
ホームページ公開・運用に必要なほとんどの条件を
含んだプランをご紹介いたします。

「もっとオリジナリティが欲しい！」というお客様向けに、ご自身でホームページ制作費用の見積もりを出せる
ホームページをご用意してございます。

詳しくは13ページをご覧ください。→

「3.3万円から作れるホームページプランをもっと知りたい！」とお思いになられた方は
次のページへ！ ↓

月額保守料：￥4,378

おかげさまで大好評！
ご利用者様毎月増加中！

〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭238-4
TEL : 055-975-4141 FAX : 055-975-7080 URL：https://sysb-web.jp/

・初期3ページ作成 ・スマホ、タブレット端末対応 ・メールアカウント設定数無制限
・ブログ機能付き ・簡易アクセス解析 ・電話、リモートによる操作サポート など…



ホームページを持ちたいお客様に、よりホームページを持つ機会を増やしていただこうと新しいプランを
導入いたしました。 その名もズバリ！

このプランには、今まで別途掛かっていた費用やこれから必要になるであろう機能が色々含まれています。

ホームページ導入を費用面で悩んでいらした方は、

是非この3.3万円から作れるホームページプランをご利用ください。
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これらが全て
含まれていて

お手頃プランが新登場！

全3ページ作成 ブログ機能付き スマートフォン、
タブレット対応

サーバー費用込み 定期バックアップ 電話・リモートによる
操作サポート



3.3万円から作れるホームページプランは「安かろう、悪かろう」なプランではありません。
本プランの主なおすすめポイントをご紹介いたします。

ズラリと並んだ魅力の数々。是非各項目をご一読いただき、その魅力をご確認ください。

3

ご自身の手でページ内容の更新ができる

ブログが使える

SEOに強い

スマートフォン・タブレット端末でもスムーズ表示

サーバ費用が含まれています

メールアカウント設定数 無制限

外部サーバにホームページデータをバックアップ

簡易アクセス状況を見ることができる

電話やメール、リモート接続による操作サポートがある

記事の更新をfacebookやtwitterと連動（オプション）

3.3万円から作れるホームページプランのここが凄い！



今までホームページはHTMLの知識をお持ちの方がホームページビルダーな

どの専用ソフトを用いて内容を更新したり、外部の制作会社様にご依頼され

ているケースが多いのですが、この方法には問題点がありました。

【今までの問題点】
• （会社様等の場合）HTMLの知識や専用ソフトを使用する知識をお

持ちの方がいなくなると、ホームページの更新ができない。
• 外部の制作会社に頼むとどうしても費用が掛かる。

この部分を解消したのが本プランです。

ブログ記事の更新はもちろん、ページとして公開している部分の変更
までご自身の手で行うことができます。

また、万が一ページや記事の更新内容が間違ってアップしてしまった場合、
過去20回分の更新履歴が残っているので、過去のデータをお客様ご自身の
手で復旧することが可能です。

※ページ修正について
お選びいただいたデザインによってはページの内容をお客様の手で変更できない箇所がある場合がございます。
そのような個所を変更希望される際は、有償とさせて頂きます。予めご了承ください。

※ページ修正内容について

お客様にて修正された内容に関して、当社は一切責任を負いません。万が一掲載内容が法律に抵触していた場合などは、お客様の責任
にてご対応ください。
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ご自身の手でページの更新ができる



「最新の情報を定期的にホームページで公開したい！」

という希望はホームページをお持ちの方なら誰しもお思いになるので

はないでしょうか。

そんな時に有効なのが”ブログ”です。

会社の新サービスの情報等をさらりと数行ブログで書いて公開する

だけで、思わぬところからお問い合わせが舞い込んでくる可能性が

グ～ンとアップします。

ブログで数行書いただけの記事でも、それはgoogle等の検索ポータ

ルにとっては”1ページ”として扱われるので、SEO的にも効果があり

ます。

是非日々のブログ更新であなたのサイトを人気サイトに変身させま

しょう！

※ブログ投稿の際のご注意
同じタイトルの記事を複数アップしたり、同じ内容の記事を複数アップしたりすると、googleからペナルティを受けて検索時の表示順位が著
しく下がる可能性がございます。予めご了承ください。
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ブログが使える



ホームページはただ作って公開しただけでは一般の方にご覧いただ

くことは難しいです。

一般の方にホームページをご覧頂くためには、検索ポータル最大手

のgoogleにホームページの存在を通知することがまず重要です。

これをやらないとせっかく作ったホームページも路傍の石と同じこと

になってしまいます。

ですが、今までのHTML等で作成したホームページでは、この通知を

手動で行わなければならなかったため、通知忘れ等によってページ

が認識されるのに時間がかかったりしていました。

（ひょっとすると、この仕組み自体ご存じない方のほうが多いかもし

れませんが・・・。）

※SEOとは、一般的にはSearch Engine Optimization（サーチ・エンジン・オプティマイゼーション。検索エンジン最適化）またはSearch Engine 
Optimizer（サーチ・エンジン・オプティマイザー。検索エンジン最適化業者）の事を指しますが、弊社では前者の意味で使用しています。

