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＊SEO対策 SEO（Search Engine Optimization＝サーチエンジン最適化）対策とは、yahoo!などの 
検索サイトで、特定キーワードの検索結果順位を上げる技術のこと。
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ホームページでこんなお悩みありませんか？ホームページでこんなお悩みありませんか？

がすべて解決します！がすべて解決します！

表示されない

検索結果に

公開までに

時間が
かかる

が分からない

コミュニ
ケーション方法

ホームページ
作成ソフトで

過去に
 失敗した…

スキルは無いが

自分で
作成したい

誰でも簡単にホームページが作れます！

ワープロソフトが使える人なら大丈夫！

ご契約から最短3日で公開できます！

ブログやDMなど最新 ITツールをご用意！

＊
SEO対策 ツールで支援体制確立！

全ての機能が、初期費用15,000円 月額9,800円！全ての機能が、初期費用15,000円 月額9,800円！
コストパフォーマンスで選ぶならコストパフォーマンスで選ぶならコストパフォーマンスで選ぶなら

HTMLやCGIのスキルは不要。必要なページはテンプレートでご用意。
プログラムが必要な、入力フォームを使ったページも自由に編集できます。

ホームページ更新が面倒、サーバーのメンテナンスが難しい・・・そんな
心配は無用！ワープロ感覚で次々とホームページが完成していきます。

申し込みが完了したら、必要項目を入力するだけで独自ドメインのWEBサイト
が完成！後は空き時間を利用して、自社のサイトを充実させていきましょう。

お客様と効率よくコミュニケーションをとるためのツールをご用意。
定期的な情報配信で、お客様との信頼関係を強化していきましょう。

検索エンジンの特性を独自に分析したSEO対策ツールを使って、検索サイトへ
の上位表示を目指しましょう。高機能なアクセス解析との併用で更に効果倍増!



トリプルマスターとは

１

２ ３

＊ASPトリプルマスターはASP  でのご提供トリプルマスターはASP  でのご提供
＊

● インターネットでどこからでも利用可能

● 常に最新バージョンを利用できる（バージョンアップ０円）

● 管理画面はＳＳＬ暗号化通信で安全

● 別途プロバイダー契約は不要

● ホームページのコンテンツデータはサーバー内に保存される
  （例えばコンピュータが故障してもデータの保護が可能）

● 社員全員がデータを共有できる
　（複数人数でホームページ管理が可能）

サーバー上でソフトウェアを提供するサービス。インターネットを通じて提供
するため、ソフトウェアをパソコンにインストールする必要がありません。

自分で作る
ホームページ作成
ブログ公開
SEO対策

効果を測る
アクセス解析

CRM（顧客管理）

自分で改善する
ホームページ更新

SEOの見直し

サーバー

ユーザー

ＡＳＰのメリット

トリプルマスターは、お客様自らがホームページを作成できる、CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）です。
今までのホームページ作成の様に、高額なソフトウェアも専門知識も必要ありません。
専門業者に依頼することなく、必要なページを好きな時に、好きなだけ作成・公開することができます。
ホームページの効果測定も簡単に行えますので、改善箇所の発見からホームページの更新まで、効率的に
行うことができます。
集客ツール、コミュニケーションツールもオールインワンなので、初心者から上級者までご満足いただけ
るインターネットツールです。 
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ホームページでこんなお悩みありませんか？

がすべて解決します！

全ての機能が、初期費用15,000円 月額9,800円！
コストパフォーマンスで選ぶなら



直感的な操作画面だから、メニューを増やしたり、Flashを配置するなどのカスタマイズも簡単。

会社案内や採用情報など、企業のホームページに必要なコンテンツを予めご用意。
必要項目を入力するだけでホームページが完成します。

会社案内

定型コンテンツ

その他の定型コンテンツ

自作の画像も掲載でき
ます

ヘッダー

画像・テキスト・Ｊａ
ｖａＳｃｒｉｐｔをバナー
として掲載できます

バナー

表示したいページは操作画面で自由に配置できます

メニュー

下部メニュー＆フッター

トップページからの階層を表示します。
パンくずリスト

▲ 入力画面 ▲ 完成したホームページ

作成したコンテンツを自由に表示できます

画像の他にＦｌａｓｈも掲載できます

メインビジュアル

トップページ

150種以上のテンプレートをご用意
デザインテンプレート

ページ下部にメニューや著作権表記
などを表示します

よくあるご質問

リンク集

更新情報

■

■

■

■

■

■

ブログ一覧

商品紹介

採用情報 

「よくあるご質問」などの定型コンテンツを

多数ご用意。業種ごとに特化したコンテンツ

も随時追加しています。

など

自分で作る1
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分かりやすい操作画面だから、すぐに始められる分かりやすい操作画面だから、すぐに始められる ▼ 操作画面 （マイページ）

