最近、アルファベットで２文字３文字で飛び交う会話多いですよね。
同じ文字でも意味が違っていたり、何の意味か中途半端に理解していたり、ほんとうは正確に理解して会
話したいのですが、世の中の進歩が早いのか、どうもついていけない気がします。
しかし、今回ご紹介する言葉ＳＥＯとＳＥＭは、会社やご自身でホームページを所有されている
方は、覚えておいて損はありません。
ホームページからの問い合わせがないとか、カウンタ（ホームページ来訪者を計測する機能）
が上がらないとか、思っている方も多いと思います。それらの悩みは、コマーシャル不足もあり
ますが、ホームページをよりよく理解して、販売促進のツールにしたてあげるという努力も必要
です。ＳＥＯとＳＥＭは、それらを解消するキーワードとなります。
ＳＥＯとは、
【読み方】 エスイーオー
【意味】 Search Engine Optimizationの略。
検索エンジン向けにサイトを最適にすること。
「検索エンジン（Search Engine）って何？」
パソコンを使われるみなさんもよくご存知のyahoo(ヤフー)、google(グーグル）、goo（グー）、inforseek（インフォ
シーク）などなど、入力ボックスに何か文字を入力して、右側の検索ボタンをクリックする。するとページが変わっ
て、入力した文字で検索されたホームページアドレスとその所有者の宣伝文句が記載されます。
画面の上には、検索した結果 カテゴリ：○○件 登録サイト：ＸＸＸＸ件なんて表示がでます。
例えば、一般的な言葉「温泉」や「旅行」などで検索すると何千ものサイトが検索されます。
では、あなたはどのサイトから見てみようと思いますか？
上から順番にみる人が多いと思いますが、全部見ますか？
何千件もありますよ。途中でくたびれてきます。
最初にいい情報があればそこで終了するか、もうこんなところでいいやと思ったり、そんなところが大半でしょう。
「では、その順番って何で決まってくるの？登録順？」
登録順ではありません。それはホームページに、検索の上位にくるような仕掛けをするんです。
グーグルなど有名検索サイトはクローラー（ロボット）型検索エンジンを使用しています。
「又、わからん文字がでてきたクローラー型検索エンジン？？」
そう嘆かずに、聞いて下さい。
その、ロボットというプログラムが順番を決めていくんです。その為、そのロボットが上位に検索されるような仕掛
けをみなさんのホームページに組込むという事なんです。上位表示されると、パソコンで必要な商品や情報を必
要としている人たちに多くクリックされ、相乗効果として、そのまた上位に表示されるというメリットもあります。
「やった！検索で、やっと自分のホームページが最初のページに表示されるようになったぞ！これで安心！商売
繁盛！！」
売るための方法がＳＥＭです。
２００４年５月号
いえ、上位に上がってホームペー
ＳＥＭは次回！
ジへ来訪する人が多くなっても、そ
Mr．ｽﾏｲﾙ
れが売上や利益に直接むすびつ
ＳＥＯ、仕掛けに関する質問は
くわけではありません。
h.sugiura@cf-jpn.com 杉浦まで

＊実践！億万長者プログラム

＊九州・山口のいい宿ご紹介
場所、料理、お風呂はもちろ
ん、景観、接客でも選べるコー
ナーあり。毎月10組に宿泊券
プレゼント。
http://www.iiyado.gr.jp/
＊得やど. comでは新商品開
発のため、無料宿泊モニター
を募集しています。
九州地区は現在、募集してい
ませんが、全国有名所の温泉
地のモニターを１日当たり７０
名募集中。応募してみては・・。
http://www.toku-yado.com

http://www.cf-jpn.com
小さな会社のＩ Ｔ化応援団

ＧＷ 間近か！ お役立ちホームページ
旅もよし、自宅でゆっくりお金持ちになる
プランをたてるもよし
＊大 人 の た め の グ ル メ ガ イド
全国に散らばる美味、どれも一口食して
みたい食通の心強い味方が「お取り寄
せ」。お菓子に新鮮な野菜など、商品も幅
広く、添加物まで明記されているのがうれ
しいサイト。
http://bishokudou.fem.jp/

