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☆今月のメニュー 

 

■動画コンテンツで集客 

■お問い合わせが増える

動画制作 

■セキュリティトピック 

Vista のサポート終了 

不審メールに注意！ 

■スタッフのツイート 

こんにちは、ピーシー・ブレインの高山です。 

この時期になると巷ではインフルエンザ流行してきますが、我が家では年明け

早々に家人が相次いで感染し、健康を意識する年の幕開けとなりました。 

さて、今月は動画の利用に関する話題を中心にお届けします。 

動画コンテンツで集客？！ 

毎年の年間検索ランキングには動画関連サイト・サービスがランクインしていま

すが、個人向けだけでなくビジネスサイトのコンテンツとして動画を利用する

ケースが増えています。今回は、「お問い合わせが増える動画」について焦点を

あて、弊社での事例を含めてご紹介します。 

■動画のメリット 

ホームページで動画を利用するメリットとしては次のようものがあります。 

１）文字や画像だけでは伝えにくい内容を表現できる 

 動画に含まれる情報量は、文字や静止画に比べると圧倒的に多くなっています。

これによって製造、施工や商品細部の「こだわり」、担当者やスタッフの「人柄

や性格」やお店や社内の「雰囲気」などを分かりやすく伝えることができます。 

２）閲覧者への強い印象を与える 

 映像や音声に加えて「ストーリー」とし

て伝えられることで、人の記憶に残りや

すくなります 

３）検索結果の上位あるいは目立つ場所

に表示される 

最近の検索エンジンは、検索結果に

Web ページ以外の情報を表示するよう

になっています（ユニバーサル検索と言

います）。これによって、より多くの訪

問者を獲得するこができます。 

右図は「九段下 インプラント」での検索

結果です。同じクリニック

の通常のページに先行

して動画コンテンツが

表示されています。このような SEO とし

ての効果もあります。 

 

動画はどこにおく？ 

ＳＥＯ対策として動画を配
置する際には自社サイト内
に（埋め込みではなく） 

配置した方が良いという意
見がありますが、注意が必
要です。 

動画は容量が大きいので
サーバー容量だけなく回線
への影響もあります。共用
サーバーなどの場合には動
画によって極端に遅くなる
こともあります。 

そもそも自社サイトへアク
セスした人の一部にしかア
ピールすることができませ
ん。 

また、動画を再生する環境
にはバラツキがあり、それ
ぞれの環境に適したタイプ
（形式、画質や解像度）の
準備には手間がかかりま
す。 

その点、YouTubeなどの
サービスを利用すれば、再
生環境に応じた様々なタイ
プの動画が自動的に用意さ
れるだけでなく、関連動画
としての表示や、シェアす
る機能などによって、多く
の人に再生してもらう機会
を得ることができる等メ
リットも多いのです。 図 1「九段下 インプラント」で検索（PC） 
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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 

お問い合わせが増える！ 動画制作サービス 

ピーシー・ブレインでは、動画を活用した SEO サービスとして「お問い合わせが増える動画制作」を提供し

ています。 

動画コンテンツは検索結果内にサムネイル（写

真）が表示されるため、テキストの検索結果と比

べると目につきやすくなっています。このためク

リックされる確率も必然的に高くなります。 

右図は、「動画制作 千葉県」で検索したときのも

ので、弊社の動画が表示されています。 

▼お問い合わせの増える動画の特徴 

一般的な制作サービスのように動画を撮影・編集

しておしまいということではありません。検索エ

ンジンの特性に合わせて動画シナリオを用意する

ことで、検索結果の上位に表示されるように制作

しています。 

これによって、動画からのアクセスも獲得できる

ようになります。 

また動画から誘導した先の成約率アップについて

は弊社の得意としているところで、併せて対応す

ることで高い反響・反応を得ることができます。 

▼事例・実績 

クリニック、士業や教育ビジネスなど地域に根ざしたビジネスや、製造・技術にこだわりのあるメーカーなど

の業種には特におすすめです。他の実績も含めてこちらでご案内していますので、この機会にぜひ一度ご覧く

ださい。 

https://www.pcbrain.co.jp/topics/2016/12/27/2226/ 

▼料金のご案内 

お問い合わせの増える動画制作は、全国どこへでもお客様の会社へ伺って撮影取材します。 

また、既に撮影済みの動画を流用することも可能です。 

 メイン動画 1 本＋サブ動画 2 本の計 3 本制作して 60 万円。 

集客動画のシナリオ作りから、プロスタッフによる撮影取材費込みです。 

※SEO 対策の為にサブ 2 本を作ります。（弊社動画も 3 本あります） 

 弊社会員様は 10％OFF の 54 万円。 

 更に、サービス開始キャンペーンで、3 月末までにご契約の場合は 48 万円です。 

 複数の動画を作りたい場合はご相談ください。一括注文ならば制作費用も割安になります。 

動画には興味があるもののどうやって作れば良いか分からなかった方、手間がかかりそうで躊躇されていた

方、自分たちの業種でどうやって利用すればよいのか知りたい方など、ぜひお気軽にお問い合わせください。 
 

 

