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株式会社Joe’s クラウドコンピューティング

本社: 大阪市

 (銀座、青山に支社)
代表: 鈴木禎子

設立: 2002年7月

2012年7月に社名変更

サービス

• クラウドホスティング

• SSL証明書

• バーチャルオフィス



JoeとJoe’sとの関係:  陰ながら応援している

2001年8月 申し込みページを
perlで作成

2001年10月
-2002年3月

メンバーシップ
サイト開発

2002年4-6月 Joe’sサイト 着手

2002年7月 Joe’s創業



高橋健太郎氏 真藤豊氏 (左)

• 以前から、レンサバ他社で実績があった
(At-Link, クララ, ワダックス, ネットアシスト)

• 10年以上利用しているが、大きな障害はなかった
• 2次サポートが充実

(2002年12月-)

本日は、会場をお借りいただき、ありがとうございます





cPanel

ホスティング業界の国際標準のコンパネ

国内主要レンサバで、cPanelが使えるのは、Joe’sのみ

使い勝手などで、pleskより評価が高い

fantasticoという、強力なOSS自動インストーラ

1. cPanel



Linux ContainerのVPS
世界初の商用サービス

仮想化

ハイパーバイザー

コンテナ

コン
テナ

特徴

VZ Linuxのパッチ
(古いカーネルを使わ
ざるをえない)

LXC Linux標準
(人気急上昇)

2. LXC



Hurricane Electric
シリコンバレーDC

(2004年-)

アダルトサーバー  (マルチメディア コース)

技術者が、過去に10回訪問

技術者の息抜き (長期休暇なしでは無理)
　ナパバレー、ヨセミテ、ハイテク企業など

ラック($400, 15A) ・回線 ($3,000 / 1Gbps)

海外向けサービス

3. HE



Joe’s SSL市場

ベリサイン, グローバルサインなどで最安値(40%-70%引き)

毎日20枚、年間4,000枚を発行

後払い OK

サポート: 電話、メール、チャット、面会

官庁、大学、大企業、EC、Sier (ホスティング以外が80%)

Comodoの(日本初の)代理店として出発(2002年12月)
他ブランドを入れて、お客さんに選んでいただく (2008年10月-)

長年培ってきた、国際的な販路を有効利用

4. SSL市場



Supermicro サーバー

DellやHPより有利
(日本のベンダーからは買わない)

輸送費＋関税を加えても、安い

新しいチップに、早く対応

シリコンバレーでは、むしろ多数派

（2006年-）
5. Supermicro



Joe’sオープンソース
推進プロジェクト

OSC 時期

東京 2011年11月
2012年3月
2012年9月
2013年2月

京都 2011年7月
2012年8月
2013年8月

名古屋 2011年8月
2012年5月
2013年6月

広島 2011年10月

北海道 2012年6月

• 世話になっているコミュニティを応援したい
• 若いコミュニティを育てていきたい

イベントの協賛・寄付

イベント 場所 時期

NetCommons
ユーザカンファレンス

東京
東京

2011年8月
2012年8月

EC-CUBE Day 大阪 2011年10月

関西オープン
フォーラム (KOF)

大阪
大阪

2011年11月
2012年12月

Moodleムート 三重
東京

2012年2月
2013年3月

6. OSS



オープンソースが
インストールされたサーバーを

1年間無償で提供

オープンソース サイトのURLの形式

EC-CUBE http://サブドメイン名.ec-cube.org

Moodle http://サブドメイン名.lms.ac

NetCommons http://サブドメイン名.netcommons.ac

明日のEC-CUBEファン、Moodleファン、NetCommonsファンを増やしたい
　　　　　(球団経営に近い発想、子供観戦無料)

[2年目(有償、独自ドメイン)以降の利用は、強制されない]

file:///C:/Users/kazumasa7/Desktop/20130912/http:%2F%2F%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%8D.ec-cube.org%2F
file:///C:/Users/kazumasa7/Desktop/20130912/http:%2F%2F%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%8D.ec-cube.org%2F
file:///C:/Users/kazumasa7/Desktop/20130912/http:%2F%2F%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%90%8D.ec-cube.org%2F


Joe’sオープンソースJelly
(コミュニティに銀座、梅田の

会議室を無償で提供)

• 営業を目的としない、オープンソースのオープンなイベントが対象
• コミュニティの支援、育成が目的
• プロジェクタ、お茶も含めて、無料

銀座 (最大24名収容) 梅田 (最大24名収容)

NetCommons Concrete 5

Joe’sウェブホスティング
銀座支社に隣接

Joe’sウェブホスティング
大阪本社に隣接



海外向けサービス
http://joes-cloud.com7. 海外向け

100ユーザが利用

海外部隊が、海外ユーザをサポート

24時間365日英語サポート

Joes-vps.comの英語版



バーチャルオフィス
joes-office.com

8. オフィス

1. Joe’s(本社: 大阪)では、都内にオフィスを持ちたいために、
        <<外資系バーチャルに月額7万円支払っていた>>

2. もっと安く良質なところを探してみたら、皆無

3. Joe’sで、月額5,000円のバーチャルオフィスを開業 (2006年10月) 
         <<満足してもらえるのではないか>>

4. 現契約数1,000社を超え、業界最大級の規模



活用事例

自宅だと、仕事とプライベートが切り離せられない

東京に事務所を持ちたいが、経費がかかる

女性が、名刺に自宅の住所を書くのは危険

 イメージの良い場所でビジネスを展開したい

商談室、会議室を、無料で使いたい。



銀座、青山、梅田
駅すぐで

わかりやすい



Joe’s 10周年記念
漫画「ごきげんにゃん」

9. マンガ

1巻 – 9巻  (7巻発行)

マンガは読んでいるが、
会社のサービスを知らな
い人もいる

1巻 40万円弱の経費



Joe’sニューズレター10. メルマガ

きっかけ

１．会社のことを知っていただきたい

2.  名刺交換だけで終わらせたくない

3.  ブログは、長続きしない

4.  ファンを増やせないか

他社もJoe’sニューズレターを読んでいる  (ヒントになってい
る)
それぞれ、独自のメルマガを発行

さくらインターネット, AT-LINK,  NTT-PC



むすびにかえて
-普通でない会社になることのすすめ-

普通の会社は、起業しても、1-3年で消滅する

Joe’sのおきて 勇気をもって、他社にないことをやりなさい
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