こんなご時世だから自分の老
後が心配。今はやりの金持ち
本も読破し、株もやっているの
に金持ちになれない自分を分
析して考え出したのが「億万長
者プログラム」このサイトです。
まずその第一歩は、自分の
キャッシュフローを知り、管理
すること。さらに日々の株式や
先物との奮闘ぶりは、日経平
均のコメント付き日記にまとめ
られている。
お金持ちになりたい人には要
チェックのサイト。
http://bsuccess.fc2web.com/
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「世界一安全な職場」で、ギネスブックにも載った！
サムソン電子、勝利の方程式。
韓国のトップ半導体メーカー、サムソン電子（三星電子）
は、1991年から1998年にかけて時間的な損失を伴う労
災を招くことなく、無事故操業2億1160万時間を達成し、
世界一安全な職場として1999年の『ギネスブック』に登
録された。サムソンは、どのようにしてこのようなすばらし
い記録を達成できたのだろうか？

るためになすべきことについて、管理者が常に調査を更
新していくことも必要である。こうした点で管理者が失敗
を繰り返すと、出世にもひびきかねない。
会議は、問題や懸念事項を検討するために活用された。

「私たちは、安全衛生環境の問題に対しては一切予算
の限度を設けません。安全で衛生的で環境に優しい工
場の管理を確実なものとするために行うべきことがあれ
ば、それを実行すべきです。それには議論の余地も制限
もありません」と、社長兼最高経営責任者の李潤雨
（Yoon-Woo Lee）は述べている。

しかし、最もすぐれた点は「緑化運動」だろう。たとえば、
各工場は、環境浄化活動のために川と山をひとつずつ
管理する。ソウル郊外のサムソン工場は、ハン川をきれ
いにすることであった。この川はソウルを流れているだけ
でなく、韓国でも指折りの大河川であり、サムソンの多く
の工場敷地に沿って流れている。

それでは、具体的にサムソンはどのようなことを行ってい
たのだろう。まず、李社長は、毎土曜日の朝、工場のそ
れぞれの上級管理者を集めて会議を行い、安全衛生環
境の成果など、前週の成果について話し合った。管理者
たちは、自分たちの工場における前の週の成果をパ
ワーポイントで発表し、惨事の一歩手前の事故と、安全
衛生環境の問題に関連する基準から逸脱したすべての
事柄を報告する。
こうした事故と、それらが絶対に繰り返されないようにす

サムソンは政府当局者、市民グループ、教師、学校の生
徒、および地域市民に対し、環境問題に関する教育と研
修も行っている。同社は生態系保護地域の保護に貢献
しているのだ。
このように社会にどのように貢献しているかと言った尺度
で会社を判断していく事も必要だと思い今回、サムソン
電子を取り上げました。
by 杉浦

次のステップは、環境に責任をもって取り組む経営陣に
より、環境への影響を最小限にすることであった。
韓国の人は、人と自然に対する敬意を非常に重視して
具体的には、サムソンの製品と部品の耐用年数を予測
いるが、同社はすぐれた成功を収める事業を経営すると し、分解、再利用、および適切な廃棄方法へとまとめ、さ
いうことが、こうした価値観と相反してはならないという信 らに再生可能な材料に切り替え、使用する材料を減ら
念を持っている。
し、エネルギー節約につながる製品の製造を開始した。

