
HP運用サポートサービスWEB-KOMON（ウェブコモン）なら、レンタルサーバー+SEOサービス
がセットで低額！優良被リンクの取得代行、面倒なリンクページ更新も弊社が行います。
更にわずらわしいサーバー管理とメールアカウント管理もすべてまるっとお任せ！
「パソコンの調子がおかしい」「インターネットで判らないことが…」などサーバー以外の社内 ITト
ラブル相談もできてしまう、トータルで安心、メリット絶大のサーバーサービスです。

初期設定費用9,000円の

9,000円月
額

◎ 独自ドメイン取得・維持・管理費用込
◎ 大容量30GB! メールアカウント数も無制限！
◎ 優良被リンク取得代行、リンクページ更新作業込み
◎ 独自CGI、PHP、各種システム利用可能
◎ ホームページ更新サービスを会員特別価格でご提供

株式会社ピーシー・ブレイン
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トラブト ルででもももでもルで 心心安心安心安心トラブルでも安心

◎ 訪問者、お問い合わせが少ないんだけれど…
◎ アクセス解析のデータをどう活用したらいいのか…
◎ 社内で更新したいんだけれどいい方法ある？
◎ SEO、SEMって一体なに？

経験豊富な当社スタッフがアドバイザーとなって、貴社の
IT運営をバックアップ致します。
メール、お電話にてお気軽にご連絡ください。

＊ デザイン制作やページ更新、および調査業務等、実作業や役務を伴うサービスではありません。　＊ 出張サービスや調査費用が必要な場合は、お客様の事前了承の上、別途料金を頂きます。

「社内にホームページやパソコンに詳しい担当者がいる」
そんな感覚で、ぜひお気軽にご利用ください。

ホームページ作成、集客に関する相談

◎ メールソフトの設定が判らなくなってしまった
◎ メールの送信、受信がうまくいかない
◎ 広告やいらないメールがたくさん届いて困っている
◎ 携帯から会社のメールをチェックできるようにしたい

メールに関する相談

◎ インターネットにつながらなくなってしまった
◎ パソコンが調子悪い。どうしたらいいの？

社内の ITトラブル相談
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検索順検索検 位ぐんんんんぐんぐぐぐぐぐんんん PPPUPUPUPUPUU検索順位ぐんぐんUP 「WEB-KOMON」SEOサービスの効果 Yahoo!Japan 検索順位の変化

※2012年2月現在

新宿ボルコ様
栄進電気様
●優良サイトとの相互リンクを多数獲得。その結果、検索順位上昇に大きな影響を与え、安定して上位表示されるようになります。

「スペイン料理 新宿」
「特注ケーブル」

圏外⇒1位
圏外⇒1位

東和オート様
山本塗装様

「車検 松戸」
「塗装 松戸」

圏外⇒1位
25位⇒1位

でも今も契約サーバーあるし…引越しはちょっと。
ホームページデータとかメールの移転って面倒なんでしょ？

現在お使いのサーバーからWEB-KOMONサーバーへお引越しの際に発生するホームページデータの載せ
換え業務、メールの設定、ドメインの移管は弊社にて無料で行います。お客様はメールソフトの設定を変
更するだけ。もちろんその方法もスタッフが丁寧にサポートさせて頂きます！
＊ データベース利用時など一部データの載せ換えが有料となる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

WEB-KOMONならサーバー移転作業も無料でおまかせ！WEB-KOMONならサーバー移転作業も無料でおまかせ！
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SEOサービス付きレンタルサーバー誕生
引越しするだけでメリット絶大!!

Yahoo!/Google 検索順位グングンUP

「WEB-KOMON」SEOサービスの効果 Yahoo!Japan 検索順位の変化
※2009年12月現在

新宿ボルコ様
栄進電気様

「スペイン料理 新宿」
「特注ケーブル」

圏外⇒1位
圏外⇒1位

東和オート様
山本塗装様

「車検 松戸」
「塗装 松戸」

圏外⇒1位
25位⇒1位

※弊社にて選定を行ったウェブサイトへのリンクを専用リンクページへ不定期に追加致します。リンクを行うウェブサイトの指定は別途更新サービス料金が必要です。
※相互リンクを解除したいウェブサイトがある場合はお気軽にお申し出ください。速やかに対応させていただきます。
※当サービスは検索結果上位表示の一因である被リンクの獲得を行うサービスであり、検索結果順位の保証を行うものではありません。

