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ウェブ業界のホットな話題をいち早くお届け !

ウェブ ! 補助金に関して

　今年度はコロナウイルスに影響を受けた事業者向けに数多くの補

助金が国から発表されましたが、皆様は活用されておりますでしょ

うか？幅広く活用できる補助金として小規模事業者持続化補助金が

あります。今年度は 4回の受付締切が設けられ、３回分が終了しま

したが、いずれも高確率で採択が通っている補助金です。最終の締

め切りまでもう少し時間がありますので、是非ご検討してみてはい

かがでしょうか？

■小規模事業者持続化補助金

第 4回　受付締切　2021 年　2月 5日　（金）

採択結果発表　　　2021 年　4月ごろ

事業実施期間　　　2021 年　11 月 30 日まで

・対象 従業員 20 名以下
※サービス業は 5名以下

・補助額  最大 50 万円

・補助率 3分の 2

・締切 令和 3年 2月 5日（金）

・管轄 経済産業省

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者感染拡大防止対策事業補助金（福井県限定）

上限　１０万円

下限　５万円

助成率 4/5

令和 3年 1月 29日 (金 ) まで

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と経済活動を両立するため、

店舗や事業所等において行う感染拡大防止対策にかかる費用を

助成します。

＜対象者＞

・福井県内に事業所等を有している事業者

・福井県の感染拡大防止対策ガイドライン (暫定版 )に基づいた

感染防止の取組みを実施していること。

※詳細は「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」と検索して下さい。

・事業所に福井県の「感染防止徹底宣言」ステッカーを

掲示していること。

＜対象経費＞

●飛沫感染対策費用

（例：アクリル板、透明ビニールシート、フロアマーカーの購入等）

●換気対策費用

（例：換気設備の整備、網戸等の購入　等）

●消毒・衛生管理費用

（例：マスク、フェイスシールド、体温計、サーモカメラ、

トイレ用ペーパータオルホルダー、使い捨てアメニティ用品、

消毒液、アルコール液、消毒設備の購入 等）

●非接触対応費用

（例：キャッシュレス機器、非接触型蛇口の設置等）

申請期間

　補助額



まず、サイトマップとは？
WEBサイト全体の構造を一目でわかるようにするための地図のようなものです。どんなコンテンツが
あるのか、それぞれがどこに位置しているのかを伝える役割のある「XMLサイトマップ」です。

XMLサイトマップを送信することで、ページの情報を検索エンジンに正確に伝えることができるため、
ユーザーは迷うことなく求めるコンテンツに移動することができ、離脱率をさげる効果があります！
また検索エンジンが、どのページをインデックスして、どのページをインデックスしていないかを
明確に把握することができます。インデックスされていないページの問題点を早期改善することが
可能なので、ユーザーを逃してしまうというリスクも軽減させることにもつながります！

なので、XMLサイトマップはSEO対策(検索エンジン最適化)にも効果があると言われています。
そして、SEO対策(検索エンジン最適化)のために、サイトマップ送信を必ず行う必要があります。

該当するWEBサイトはこちらです↓

・常時 SSL サイト移行・公開したての WEB サイト ・規模の大きな WEB サイト

・複雑なリンク階層構造を持つ WEB サイト

・どのページからもリンクがかかっていないページが存在する場合

・モバイル対応サイトで PC 向けとスマホ向けの URL が異なる場合

該当する方は、必ずXMLサイトマップ送信を忘れずに行ってください。
サイトを開設時に、弊社にて代行してXMLサイトマップ送信を行っていますので、
もしも再送信をご希望の場合はお気軽にご相談ください。

についてご紹介したいと思います。「サイトマップ送信」

自分のサイト内のページを一覧表示して、ユーザーにわかりやすく誘導をするサイトマップ。
みなさんも設定していますか？ Google公式のSEOガイドラインの1つとしても挙げられている
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WEB-BOX
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 !

!

(https://www.opteyebis.com/)

制作秘話や運営について聞いてみました !

お客さま !

vol.8 サイトマップ送信

vol.8 佐々木メガネ 様

　福井市にある眼鏡店「opteyebis 佐々木メガネ since 1914」様です。創業 100

年以上と歴史ある眼鏡店で、6年前に福井市下馬にて新店舗を出され、そのお店の

ホームページを作成していただきました。

　チェーン展開されている眼鏡店と違って、一人ひとりのお客様に真摯に向き合

い、買う前のヒアリングや、視力検査、フィッティング、買った後のアフターフォ

ローまで丁寧に接客、対応してもらえることがホームページを見に来た方に伝わ

るようにサイト構成をし、作成致しました。店主様の人柄や眼鏡への想いが伝わ

るサイトになったのではないかなと思います。

　また、先にも書いた通り、佐々木メガネ様は創業から 100 年以上たつ眼鏡の老舗。

ただ単にかっこよくスッキリとしたサイトというわけではなく、歴史のあるお店

として見て頂けるように気を付けました。

　また、サイトを公開して間もなく、ホームページを見たと、初めてご来店いた

だくお客様がお店に来られたようで、作る側としては幸先のいい結果が出てよかっ

たなと思います。これから検索順位を上げていくため、グーグルマイビジネスへ

の登録などすることは盛りだくさんですが、そうした地道な作業をやり続けるこ

とで結果につながります。皆さんも改めてサイトの登録や改善を行いましょう。

　