※googleへの通知が早まることで、ページの即効性は増しますが、キャンペーンなどのページは予め掲載期間を長めに考えておくとより効
果を発揮します。

※googleへ通知することで全てのページがキャッシュされるわけではありません。記事やページ掲載後、どうしてもgoogleにキャッシュされ
ない場合などはご相談ください。

※本サービスは検索結果への表示を保証することは一切致しません。
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それに対して、本プランのホームページは自動でGoogleに通知する仕組みを最初から持っているので、記事や

ページを公開した際のgoogleへの通知を手動で行う手間が省けます。

そして、しっかりとページや記事の更新を通知し続けることで、検索結果も徐々に上がってきます。

SEOに強い



時代は今スマートフォン。
このような実感をお持ちの方も多いかと思います。

携帯電話端末の販売上位機種としてiphoneが君臨し続けている現在、ス
マートフォンにてストレスなくご覧いただけるホームページを持つことは、ホー
ムページをお持ちの方にとっては必須事項と言っても過言ではありません。
yahooやgoogleに代表される大手サイトがパソコン版のホームページとスマー

トフォン版のページを作成しているのも時代の流れに合わせた結果かと思い
ます。

ただ、一般の方がパソコン用サイトとスマートフォン用サイトを同時に用意する

ことは、管理面や費用面から考えても実現することが難しいのが現実でした。

それらを解消するのが本プランです。参考サイトとして弊社WEB事業部サイト
にて動作を確認していただけます。
本資料最後のページにQRコードとURLの記載がございますので、スマートフォ
ンやPCでお開き頂くとそれぞれの端末に応じて画面の表現が変わっているこ
とがお分かりいただけるかと思います。

このようなサイトデザインを「レスポンシブ」なデザインと呼びます。

この仕組みを用いることでスマートフォン、タブレット端末、パソコンにて同じ情
報をご覧いただくことができるので、
1. 情報の一元化
2. サイト作成費用の削減
3. 更新作業の手間を軽減
が実現されます。

更新作業の煩雑さでお悩みの方、もう携帯サイトとパソコンサイトを別々に変
更する必要はありません！

※ガラケーへの対応について

本プランでは標準仕様としていわゆるガ
ラケー向けブラウザ（i-mode や
Vodafone、ez-web）には対応しておりま

せんが、オプションでそれらに対応する
簡易的な仕組みを組み込むことができ
ます。ご希望の際はご相談ください。
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スマートフォン・タブレット端末でもスムーズ表示



一般的にホームページ公開にあたっては、レンタル

サーバを借りる事例が多いのですが、月額1000円以

下のものから月額数万円のものまで様々ございます。

本プランでは、サーバ費用を月々の月額更新料の
中に含めているので、今までサーバやドメインに掛
けていた費用を軽減することができます。
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※お客様のご要望によっては、別途サーバー費用が掛かる場合があります。

サーバー費用が含まれています



大手レンタルサーバ会社などでもホームページデータの改ざんや
データ消失等の問題は後を絶ちません。

【実際に起きた例】
5700件のデータ消失事故はなぜ起きたのか、ファーストサーバの事

故の経緯と背景を追う
（http://it.impressbm.co.jp/e/2012/08/03/4559）

第三者によるユーザーサイトの改ざん被害に関するご報告

（http://lolipop.jp/info/news/4149/）

このような事象に対処するために、本プランではホームページデータ
の定期的なバックアップをホームページ公開サーバとは異なる外部
サーバにて行います。

【具体例】
• ホームページデータ・・・毎日バックアップ。過去7日分保有
• 画像データ・・・毎週1回バックアップ。過去1ヶ月分保有

万が一のサイト改ざんやデータ消失にも素早く対応可能なのが
本プランの特徴です。

※サーバ本体の故障等の際は復旧が遅れる場合がございます。予めご了承ください。

※完全にサイトを修復することができない場合もある可能性がございます。予めご了承ください。
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外部サーバーにホームページデータをバックアップ



ホームページを立ち上げた後、ホームページにどのようにしてユー
ザーが来訪し、どのページがよく見られているのか等の情報を元に
ホームページを更新していくことが、ホームページ運営の醍醐味です。

