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ホームページ活用通信 ～WEBマーケティングのヒント 2016年 1月号 

株式会社ピーシー・ブレイン  お問い合せ電話番号：047-311-6677 

新年のご挨拶 

 

☆今月のメニュー 

■セキュリティトピック 

ブラウザのサポートにもご

注意を！ 

 

■SEO トピック 

検索ワードで振り返る 

２０１５年 

■社長ブログ 

やっぱりいいです、京都 

■スタッフのツイート 

スタッフのひとこと！ 

 

明けましておめでとうございます。 

 

今年も皆様の集客力 UP、業績 UP のために、全力全開

で取り組んでまいりますので、引き続きお引き立て賜ります

よう、宜しくお願い致します。 

 

平成 28年元旦 

株式会社ピーシー・ブレイン 

代表取締役 盛 永 哲 也 

IE のサポートポリシー変更でセキュリティに注意！  

サーバー側のセキュリティ対策とともに、もう一つ大切なポイントとして利用者

側の環境・ブラウザのセキュリティに関する情報をお伝えします。  

現在利用されているブラウザの種類はいろいろありますが、主なものとしては

Mac や iPhone などの標準の Safari、Google が提供していてスマートフォンや

PC での利用者が増えている Chrome、そして Windows PC に標準で長いこと

利用者が多かった Internet Explorer（インターネットエクスプローラ、以後

「IE」）があります。 

このうち PC での利用者が最も多い IE については重要な変更がマイクロソフトか

らアナウンスされていること、ご存知でしょうか？  

米国時間の 2016 年 1 月 12 日をもって、IE のサポート対象が「各 Windows 

OS で利用可能な最新版のみ」に変更されます。（下図の通り） 

サポート対象外となる IE は、セキュ

リティ更新プログラムが提供されな

くなるため、新たな脆弱性が発見さ

れても解消することができません。

「ゼロデイ攻撃」の危機に永久にさ

らされることになります！  

脆弱性が悪用した攻撃者によってウイルス感染すると「ブラウザを正常に利用で

きなくなる」ほか「情報が漏えいする」などの被害に遭うおそれがあるので、旧

バージョンの継続利用は危険です。一度ご自身の環境をご確認ください！ 
   

Wi 

発 

休暇後のセキュリティ対策 

年末年始の休業後にはセキュ
リティについての注意が必要
な時期です。 
休暇明けの年始には、次の点
に留意してみてください。 

1)修正プログラムの適用 

定期的な修正プログラムとは
別に緊急の修正プログラムが
公開されている場合がありま
すので、更新された修正プロ
グラムの有無を確認してくだ
さい。 

2)セキュリティソフトの更新 

休暇中に電源を切っていたPC
では、セキュリティソフトの
更新（パターン）も停止さ
れ、古い状態のままです。 
電子メールの送受信やブラウ
ザの利用の前に、まず最新の
状態にしてください。 

3)各種ログの確認 

休暇中に不正・不審なアクセ
スが発生していないか、ログ
を確認してください。 

長期休暇における情報セキュ
リティ対策(IPA) 
https://goo.gl/qG0CHf 
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検索ワードで振り返る 2015 年 

今年も検索キーワードの年間ランキングが発表されました。  

・検索で振り返る２０１５ (Google)  

https://www.google.com/trends/topcharts  

 

■ Google総合ランキング  

合計の検索数を示している総合ランキングは次の通りです。ここ最近

はほぼ同じ傾向が続いています。  

このキーワードを見て気づくのは、検索

エンジンにキーとなるワードを入力して

情報検索するツールとしての利用する使

い方よりも、目的のサービスにアクセス

するためのランチャー（簡単な操作で起

動するためのツールのようなもの）とし

て使う場合の方が圧倒的に多いというこ

とです。  

 例えば、ネットショッピングの際に、

ブックマークをたどるのではなく、ブラ

ウザの検索窓に「Amazon」や「楽天」

と入力して目的のサイトにアクセスして

いる方は少ないかと思います。  

■急上昇ランキングでその年のトレンドをチェック 

ブラウザの設定や機能の変更によって、検索エンジンが上記のような

使われ方がされるようになってきているので、傾向をチェックするに

は別のランキングの方が適してきています。  

もっとも分かりやすいのは、「急上昇ランキング」です。  

 

他のメディアのニュースでも話題になっているような

ワードが多く登場しています。  

なお８位の「スプラトゥーン」は任天堂 Wii U 向けソ

フトのことで、世界で 240 万本以上、国内でも 100 万

本を超える販売数を記録しているようです。  

他のランキングも気になる方はチェックしてみてください。  

https://www.google.co.jp/trends/story/2015_JP 

   