◎ 貴社ホームページに専用リンクページを無料で作成！
　 スタイリッシュでミニサイズのボタン。決してデザインの邪魔はしません。
◎ ページランクの高い優良サイトとの相互リンクを弊社が随時追加。
◎ リンクサイトの選定から更新まで全ての作業はWEB-KOMONにお任せ。
◎ 不要なリンクはお気軽にお申し出下さい！速やかに削除します。SSSSSSSEEEO
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WEB-KOMONをご契約したら、あとは順位のアップを静かにお待ちください

面倒な被リンク獲得作業もWEB-KOMONなら何もせずに待っているだけ
相互リンクが可能な
優良サイトを探す
なかなか見つからないかも・・・

探したサイトのリンクを
自分のサイトに貼る
業者に頼む手間も必要かも・・・

相手にリンク報告と
相互リンク依頼を連絡
連絡しても見てもらえないかも・・・

相手がリンクを貼って
くれることをじっと待つ
結局リンクしてもらえないかも・・・

お客様自身で被リンクの
獲得作業を行う場合

WEB-KOMONを
契約する

探したサイトのリンクを
自分のサイトに貼る

WEB-KOMONを
ご利用の場合

リンクが増え、順位がだんたんとアップしていくのを待つのみ。

実は被リンクってこんなに重要で、奥深いんです。

WEB-KOMON
会員特典その1 SEOサービスって一体なに？

SEO=Search Engine Optimization（検索エンジン最適化）
SEOとは、Yahoo！やGoogleなどの検索エンジンの検索結果に自社ホームページを上位表示させ、
より多くの見込み客をホームページへと誘導するWEBマーケティング方法です。 
SEO対策には大きく分けて以下の2種類があります。

内部要因は初期制作時にある程度のコストを掛けることができれば、一定の効果は得ることができます。しかし外部要因のSEO
対策にはホームページ公開後の継続的で地道な努力が必要となっています。
WEB-KOMON会員特典のSEOサービスでは、外部要因のSEO対策の1つである「被リンク獲得作業」を代行いたします。

「被リンク」とは「他のホームページに貼られた自身のホームページへのリンク」のこと。
この数が多い程、第三者（他のホームページ）からの人気があるとみなされ、検索エンジンは高い評価を付けます。
しかし、ただやみくもにリンクを増やすのみでは正しい評価は得られません。
どのようなページからどのようにリンクされているか…という、リンクの「質」が非常に重要なのです。
WEB-KOMONでは会員様のホームページに、既に検索エンジンからの評価が高い「優良サイト」からの「有効な」
リンクを継続的に追加していきます。

誰にも見られないホームページは、あっても意味がない !!

ホームページに掲載する情報や、
HTMLコーディングの手法を
工夫する対策。

内部要因のSEO対策
他のホームページからリンクを
貼ってもらう等、他社からの評価、
紹介を増やす対策。

外部要因のSEO対策



●更新依頼の受付は毎月1回
●1回あたりの更新情報量は最大A4/1ページ分まで
●同一サイト内であれば複数ページ、複数個所の更新もOK

WEB-KOMON会員様はホームページ係も特別価格

単発の更新ではなく、定期的に実績やニュースを掲載していきたい、継続してホームページのボリュームを増やして
行きたいというお客様には、月極ホームページ更新代行サービス「ホームページ係」をおすすめ致します。

「ホームページ係」の名の通り、あんしんの選任担当制。納得の価格と高品質の月極サービスです。

料金は全て税別になります。消費税は別途申し受けます。

月極ホームページ
更新代行サービス

月額 ⇒12,800円 9,800円

ホームページ係ホームページ係ホームページ係毎月定期的な更新が
ある方にはコチラ !

基本料金

基本料金 15,000 円 ⇒ 無料更新内容の確認 /サーバー環境の確認
更新原稿など、素材の収集・管理 /データバックアップ

ページ制作

1ページ追加制作 12,000 円 /1ページ既存のページのデザインを元に新しいページを制作

既存ページの修正
5,000 円 /1ページテキストの修正・削除・追加

1,500円 /1点画像の差し替え・削除・追加

全ページ共通部分変更 10,000 円～全ページに共通で表示されるメニューボタンなどを変更
デザインおよび構成、ページ数等によりお見積もり

イベントページ制作 70,000 円イベント用の特設ページを1ページ新規制作
バナー作成、トップページに貼り付け。イベント終了後削除

ページ掲載素材の制作

画像加工 2,000 円 /1点～見栄えを大切にしたい画像について加工。内容によりお見積もり

動画加工 80,000 円～お客様撮影の動画をホームページで閲覧できるように加工

原稿作成（ライティング） 20,000 円 /1ページ～ホームページで伝えたい内容について記事を作成します

取材（写真撮影など） 50,000 円 /半日程度ページに掲載する写真の撮影、またはライティングの取材に伺います。

バナー制作 15,000 円～静止画バナーを制作します

FLASH制作 100,000 円～ご希望の FLASHムービーの制作。動作・機能によりお見積もり

WEB-KOMON
会員特典その2 更新代行サービスが会員特価に !