検索ワード 

通常のページの検索結果 

図 2「動画制作 千葉県」で検索（スマートフォン） 
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ホームページ活用通信 ～ WEB マーケティングヒント 

セキュリティトピックス ～ Windows Vista 終了 / 不審メール 

■Windows Vista のサポートがまもなく終了します 

昨年の Windows XP のサポートから１年、今度は Windows 

Vista のマイクロソフトのサポートがまもなく終了します。 

２０１７年４月１１日の月例アップデートが最終です。 

Windows XP に比べると、「重たい」「遅い」「使い勝手が悪い」などの評判もあって、XP ほど多くの利用

者がいませんが、まだ利用

している方はご注意くださ

い。 

なお、現在提供されている

最新 OS は Windows10 で

す が 、 Vista か ら

Windows10 へのアップグ

レードは提供されていません。 

一度 Windows7 や Windows8 にアップグレードした上で Windows10 に移行することはできますが、

Windows7 や 8 は既に販売されていませんので、基本的にはデータやファイルのみを移行して設定は別途行

う必要があります。 

また、同時期に発売された Office2007 については、2017 年の 10 月がサポート期限となっています。 

Windows7 などで Office2007 を使っている場合でも、サポート期限切れとなることでセキュリティ上のリ

スクを抱えることになるので注意しましょう。 

■マイクロソフトを名乗る不審メールにご注意を！ 

1 月に入ってからマイクロソフトを装った不審なメールが大量

に出回っています。 

『ご注意！！OFFICE のプロダクトキーが不正コピーされてい

ます。』というタイトルのメールで、文中には、認証手続きを

行わせる不正なサイトへ誘導するリンクが記載されています。 

このリンク先の画面は右図のようなものですが、巧妙にマイク

ロソフトのサイトを真似て作られています。このまま先に進む

とクレジットカード情報などを盗み出すことを目的とした画面

になりますので、決してアクセスしないようにしてください。 

本件に関してはマイクロソフトをはじめ、各所から注意喚起が

されています。改めてご注意ください。 

http://news.microsoft.com/ja-jp/2017/01/12/170112_information/  

既にサポート終了 
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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 

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 

- 問合せが増える動画制作 

- 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】 

「どん兵衛にゆでキャベツともやしとにんにくと牛脂をトッピングすると 

かの有名なラーメン店・二郎の味になる」という情報を見つけたので 

B 級グルメの探索に余念の無い私と致しましては早速スーパーで材料購入。 

一口食べて気付きました…ここは関西。 

売られているどん兵衛のスープは「(W)＝関西風」。 

大変お上品な二郎が出来上がりました。（それはそれで美味しかったです） 

【豊桑】 

寒さによるランニング練習中のケガを予防すべく、最寄り駅の 24 時間営業ジム

を契約してみました。 

ジムは暖かいし、ランニングマシンにはテレビも付いていて退屈しない・・・は

ずなのですが、30 秒おきに時計を見てしまうぐらい苦手なようで、結局外で

走っています。ケガ予防の模索は続きます。 

【田島】 

大寒を過ぎ、朝出勤すると信州出身の青木さんと私は「今朝も凍(し)みますね」

から始まり、田舎からはマイナス 20 度の便りも届いている今日この頃です。 

毎日、カイロや石油ストーブの暖かさが手放せませんが、皆様も風邪やインフル

エンザなどにはお気をつけてお過ごしください。 

【青木】 

１月は寒い日が続きましたが皆さま体調はいかがでしょうか。 

我が家は全員で軽い風邪をひきつつもインフルエンザやノロウイルスは今のとこ

ろ回避しています。 

風邪の際、甘酒を飲んで栄養補給していたのですが美味しさにすっかりはまって

しまい今では毎朝の習慣です。 

ひな祭りシーズンで色々な種類の甘酒が売っているので飲み比べも楽しいです

ね。冬の栄養補給に甘酒おすすめです。 

【高田】 

初めまして。高田と申します。 

今年の一月からお世話になる事になりました。どうぞよろしくお願いいたします。  

我家には、１０年ほど前に福引で当たった小さなシクラメンの鉢があります。 

ベランダに置きっぱなしで肥料もやらず、週に一回の水やりをするだけなのです

が毎年花を咲かせます。 

今年も白地にピンクの縁取りがついた可愛い花が咲きました。 

冬の寒さの中でも健気に咲いている花を見ると、何だか少し元気になります。 

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 
 