総合ランキング 

1. YouTube  

2. Yahoo  

3.  天気予報  

4. 楽天  

5. amazon  

6. facebook  

7. ニュース  

8. モンスト  

9. パズドラ  

10. ヤフオク  

 

1. イスラム国  

2. 台風  

3. ラグビー  

4. マイナンバー  

5. 後藤健二  

6. 川島なお美  

7. 北斗晶  

8. スプラトゥーン  

9. windows10  

10. iphone6s  
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社長のブログ・・・やっぱりいいです、京都 

12 月上旬の週末に 37年ぶりの京都観光へ、これまた 26 年ぶり

に女房との二人旅行で行って来ました。 

観光タクシーの案内で 2日間、わりとハイペースでたくさんの史

跡巡りをしましたが、それでも京都にある世界遺産の半分程度しか

行けなかったそうです。 

 

「三十三間堂は頭痛を治すために建立された。」 

「金閣寺の焼失は当時の見習い僧侶による付け火が原因だった。」 

「銀閣寺の外壁は銀箔ではなく黒漆塗りだった。」 

「伏見稲荷神社への鳥居奉納は 1 本 17 万円～。」 

「清水寺の屋根はだいぶ傷んでいるが参観者減少による寺や参道商

店街の収入減少が怖くてなかなか修復工事に踏み切れない。（勝手

な憶測）」 

「京都大学の正門は幅が短く、ホントに狭き門だった。」 

等々、 

今回はたくさん勉強をさせていただきました。 

 

 

しかし、中学の修学旅行でも同じ史跡を訪れたはずなのに何も憶えてな〜い。何してたんだろ？ 

 

最後に、京都で見つけたオススメの串揚げ屋さんをご紹介。 

京都駅八条口から徒歩数分。料理はもちろん、店内の雰囲気、接客も二重丸。京野菜の串揚げを塩でいただ

くのが絶品、イチオシ！ 
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株式会社ピーシー・ブレイン 

 

〒270-2253 

千葉県松戸市日暮 1-2-6 

勝どきビル 

 

電話番号 

047-311-6677 

Fax 

047-311-6678 

E-mail 

info@pcbrain.co.jp 

 

受付時間： 

9:00～17:30 

 

地域で一番ネットを使った

商売に詳しいコンサルティ

ング企業 

 

- Webマーケティングコンサル 

- ネット集客支援 

- ホームページ制作 

- SEOリフォーム 

- WEBシステム開発 

 

 

当社 Web サイト: 

http://www.pcbrain.co.jp 

http://www.webquick.jp 

 

 

スタッフのツイート  

■藤井 

明けましておめでとうございます。 

クリスマス、忘年会、そしてお正月…と、この時期は体重増加が危ぶまれるイベン

トが続きますね。 

我が家のお雑煮は醤油ベースの鶏出汁に焼いた角餅、三つ葉といくらをパラりで

す。 

地域によって白味噌ベースやあんころ餅が入るところもあるようですね。 

是非年明けのお電話の際は皆さまの地域のお雑煮の仕様をお聞かせ下さい！ 

■豊桑 

12 月 6 日(日)、福岡国際マラソンに初挑戦してきました！ 

結果は 2 時間 36 分 56 秒、約 800 人中の 300 位で、無事完走できました。 

日本のトップ選手と同じスタートラインに立つという刺激的な休日を過ごさせてい

ただきました。 

数日間は歩行困難ですが・・・満足です！ 

■田島 

皆さま、新年を迎えていかがお過ごしでしょうか。 

お正月と言えば子供の頃、凧揚げを兄弟、友人と競っていた私ですが最近は子供た

ちが凧揚げをする景色が見られないのがさみしくも時代なのかなぁと思ってしまい

ます。 

凧揚げ同様、今年も上へ上へを目指して頑張ります。 

■青木 

お正月はこたつにみかん、おせちに金柑、鏡餅にダイダイと柑橘の出番が多いです

ね。 

寒冷地出身の私は千葉に来たとき一般家庭の庭にみかんがごろごろなっていること

に驚きました。 

今年は我が家もレモンか柚子を植えてみようと思っています。本年もよろしくお願

いします。 

■高山 

私はまもなく生まれてから半世紀という人生の区切り迎え、いろいろな意味で変化

を感じています。2016 年は変革の年と言われていますが、みなさんの目標はいかが

でしょうか？本年も引き続きよろしくお願いします。 

ニュースレターの感想、取り上げて欲しいテーマ、相談など、ぜひご意見をお聞かせ下さい！ 

→ FAX:047-311-6678 / 電子メール：info@pcbrain.co.jp 

株式会社ピーシー・ブレイン 
発行責任者：高山卓巳 

〒270-2253 

千葉県松戸市日暮１－２－６ 

勝どきビル 

TEL: 047-311-6677 FAX: 047-311-6678  Email: info@pcbrain.co.jp 
 

 

 
 


