
応募者数 採択者数 採択率

一般型 8,044 7,308 90.9％

コロナ特別
対応型

6,744 5,503 81.6％

今年は、新型コロナウイルス感染症の関係もあり国だけではなく県

や市からも様々な補助金が発表されました。

まだ間に合うホームページ制作に利用できる補助金をご紹介！

▼小規模事業者持続化補助金

ホームページ制作やリニューアルの他にもチラシ等販路開拓を目的

のものであれば申請することができます。

今年は予算額が増額されただけでなく、補助上限額が上乗せされる

など、使い勝手の良い補助金になっています！

　【一般型】

　　補助上限額：50 万円＋事業再開枠最大 50 万円

　　補助率：2/3

　　第 3回締切：2020 年 10 月 2 日（金）（郵送時消印有効）

　　第 4回締切：2021 年 2 月 5 日（金）（郵送時消印有効）

　　第 5回締切以降については、未発表です。

　【コロナ特別対応型】

　　補助上限額：100 万円＋事業再開枠最大 50 万円

　　補助率：2/3 or 3/4（事業内容によって変動します）

　　第 3回締切：2020 年 8 月 7 日（金）（郵送時必着）

　　第 4回締切：2020 年 10 月 2 日（金）（郵送時必着）

　　第 5回締切以降については、未発表です。
▼IT 導入補助金　2020

特別枠（C類型）にて業務効率化の為の顧客管理や EC サイトで申請

することができます。

今年は公募前に購入した IT ツール等についても補助金の対象になり

ます。

【補助金概要】

　補助上限額：450 万円

　補助率：2/3 or 3/4（事業内容によって変動します）

　第 4回締切：2020 年 7 月 10 日（金）17 時まで

　第 5回締切以降については、未発表です。

複数締切があるとはいえ予算が決まっているため、早めに申請した

ほうが通りやすいのは確かです。

システムグラフィでは補助金申請書類のお手伝いもさせて頂きます

ので、お気軽にご相談ください！

小規模事業者持続化補助金（第 1 回締切分）採択率

第 1 回締切分は一般型、コロナ特別対応型ともに高い採択率に
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ウェブの知識をもっと深める！ WEB - B O X マガジン

ウェブ業界のホットな話題をいち早くお届け !

vol.7ウェブ ! 補助金のご紹介



②画像を効果的に使おう

文字だけの記事では、ユーザーの記憶に残らず、読み飛ばされてしまいます。

イメージを膨らます為に画像を掲載しましょう。画像を入れる際には、必ず

「alt」（代替テキスト）を入力して SEO 対策してください。画像を表現する説明文

を入力してください。キーワードに絡められるとより良いです。

SEO の基本は、サイトの訪問者が欲しい情報を載せることです。

ブログ機能を活用して、コンテンツを充実させていきましょう。

　皆様、サイトの更新はどれくらいの頻度でしていますか？

常にユーザーを引き付けるサイトにするには、定期的に新しい情報を更新し続け

ることが大切です。WEB-BOX を使えば、ブログ機能を使って新着情報の更新が簡単

にできます。今回はブログ機能活用のコツをご紹介いたします。

①強いキーワードを盛り込もう

いくら記事を増やしても、読まれなくては意味がありません。ユーザーが何に興

味があるのか、ニュースサイトや SNS などで話題のトピックをチェックし、興味

を引く強いキーワードを見つけましょう。例えば飲食店なら、「テイクアウトはじ

めました」や「配達対応しています」など、知りたい情報の記事を載せましょう。

画像の追加方法 ① [イメージ ]をクリックする

② [サーバブラウザ ]から
　画像をアップロードして
　[ OK ]で追加完了

画像のプロパティの
[代替テキスト ]に
画像の説明を入力

altの入力方法

キーワードを詰め込みすぎず
適切な説明を入力しましょう

これからの季節にぴったりな、サングラスを取り扱っているお客様2社を紹介いた

します！

1社目は、ジゴスペック様。

鼻パッドのないスポーツサングラス「AirFly エアフライ」の商品開発～販売まで

をされています。すべてのスポーツをする方をサングラスから支えています。スポ

ーツサングラスでお悩みの方、必見です。

2社目は、マグティク様

紫外線だけではなく、青色光（ブルーライト）から近赤外線までの有害光線をカッ

トするレンズの開発、それを使用したサングラスの製造、販売をされています。目

の健康を気にされている方、必見です。

2社ともECサイト（ネットショップ）を運営されており、なんと、今後、リニュー

アル予定なのです！どんなサイトになるのか楽しみですね。

補助金も検討中……これから補助金申請もまだまだ間に合います。

新型コロナウィルスの影響もあり、今後ますますECサイトの需要が高まってきてい

る今、補助金を使わない手はありません。

ECサイト制作をご検討中の方はぜひお問い合わせください。

WEB-BOX
vol.7

定番から裏技まで、すぐに使える活用法を分かりやすく解説 !

! 新着情報を更新しよう

(http://www.zygospec.com/)
制作秘話や運営について聞いてみました !