　皆さまは普段パソコンからウェブサイトを閲覧するとき、または WEB-BOX の管理画面を

使う際には、どのブラウザを使用されているでしょうか？もし、「Internet Explorer 11」

( 以下、IE11) というブラウザを現在お使いの場合、少し注意が必要、または、使用するブ

ラウザを別のブラウザに切り替えた方がいいかもしれません。

　IE11 は、2013 年から長年にわたり Windows の標準ブラウザとして採用されてきました。

しかし、Windows 10 からは標準ブラウザの座は後継ブラウザである Edge に代わられ、

IE11はやがてサポートを終了する運命にあります。IE11は、世の中では既に「古いブラウザ」

という扱いになりつつあります。

　世の中のウェブサイトの中には「IE11 には未対応で閲覧できない」というサイトも増えてきています。

　例えば、SNS の「Twitter」や「Instagram」のサイトに IE11 を使ってアクセスをしてみると、IE11 の画面には「アクセスしようとした 

Web サイトは、Internet Explorer では動作しません」といった文言が表示されます。さらに、自動的に Edge が起動しサイトが開き直され

るようになっています。他にも、アップルやブルガリといった、有名企業のウェブサイトでも同様に、IE11 でサイトを見ることができません。

このように IE11 は、既に現在のウェブサイトやウェブサービスには十分に対応ができておらず、使用することが徐々に難しくなっています。

　IE11 から別のブラウザに切り替えることで、より快適にインターネットを使うことができます。実は、ブラウザというのは自由に選択し

て使うことができます。世の中にはマイクロソフトの Edge の他にも、Google が開発する「Chrome」や、Mozilla Foundation が開発してい

る「Firefox」など、魅力的な機能を持ち、安全に使用できるブラウザがあります。もちろんこれらは無料で導入することができます。各ブ

ラウザには便利に使える独自の機能もありますので、ぜひ「自分に合ったブラウザ選び」をしてみてください。

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 !

今話題のトピックスをピックアップ !

TOPICSHOT vol.4 Internet Explorer11について

vol.8 お問い合わせフォームのスパム対策

最近、ホームページのお問い合わせフォームが悪用され、

大量のスパムメール送信に利用されてしまう被害が増えているようです。

スパムメールが【届く】のではなく【送信に利用される】のですが、

これにより以下のような困った事態が引き起こってしまいます。

・第三者がスパム被害者となる。

・サーバ全体を巻き込んで、ブラックリスト登録される

お問い合わせフォーム側で対策をされていないと、

どちらのホームページでも同様の問題が発生する可能性があります。

対策としては以下の様なものがあります。

・アクセス元の IP アドレスを遮断

・お問い合わせ受け付けメールを投稿者アドレスに送信しない

おかしなお問い合わせが増えた等、異変を感じた場合は 1度お問い合わせフォームを確認することをお勧めします。

よくわからない場合は、ご連絡いただければサポートさせて頂きます。

★お問合せフォームからスパムメールが送信される被害が増えています！？



Webサイト制作・Webシステム開発 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 
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

WEB-BOX ! vol.8

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

最近の勉強会について

毎月、開催している WEB-BOX 勉強会ですが、

実は 7月の勉強会からオンラインになっていたのです。

メルマガにてご案内をお送りしております。そのなかにもオンライ

ンで開催することを書かせて頂いているので、ご存知の方もいらっ

しゃることでしょう。

今まではみなさまに本社にお越しいただく形での勉強会でしたが新

型コロナウィルスの影響を受け、勉強会の中止も危ぶまれましたが、

オンラインで開催することを決めました！

オンラインとなったおかげで、遠方の方や特に県外のユーザー様の

参加が非常に多くなりました。

県内のユーザー様も移動時間や PC の準備などもなくメリットもた

くさんありますね！

参加の方法はとても簡単です！

開催日の 2週間ほど前にご案内のメルマガをお送りしております。

そちらに参加申込みフォームの URL を記載していますので、フォー

ムからお申込みください。

参加のお申込みがあった方には、勉強会開催 1日前に、オンライン

会議用の URL を送付いたします。

専用のアプリやソフトは不要です！

URL を開いて頂くだけで、勉強会に参加することができます。

カメラやマイクの設定などもとても簡単です！

質問はオンライン会議のチャットで受け付けています。

今年の勉強会はこんなことをしました

・補助金について

・オンライン会議について

・検索順位について

・画像の加工方法について

2021 年もオンライン会議にて WEB-BOX 勉強会を開催予定です！

また、「こんなことを勉強会でやってほしい・教えてほしい」とい

うことがありましたら担当営業までお声がけください。

みなさまのホームページ運営のサポートになるよう勉強会を開催し

ていきます。

ぜひともご参加ください！　よろしくお願いいたします。