〜杉浦の耳③〜
「うわー、体が動かん！」あれは５年前の冬、私はひとりで茨城県の大甕（おおみか）市というあの原発事故
のあった近くの町に出張に行っていました。ビジネスホテルで約２ヶ月、一旦帰って又、出張の繰り返し、
コンピュータのシステムテストで夜勤してました。夏場はサーファーのメッカとも言われる海沿いですが、冬
は風が強く寒々とした工場の片隅は、若い？私にもこたえます。とうとう、体が動かなくなってしまいました。
そんな時、今回紹介するようなものがあったらって痛切に感じます。
旅行先で腹痛・・・。仕事中に歯痛。昼休みに行ける歯医者は。買い物中に赤ちゃんの具合が悪くなった。
あなたなら、どうします？
携帯電話（iモード、Au、ボーダフォン全対応）で、現在位置から最寄りの病院、診療所を検索できます。
（ ｉモード ）
http://health.mobile.yahoo.co.jp/mtf/hos̲i.html
http://health.mobile.yahoo.co.jp/mtf/hos̲ez.html （ Au ）
（ ボーダフォン ）
http://health.mobile.yahoo.co.jp/mtf/hos̲j.html
パソコンから上記のアドレスに入り、自分のケータイのメールアドレスを入力し送信すると、本サービスの
URLがケータイに送れるので便利です。
中小企業向けＩＴ活用セミナー
日時：５月１２日（水）夜１９時〜２１時
お気軽
場所：イーサポート・アルバイト情報センター（赤坂）092-735-0425
にどうぞ。
（福岡市中央区赤坂1-6-22第2野田ビル4F ・1Fは赤坂食堂)
（大正通り・バス通り・バス停赤坂門近く・サニー・ハローワーク並び）
参加費：２、０００円（ビール・ワイン・スナック付）
講演者：有限会社Ｃ＆Ｆ 代表取締役 奥村芳崇
内容：ホームページやメール以外のＩＴ活用法を実例を上げながら、初心者にも判るように説明致します。
申し込み：e-mail： myasia@waiwaiclub.com
会社（団体）名、お名前、メールアドレスか携帯のメールアドレス
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詳しくは、

インターネット通販

http：//ｗｗｗ．ｅ-ｅｂｉｙａ．ｃｏｍ/
「 天然 車海老フェア ｣ 開催中！

今回は、４月〜６月、９月〜１０月にしか捕れない期間限定 玄海灘の『 天然 車海老 』をネット販売
します。
e-えび屋の車海老は、玄海灘に面する海がきれいな佐賀県唐津市近辺で捕れた活きのいい肉厚
のプリプリした甘味のある海老です。有名 鮨屋や割烹料理屋でも商品価値が数段上と言われてい
る海老です。『天然 車海老』を是非、ご賞味下さい！
●商品と個数（下記は消費税込みの価格です）
宅配便の料金は、九州地区（沖縄以外）で、２ｋｇで７００円くらいが目安です。
その他詳しくは、ホームページ http://www.e-ebiya.com/ まで

３００ｇ
５００ｇ
１Kｇ
２Kｇ
１．５Kｇ
３Kｇ

天然 車海老
あわび

さざえ
浜っ子すり身 （魚のすり身、あじの開き、
あわび、さざえ ）

５,７７５円
７,８７５円
１２，６００円
２１，０００円
３，１５０円
５，２５０円

個
個
個
個
個
個

７，３５０円

個

ふりがな
お 名 前

お
申
込
者

〒
ご 住 所

−

電話番号
メールアドレス
FAX番号

−
＠

−

−

ご贈答など、お届け先が異なる場合のみ下記にもご記入ください。
ふりがな
お 名 前

お
届
先

〒
ご 住 所
電話番号
のし （必要な方 ）

−
（

−
） 例： お中元／大西

この用紙に記入後、そのままファックス番号 092−587−0146 へ
e-えび屋店長 大西 宛てにお送り下さい。
大西澄夫
(有)コトブキエージェンシー 代表
〒816‐0061 福岡市博多区浦田２−３−２ 電話092-587-0179
折り返し確認メールをお送りします。
※メールがない方は必ずお電話番号をご記入ください。
ｅ−えび屋のサイトは、㈲ Ｃ＆Ｆが全面バックアップしています。
ネットショップのホームページは、㈲ Ｃ＆Ｆへ。http://www.cf-jpn.com/