必要項目を入力するだけでできる必要項目を入力するだけでできる



▲ 設定画面 ▲ 詳細な設問の作成も可能 ▲ 完成したホームページ

フリーコンテンツ

▲ 編集画面

▲ ID・パスワード設定画面 ▲ 閲覧にはID・パスワードが必要

▲ 完成したホームページ

会員コンテンツ ID・パスワードが必要な会員専用ページも簡単に作成可能です。

文字編集

見出し文字の挿入

画像挿入

ファイルのアップロード

表の挿入

絵文字挿入

ライン（線） リンクの追加

ＨＴＭＬ編集

（サイズ/色変更/太字/斜体/下線 など）

（PDF/Excel/Word など各種ファイル対応）

■

■

■

■ 箇条書き作成

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ 文章の位置揃え

■

こんな機能が使えます

「お問い合わせ」「資料請求」や「リクルートページ」をご用意。設問や項目を自由にカスタマイズでき、指定のメールアドレスでの受信が可能です。

＊CGIとは　Common Gateway Interface (コモン・ゲートウェイ・インタフェース)は、掲示板やカウンタなど、Webサーバー上でユーザープログラムを動作させるための仕組みです。

定型ページ以外に、自分で自由にページを作れる機能です。簡単にいつでも更新することが可能です。

会員コンテンツを作るメリット

お得意様専用のサイト

メルマガ会員専用サイト

PDF冊子ダウンロードサイト

社員専用サイト　　　　など

アイデア次第で自由に活用すること
ができます。
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会員制のページも簡単作成

ワープロ感覚でラクラク作成

CGI などの専門知識は不要。カスタマイズも可能なメールフォーム＊



▲ 登録済み顧客一覧画面

▲ DM送信画面

▲ 顧客別の閲覧ランキング画面
ブログは、携帯電話での
閲覧にも対応しています。

▲ 実際のブログ画面

登録済み顧客

更新通知を送ったお客様がブログを閲覧したかどうかを確認
できます。
「閲覧率の高い顧客は？」　「どの記事がよく読まれている？」
など顧客の興味・ニーズ等を調査できるので、マーケティング
ツールとして活用することも可能です。

顧客登録したお客様に、ブログ更新と同時に通知メールを自動送信する機能
です。お客様一人ひとりに最新の情報が伝えられるので、信頼関係の強化に
つながります。

ブログ更新通知

お客様や取引先の担当者を登録することができます。登録された顧客情報は、
ＤＭ（メールマガジン）の送信やブログの更新通知に利用することができます。

顧客登録

ブログ閲覧履歴

登録した顧客にDM（メールマガジン）を配信する機能です。
「顧客一括送信」「グループ別送信」「顧客を選択して送信」な
ど送信先を柔軟に設定することが可能です。

DM（メールマガジン）配信

米マイクロソフト社が販売する、電子メールの機能を統合した個人情報管理ソフト。※Outlook

CSVファイルからの顧客登録も可能

CSVファイルからの一括取り込みにも対応しています。
その他、Outlook  からのアドレス帳データ取り込みにも対応しています。※

記事別にブログ更新通知履歴を表示

「ブログ更新通知」と「DM送信」の配信
を設定する（顧客ごとに設定可能） など

記事別分析

メール配信設定

顧客管理 その他の機能

■

■
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コミュニケーションを取るコミュニケーションを取る2

ブログで鮮度の高い情報をいつでも配信ブログで鮮度の高い情報をいつでも配信

顧客管理で“待ち”から“攻め”のコミュニケーションへ顧客管理で“待ち”から“攻め”のコミュニケーションへ



その他の機能

ここにSEO対策の修正ポイントなど
アドバイスが表示されます。

アクセス数、ページ表示数の経過をグラフで表示します。どの日にどれぐらいの人が訪れたか、どのページを見たか
などのデータから「更新前と後での訪問者数の推移を調べる」といった分析が可能です。

アクセス解析

ライバルのホームページを知ることで、自分の
ホームページの改善点が簡単に見つかります。

SEO（Search Engine Optimization＝サーチエンジン最適化）対策とは、yahoo!などの検索
サイトで、特定キーワードの検索結果順位を上げる技術のことです。上位表示されたホームペー
ジは、アクセス数が増加しやすくなります。

上位表示したいキーワードで、 Yahoo・
Google・LiveSearch での検索結果順位
と、そのキーワードでの検索結果件数を
一度にチェックすることができます。

ホームページ／ブログのSEO対策度を診断
し、改善点のアドバイスを表示します。
アドバイスにそってホームページを修正す
るだけで、基本的なSEO対策が完了します。