WEB-KOMON会員様には特別価格でホームページ更新代行サービスをご提供。基本料金が毎回無料！
廃盤になった商品が掲載されたままだったり、商品価格が古いままだったり、あげくはトップページの新着情報の日付が数年前・・・。
せっかくホームページを作っても、ほったらかしでは集客効果がない事はもちろん、信用失墜の原因にもなりかねません。
ピーシー・ブレインのホームページ更新代行ならメール・電話で簡単依頼、最短1日からのスピード対応、そして高品質。
さらにWEB-KOMON会員様なら基本料金 (15,000円 )が毎回無料の特別価格。ぜひこの機会にご検討ください！

あなたのホームページ、古い情報のままほったらかしになっていませんか？

お問い合わせ・お申し込み　貴社の悩みを解決するプランを考え、ご提案します

0120-841-179
http://www.pcbrain.co.jp/

平日10:00～ 17:00
土日祭日、弊社の既定する休日を除く

info@pcbrain.co.jp
株式会社ピーシー・ブレイン

(＊1)弊社にて任意のタイミングでバックアップを取得します。特定のお客さまのご要望による特定データの復旧には対応しておりません。 

ホームページ機能
基本容量
独自ドメイン利用
Webアカウント
アクセス解析
データ転送量
SSL対応（有料）
独自CGI
各種プログラム言語
SSI
.htaccess
DB SQLite
DB MySQL（有料） 
各種アクセスログ
マルチドメイン

300GBの大容量

取得・移転/移管・維持費用込み

ディレクトリごとに管理者を分割可能

アクセス解析

無制限。転送量に応じた課金無し

初期設定費用18,000円、月額5,400円 

自作のCGIが設置・ご利用可能

Perl、PHP、Ruby、Python対応

execを含め全てのコマンドに対応

各種アクセス制限等可能

手軽で高速なデータベース

初期設定費用3,500円、月額3,500円

FTP、Webの各種アクセスログ提供

非対応。複数契約が必要となります。
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メール機能
独自ドメインのメール
メールアドレス数
迷惑メールフィルタ
迷惑メール隔離
ウイルスチェック
メーリングリスト
メール転送
不正リレー対策
メール自動返信
Submissionポート
送信ドメイン認証
Webメール
その他のサーバー機能
ファイアウォール
バックアップ(＊1)

独自ドメインでのメール運用が可能

メールアドレス数は無制限

迷惑メールをサーバーで自動判定

迷惑メールをサーバーで隔離

サーバーがウイルスメールを駆除

事前に登録した宛先に一斉送信

指定したアドレスへメールを転送

メールの不正な配信を防止

不在時や受付などメールを自動配信

Outbound Port25 Blockingに対応

DNSサーバーにSPFレコードを登録

携帯電話やブラウザからメールが読める

サーバーへの攻撃のリスクを低減

全データのバックアップを1日1回実施
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WEB-KOMONレンタルサーバー機能一覧

お申し込みの流れ

STEP1

STEP1

STEP2 STEP3

お申し込み書の送付

詳 細

まずはピーシー・ブレインまでお電話、メールにてご連絡いただき、お申し込み書をお取り寄せください。
弊社よりサービスお申し込み書と自動口座振替※のお申し込み書を送付させていただきます。
内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて返送ください。

※オプションサービスをご利用の場合は別途金額をお問い合わせください。

STEP2 お申し込み書を受領次第、弊社よりお申し込み金のご請求書を郵送させていただきます。
ご確認の上、ご請求書記載の銀行口座までお申し込み金をお支払いください。
お申し込み金 36,000円（初期費用9,000円+月額利用料9,000円×3カ月分）

お申し込み金のお振込 サービス開始

STEP3 ご入金確認後、当社よりサーバー準備完了のお知らせを送付させていただきます。
また必要に応じてメールアドレス設定、ホームページの引っ越し作業を行います。
サーバー準備完了、サーバー移転作業が完了次第、サーバーサービスならびにITサポートサービスの
開始となります。


