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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 2017年 8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 

☆今月のメニュー 

 

■休暇時期のセキュリ

ティ対応は慎重に 

 休みに入る前の準備 

 休み中の注意 

 復帰した後の対応 

■お問い合わせの増える

SEO 動画 

  弊社事例の紹介 

■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。 

東京オリンピックまで残り３年を切りました。最近の気候ははっきりしません

が、2020年のこの時期はいったいどうなっているのでしょうか。 

さて、今回は夏期休暇に向けてセキュリティ関連の情報を中心にお届けします。 

休暇時期のセキュリティ対応はより慎重に！ 

夏休みなどで長期休暇の多いこの時期には、セキュリティに関する注意喚起情報

が出てきますので、今年もまもなく IPA から発表されるはずです。 

例年に比べて、今年は不正アクセスやウイルスによ

る被害が多く報告されていますので、より注意して

休暇時期を迎えるようにしましょう。 

▼休み入る前の準備・対策 

 連絡体制の確認 

もしもの緊急時の連絡がスムーズにできるよう担当者や社員の連絡先・連絡方法

や体制を確認しておきましょう。 

また、Web サーバーや EC サイトの管理を外部に委託しているケースも増えてい

ますので、管理会社からの連絡についてもしっかりと確認しておきましょう。ト

ラブルが起きた際に社員の誰にも連絡が取れなかったでは洒落になりません。 

なお、通知先がメールの時には注意が必要です。メールを社内でしか受信できな

いような運用にしていると、休暇の際に受け取ることができません。追加のアド

レスを指定する、転送する等の工夫が必要です。 

 サーバー状態のチェック 

Web サーバーやメールサーバーを自社で管理している時には、端末同様にセキュ

リティアップデートを適用しておきましょう。最近では WordPress など CMS

の脆弱性を狙った攻撃が増えているので、利用しているツールのセキュリティ情

報をチェックして、穴を塞いでおきましょう。 

また、休み期間中も外部からのメールは届きます。 メールサーバーがあふれて受

信できなくならないよう、空き容量を確認しておきましょう。 

 使用しない機器の電源オフ 

休み中に使用しない機器の電源はオフにしましょう。その際に万一起動しないリ

スクに備えてバックアップを取っておくことも忘れずに。 

なお、電源オフは不正アクセスを防止するという点だけでなく、最近の高温で空

調の効いていない室内では機器の温度が想定外に上昇してしまうことがありま

す。温度上昇による故障を未然に防ぐ意味でも有効です。 

    

Windows10でも注意！ 

最新のOSのWindows10
ですが、実はサポートが終
了しているバージョンがあ
ります。 

最初にリリースされた
Windows10 (2015/7)
は、5 月 9 日の更新で終
了しているのです。 

実はWindows10の製品
バージョンは、さらに細か
い区分があります。前述の
バージョンは、"1507"
で、現在のサポートされて
いる最新の"1703"とは別
のものです。 

Windows10だから自動
的に更新されるので大丈
夫！と慢心していないで
しょうか？ 

心当たりのある方、気にな
る方は、いま一度正確に
バージョンをチェックして
みてください。 

Windows 10 Version 

1507 に対するセキュリティ

更新プログラムの提供終了 

https://goo.gl/LZdWDW 
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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 

▼休み中に注意すべき事項 

自宅等に持ち出したパソコン等の機器やデータは、ウイルス感染や紛失、盗難等によって情報漏えい等の被害

が発生しないよう、より慎重に管理してください。特に自宅のネットワーク環境のセキュリティレベルに自信

が無い場合には、ウイルス感染のリスクも高いのでネットワークに接続しないのも一案です。 

 

▼休みから復帰した後の対応 

休み明けのタイミングは、セキュリティレベルにバラツキがあり、ウイルス感染などのリスクがもっとも高い

時期です。５月に感染被害の広がったランサムウェア（WannaCry）も連休明けの時期からの感染ですの

で、まずは頭を切り換えると同時に機器等のセキュリティもチェックしましょう。 

 更新プログラムの適用 

Windows を利用している場合は、月例の更新プログラムを必ず適用してください。今年に入って流行してい

るランサムウェア（人質ウイルス）も更新プログラムが適用されていない端末が感染対象です。ちなみにこの

８月は１２日が更新プログラムの提供日です。この時期をまたいで休んでいる場合には、まず更新プログラム

を適用することから始めてください。 

 ウイルス定義ファイルの更新 

セキュリティソフトのパターンファイルが休み前のままになっています。メール受信を含めて業務を始める前

に、ウイルス定義を更新して、最新状態にしてください。 

 持ち出し機器のウイルスチェック 

パソコンや、USB メモリ等の機器を持ち出していた場合は、社内ネットワーク・機器に接続する前にウイルス

チェックは必ず行ってください。 

 ビジネスメール詐欺にも注意！ 

メールの中には、送信者や文面を実際の企業や文書に巧妙に似せることで、担当者を騙して送金させる「ビジ

ネスメール詐欺」という手口があり、実際に被害もでています。 

休み明けのタイミングで、慌てて機械的に処理するので

はなく、本当に正規のやり取りかどうかしっかりと

チェックするようにしましょう。 

※このタイプのメールは、ウイルスと認識されないため

セキュリティ対策ソフトをすり抜けてきます。 

【参考情報】 

・長期休暇における情報セキュリティ対策 

https://www.ipa.go.jp/security/measures/vacation.html 

※夏期休暇向けに更新される可能性がありますので最新情報をチェックしてください。 

・感染が拡大中のランサムウェアの対策について 

http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20170628-ransomware.html 