本プランでは簡易アクセス状況確認ツールが最初から搭載されて
いるので、

指定の期間にどのページに何回アクセスがあったか
ユーザーがどのようなキーワードでホームページにたどり着いたか

などの情報を管理画面からご覧頂くことができます。

「ホントは○○というキーワードでお客さんに来てほしいのに・・・。
じゃあちょっとブログの記事で○○っていう言葉を使って記事を書い
てみようかしら」

といった感じでサイト運営の指針にも使えるアクセス状況確認ツール。

これを有効に活用して、サイトへの訪問数アップを目指しましょう。

※キーワードの盛り込みについて
ブログが使えるページでもご説明したのですが、同じ内容のものを複数公開すると、googleからペナルティを受ける可能性がございます。
記事内やページ内に含めるキーワードは控えめに使用しましょう。

※お客様のページ修正や更新によって検索結果の変動があった場合、弊社は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

10

簡易アクセス状況を見ることができる



「あれ、この部分ってどうやって操作するんだっけ？」

「うわぁ・・・。ここを修正したいのに、やり方が分からない・・・。」

どんなものでもそうですが、使い方を忘れてしまうとそれを二度と使

わなくなってしまったりしませんか？

本プランではそのようなお客様のお悩みに応えるべく、
ホームページ管理画面から操作マニュアルをご覧いただくこと
ができます。

※操作サポートの回数制限について

操作サポート回数を無制限としてしまうと、「分からないことがあったらサポートしてもらえばいい」という気持ちが生じ、操作を覚えようとす
る気持ちが薄れてしまうお客様がいらっしゃることは、今までの弊社の経験上多々ございました。
弊社も少ない人数でお客様対応を行う関係上、1日に多数のお客様からの操作サポートにはお答えできない場合も発生したため、今回あ
えて回数制限を設定させていただきました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 11

電話やメール、リモート接続による操作サポートがある

このマニュアルをしっかりとお読みいただければ、おおよその機

能はご理解頂けるのですが、どうしても分からないところがある

場合、ご遠慮なく弊社WEB事業部までお問い合わせください。

本プランご利用のお客様には、お電話やメールのほかパソコン間

のリモート接続にて操作サポートを致します。

（月2回まで。同月内に2回以上操作サポートをご利用の場合、1回につき3300

円の費用が掛かります。※１）

「分からないから使わない」

にならないためにも、弊社も全力でバックアップいたしますので、

共に良いサイトを育てていきましょう！



facebookやtwitterでの情報配信は、あなたがお持ちの既存のユーザーや不特定多数の人に向けた情報発信とし

て最適です。

【身近なfacebook、twitterによる情報配信】

• NHK「NEWS WEB」
番組放送中に寄せられたツイートを随時表示。

• 沼津市、函南町、三島市役所

行政の情報や地域の話題をfacebookページにて公開。

「でも、ホームページもやって、facebookもやって、twitterもやって・・・なんてムリ！！」

とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか？

12

記事の更新をfacebookやtwitterと連動（オプション）

本プランではオプションとして、ページを追加した時や、ブログに新しく記
事を投稿した時に、その情報をfacebookやtwitterに通知する仕組みもご
用意しております。

この仕組みを用いれば、物理的な手間が3分の1に縮小される計算にな
ります。

本プランにてサイト作成ご依頼の際は是非ご検討ください。



「3.3万円から作れるホームページプラン」にてページの追加作成を依頼したい。
「オリジナルプラン」にて機能追加を依頼したい。

などなど、プランの範囲を超える追加事項をご依頼される場合、気になるのはその費用かと思います。
そこでシステムブレインWEB事業部のホームページでは、ホームページ制作に掛かる費用の
お見積りを、お客様ご自身の手で簡単に出すことができます。

下記URLまたはQRコードより各プラン毎のお見積りフォームをご覧いただくことが
できます。ご興味御有りの方は是非一度お確かめください。

■簡単お見積りフォーム（3.3万円から作れるホームページプラン）
URL・・・ https://sysb-web.jp/price/quote_30000yen/

QRコード：

■簡単お見積りフォーム（オリジナルプラン）
URL・・・https://sysb-web.jp/price/quote/

QRコード：

※簡単お見積りフォームでの金額はあくまで概算です。
正式な金額に関しましてはお打合せにて。 13

弊社ホームページにて簡単お見積り

https://sysb-web.jp/price/quote_30000yen/
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お電話（055-975-4141）にてお申込み下さい。

お申込み内容を弊社にて確認後、ご指定のメールアドレスに制作開始をご連絡いたします。

ホームページ制作（約1週間）

出来上がったホームページを一度ご確認いただき、
修正点を確認後、弊社制作担当まで修正個所をご連絡ください。（※１）

ホームページ公開

基本となるテンプレートデザインをお選びください。

※１：修正について
ホームページ公開前の修正は1度限りとなっております。ホームページ公開後のページ内容の修正はお客様ご自身で行って頂くか、有償
にて弊社にご依頼いただく形になります。

お申込みから公開までの流れ
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システムブレイン株式会社 WEB事業部
〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭238-4

TEL : 055-975-4141 FAX : 055-975-7080
URL：https://sysb-web.jp/
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