お客さま ! vol.7 株式会社ジゴスペック様
(https://www.iruv1000.com/)有限会社マグティク様



　皆さまはInstagramやTwitter、FacebookといったSNS(ソーシャル・

ネットワーキング・サービス ) を利用していますか？ SNS は現在、多

くの人の生活に馴染み、さらには、企業が広報活動などに SNS を活用す

ることも当たり前のこととなってきました。

　SNS の中でも特に「Instagram( インスタグラム )」は、企業にとって

も重要な活動の場のひとつとなっており、上手く使うことで、自分の企

業を広く認知してもらったり、商品購入に繋げることができます。

　実はシステムグラフィの Web 制作サービスでは、Instagram の投稿

を Web サイト内に表示させることができます。右の写真は Web ページ

に投稿を表示させている例で、ページ下の箇所に最新 10 件の投稿が表

示されています。

Web ページ上に Instagram を組み込むことで、投稿をより多くの人の

目に触れさせることができ、宣伝効果を高めることができます。また、

Web サイトの情報更新性も高まります。

　Instagram は既存の Web サイトへの組み込みも可能です。「自分のサ

イトに Instagram を組み込みたい」というお客様はぜひ一度ご相談く

ださい！

みなさんは Google が提供する Gmail を使っていますか？

フリーで使えるメールサービスではシェア 50％以上のサービスです。

Web サービスなのでメールソフトをインストールすることなく、PC・スマホで

利用できるので、プライベートやビジネスで使ってる人も多いと思います。

Gmail のメリットはたくさんありますが、1 番は優秀なスパムフィルタではな

いでしょうか。スパム判定率 99％以上とも言われているこの機能は過去以下

のように発展してきました。

2015 年　人工ニューラルネットワークを採用

2017 年　機械学習を使用してスパムをブロック

2019 年　スパムブロックに TensorFlow を採用

このスパムフィルタですが、誤判定も少なからずあります。全体から見れば小

さい数字ですが、お客さんからのお問い合わせや注文メールがスパム判され

る可能性もあります。Gmail ではスパム判定の設定があるんで、カスタマイズ

して誤判定を防ぎましょう。

急速にテレワークが広まっている今日においては、Gmail は便利なツールにな

ると思います。

Instagram

大切なサーバやセキリュティに関する情報を発信中 !

ホスティング ! vol.7 Gmailスパムフィルタ

今話題のトピックスをピックアップ !

TOPICS vol.3 InstagramをWebサイトに表示HOT



画像サイズ 96mm×67mm

　新型コロナウイルスの影響で外出が難しくなり、お客様と対面で

の打ち合わせが以前に比べて難しくなったのではないでしょうか？

弊社でも４月５月は感染のリスクに備えて、客先で打ち合わせをす

るのではなく、電話もしくはオンライン会議で打ち合わせを行って

おりました。最初は直接顔を合わせないことに違和感を覚えました

が、慣れてくると非常に手軽で資料の共有もできるのでスムーズに

打ち合わせを進めることができました。また移動の時間も短縮する

ことができるので、業務改善につなげることもできました。

　今回は私が試したツールの中で、使いやすかったものを紹介した

いと思います。ただそれぞれにいい点と悪い点があり、会社の業務

や打ち合わせの内容でツールの良し悪しが決まると思いますので、

そこも比較の対象にしていただき、自分たちの会社、お店に合うツー

ルを選択してみてください。

画像サイズ 96mm×67mm

③Meet Now　★★★★

新型コロナウイルスの感染が拡大している中、Skype が開始した新

サービスになります。特徴としてはブラウザに制限はあるものの、

Skype のアカウントを持っていなくても会議に参加できることです。

個人的な使用感としては画面共有機能が他のシステムに比べて使い

やすく、録画機能がついており、会議の記録ができるので、おすす

めです。

他にもオンライン会議のツールは複数あるのですが、無料で使いや

すいものは上記の 3つになります。個人的には参加しやすく、時間

制限もない「Meet Now」がおすすめでした。運用に抵抗があるかた

もいらっしゃるかもしれませんが、オンラインでの打ち合わせは非

常に便利でしたので、ぜひ使ってみてください。

①Zoom    ★★★

オンライン会議システムの中で最大シェアの有名なツールです。特

徴としては、ブラウザの制限がないため参加のハードルが低いです。

ただし、３人以上で会話する場合は時間が４０分に制限されるため

（無料版）、長時間の打ち合わせには不向きかもしれません。

②Microsoft Teams　★★★★

Office 365 が提供している Microsoft Teams ではチャット機能に加

えて、ビデオ会議機能が搭載されています。ホワイトボードの機能

で参加者に意見を提示することもできます。公的機関でも使用され

ており、セキュリティが高いことが特徴ですが、アプリのインストー

ルが必須で、参加者の招待は Zoom に比べると手順が多いです。

Zoom

Meet Now

ブラウザの制限 セキュリティ 時間制限

Microsoft 
  Teams

制限なし

制限なし

Google Chrome,
edge のみ対応

△

◎

○

無料版は
40分制限

なし

なし

各ツールの特徴

おすすめのオンライン会議ツール解説
～コロナによる外出自粛に向けて～

Webサイト制作・Webシステム開発 株式会社システムグラフィ
〒916-0038　福井県鯖江市下河端町414
TEL : 0778-51-7132 / FAX : 0778-51-7135
E-mail : webservice@s-graphi.co.jp

何かございましたら、
お気軽にお問い合わせください!

0778-51-7132 

オンライン会議ツールWEB-BOX ! vol.7

毎月開催中の勉強会の様子や次回の勉強会についてご紹介


