPア クセス制御 FTPアカウ ント毎にパスワードを発行してホームページの作業できる領域に制限をかけることができます。

ユーザ認証 ユーザIDやパスワードを設定してホームページの特定のページだけアクセスを制限することが簡単にできます。

フォームメール 名前や住所などをフォーム画面から入力してもらい、その内容をメールで受信することができます。予約などに便利です。

フォームファイル 名前や住所などをフォーム画面から入力してもらい、その内容をファイルに蓄積するものです。アンケートなどに使えます。

アクセスカウンタ ホームページの訪問者をカウントすることができます。

全文検索 ホームページ内をキーワードで検索することができます。

ユーザCGI ご自身で作成されたCGIもサイトサーブで使用することができます。

Perl Perlスクリプトが使えます。

PHP PHP言語を ご利用いただけます。

ホームページエディタ ホームページ作成ソフトを用意しなくても、サイトサーブのホームページエディタを使えば簡単にホームページを作成することができます。

ショッピングカートエディタ ホームページにカゴレジ機能がつきます。インターネットショップが始められます。

SSLサー バ カード番号や個人情報などお客様の大切な情報は、SSL（Secure Socket Layer） 認証で暗号化してプロテクトすることができます。

アクセスレポート どこからのアクセスが多いか、どのぺージが人気か、何曜日の何時頃が混むかなどの記録を、ウェブブラウザですぐに見ることができます。

施設予約ツール 会議室など社内の共有施設をオンラインで予約したり予約状況を閲覧できます。
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FTPマルチアカウント ホームページ制作会社への貸出用などFTPを利用する ときに必要なアカウントを複数設定することができます。

FTPア クセス制御 FTPアカウ ント毎にパスワードを発行してホームページの作業できる領域に制限をかけることができます。

ユーザ認証 ユーザIDやパスワードを設定してホームページの特定のページだけアクセスを制限することが簡単にできます。

フォームメール 名前や住所などをフォーム画面から入力してもらい、その内容をメールで受信することができます。予約などに便利です。

フォームファイル 名前や住所などをフォーム画面から入力してもらい、その内容をファイルに蓄積するものです。アンケートなどに使えます。

アクセスカウンタ ホームページの訪問者をカウントすることができます。

全文検索 ホームページ内をキーワードで検索することができます。

ユーザCGI ご自身で作成されたCGIもサイトサーブで使用することができます。

Perl Perlスクリプトが使えます。

PHP PHP言語を ご利用いただけます。

ホームページエディタ ホームページ作成ソフトを用意しなくても、サイトサーブのホームページエディタを使えば簡単にホームページを作成することができます。

ショッピングカートエディタ ホームページにカゴレジ機能がつきます。インターネットショップが始められます。

SSLサー バ カード番号や個人情報などお客様の大切な情報は、SSL（Secure Socket Layer） 認証で暗号化してプロテクトすることができます。

アクセスレポート どこからのアクセスが多いか、どのぺージが人気か、何曜日の何時頃が混むかなどの記録を、ウェブブラウザですぐに見ることができます。

施設予約ツール 会議室など社内の共有施設をオンラインで予約したり予約状況を閲覧できます。
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