・【注意喚起】偽口座への送金を促す“ビジネスメール詐欺”の手口 

https://www.ipa.go.jp/security/announce/20170403-bec.html 
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お問合せの増える動画コンテンツ（弊社事例の紹介） 

お問い合わせの増える動画 SEO は、弊社でも実践しています。 

「動画制作 千葉」と検索すると右図のように最上位に動画の画面と併せて表示されます。 

このように、依然として SEO 効果の高い動画コンテンツですが、今回３本の動画を追加しましたので、紹

介したいと思います。 

▼弊社事例のご紹介 

今回は、ホームページからの問合せを増やすための秘訣につい

て、次の 3本の動画を追加しました。 

実際に再生していただきその内容も参考にしていただければと思

います。 

 問合せが増えるサイト制作の秘密とは？ 

 https://youtu.be/aNvnOqRZZSw 

集客用ホームページについて弊社が考えていること、そして実際

に問合せを増やすために重要なことについて解説しています。 

 集客ホームページ制作の秘密とは？ 

 https://youtu.be/ImSPEYPClag 

ホームページからの問合せを増やすために、20年以上の制作経

験、９００件以上の制作実績を持っている弊社が意識しているこ

となどについて解説しています。 

 問い合わせを増やす PDCA の秘密とは？ 

 https://youtu.be/MSZkqjG30B0 

ホームページの効果を最大限に引き出すためには、作ったあとの

運用がとても重要です。そのために特に留意していただきたい点

について改めて説明しています。 

これらの動画は、これまでの動画と同じように YouTube に掲載すると同時に、弊社のホームページ内でも

掲載しています。 

また、それぞれの動画を関連づけたり、動画からホームページへリンクさせたりする動画上の設定・工夫も

していますので、その辺りも含めてぜひチェックしてみてください。 

▼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、今回弊社事例でも紹介した動画の持つ SEO 効果を活用した「お問い合わせが増

える動画制作」サービスを提供しています。 

お客様の会社へ伺って撮影取材します。シナリオ作り、撮影取材もプロスタッフによって行います。 

動画制作のメリットを弊社動画の中で紹介していますので、ぜひご覧ください。 

効果がすぐ分かる、いまがチャンスです！ まずはお気軽にお問い合わせください。 
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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】 

スーパーで皮付きとうもろこしが並ぶ季節ですね。 

私は皮ごと電子レンジに入れて５分加熱後、皮をむいて濃い目の塩水でコー

ティング派です。 

あとはとうもろこしと三つ葉のかきあげ。炭水化物を炭水化物でコーティング

する食べ物ですが間違いありません。 

今年はリングに通すと身が取れるとうもろこしカッターを導入したので夏の料

理が捗ります！ 

【豊桑】 

世界陸上まであと 2 週間です！！！！！ 

自分にとっては毎日が見どころなうえに、会場であるロンドンとの時差は 8 時

間・・・ 

決勝レースはほとんどが明け方開催ということで文字通り昼夜逆転です。 

さすがにリアルタイムで見るわけにはいかないので、予選から YouTube にアッ

プしてくれる世界中の職人さん達に期待しつつ、Twitter で速報結果を追うとい

う今風の観戦を予定しております。 

【田島】 

暑中お見舞い申し上げます。 

季節は大暑。夏休み、花火、スイカ、クワガタ...夏も大好きなものがたくさんあ

る田島です。暑いですけど… 

朝の通勤途中に蝉の抜け殻を見つけることが多くなって、夏を実感しています。  

そういえば、ドラマやアニメで夏らしさの効果音として『蝉の声』は定番です

が、これは日本独特の物らしいですね。 

蝉の声に夏を感じる、ロマンですよね。暑いですけど… 

みなさま、ぜひとも暑さにお気をつけてお過ごしください。 

【高田】 

炎天下 4 時間テニスをした後、首の周りと背中が赤くかぶれたようになりまし

た。しかも痒い・・・ 

薬局で薬剤師さんに聞いたところ、汗疹ではないかという事でお薬を買いまし

た。小さい頃、夏の汗疹といえばベビーパウダーだったので、ついでに購入。 

「夏のお風呂上りにパタパタはたかれたなぁ・・・」と懐かしくなり、お風呂

上りに首の周りにパタパタ。ふんわり優しい、懐かしい匂いがしました。 

不思議と赤みも痒みも無くなり、今は普通の状態です。 

折角買った汗疹用のお薬は、洗面台の隅で開封される事もなく佇んでおります。 

この先、果たして使う事があるのだろうか？と思う今日この頃です。 

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 
 