ライバル調査

SEO対策とは？

順位チェックSEOアドバイス

▲ ライバル調査結果画面 ▲ ＳＥＯアドバイス結果画面

▲ 順位チェック結果画面

▲ 1ヶ月間のアクセス概要画面 ▲ 訪問者の検索キーワードの集計画面

その他のアクセス解析機能

ページ内のキーワード数チェック
タイトル　 設定とSEOチェック
metaタグ　設定とSEOチェック

■
■
■

各ページごとのアクセス数・表示
回数を確認できます。

ページ別集計■

訪問者がどのサイトからアクセス
してきたかを確認できます。

訪問元別集計■

検索エンジンロボットが巡回した
日時、巡回ペースなどを確認でき
ます。

検索エンジンの
巡回情報

■

など
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3 分析する分析する

※必ず上位表示をお約束するサービスではございません。カンタン操作でラクラクSEO対策カンタン操作でラクラクSEO対策

ユーザーの傾向を分析することでコンテンツを改善ユーザーの傾向を分析することでコンテンツを改善



ドメインをお持ちの方 （ドメイン移管）ドメインをお持ちでない方 （新規取得）

3～8日でご利用可能！ 8～13日でご利用可能！

お客様でお手続きが必要な項目

E-shopsカート
（株式会社ハンズ）

Eストアー
（株式会社Eストアー）

Dream news
（グローバルインサイト株式会社）

News 2u.net
（株式会社ニューズ・ツー・ユー）

クロスレコメンド
（株式会社クロスリスティング）

Jエントリー
（ジェイ・リスティング株式会社）

ショッピングカートサービスとの連携
が可能です。
商品ページに買い物カゴボタンを貼る
だけで、ネットショップが出来上がり
ます。レンタルショッピングカートな
ので、トリプルマスターへの導入も簡
単。すぐにご利用可能です。

プレスリリースを各メディアに配信し、
ビジネスの更なる飛躍の手助けをする
PRツールです。専門業者に任せること
で、プレスリリースにかかっていた人件
費の削減や時間短縮になります。
より広くPR、早くアクセスアップした
い方におすすめします。

複数の大手ポータルサイトのディレク
トリに、サイトを一括掲載するための審
査登録サービスです。登録されると国内
有数の大手ポータルサイトからの良質
なリンクが発生することになり、アクセ
スアップや、SEOに大きな効果をあげ
ることが期待できます。

ショッピングカート プレスリリース ポータルサイト登録審査
（ディレクトリ登録審査）

1～5日

2～3日

お申込みStep 1

ドメイン取得Step 2

登録・サーバ設定Step 3

サービス開始のお知らせStep 4

通常5～6日

3～7日

お申込み・認証コードの取得Step 1

・ドメイン移管申請
・移管承認Step 2

データ移行・登録・サーバ設定Step 3

サービス開始のお知らせStep 4

不承認の場合は
再申請になります

■

■

■

■

■

■
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開設までの流れ・他社提携サービス開設までの流れ・他社提携サービス4

協力他社の有料サービスもご利用可能。
お客様のご要望にお応えします。

ドメイン新規取得はもちろん、現在お使いのドメインもご利用できますドメイン新規取得はもちろん、現在お使いのドメインもご利用できます

もっと活用したい方に（提携サービス）もっと活用したい方に（提携サービス）



トリプルマスターは、メールやお電話での問
い合わせにも対応しているので、初心者の方
でも安心です。

導入後もサポートします

導入をお考えで、ご不明な点、気になる点
などありましたら、お気軽にお問い合わ
せください。担当の者が詳しくご説明い
たします。

導入についてのご相談

お客様から寄せられる質問や技術情報、
お役立ち情報などを随時掲載・更新してい
ます。

サポートブログ

お電話にて、月2時間まで無料サポートいたします。
※2時間を超える場合 …… 1,260円/1時間にてサポート

TOP

コンセプト 商品紹介 会社紹介

３■■■
２■■■
１.■■■

ホームページ企画・構成 オリジナルヘッダー画像 ビジュアル/FLASH ページ作成代行

SEO キーワード連動広告 ビジネスエクスプレス メールサービス

お客様にピッタリ合ったホーム
ページの構成を企画・ご提案いた
します。

プロのデザイナーがお客様専用のオ
リジナルヘッダー画像を作成します。

お客様から原稿をお預かりし、定型
コンテンツ・フリーコンテンツにて
ページを作成いたします。

プロのデザイナーがトップページ
専用のオリジナルイメージ（画像・
FLASH）を作成します。

プロがホームページのSEO対策を
行い、アクセスアップをお手伝いし
ます。

Yahoo!やGoogleの検索結果画面に、
キーワードと連動した有料広告を掲
載します。

Yahoo!ビジネスエクスプレスの申
請代行、アドバイスなどもいたしま
す。

独自ドメインのメールアカウント
も取得可能。ウィルスチェック機
能も標準装備で安心です。

●Yahoo! は、米国ヤフーの登録商標です。　●Google、Google AdWords は Google Inc. の登録商標です。　●Overture（R）は、Overture Services, Incの登録商標です。 
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5 サポート体制

万全のサポートでバックアップします万全のサポートでバックアップします

面倒な作業は有料サポートで面倒な作業は有料サポートで



導入事例導入事例6
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東京都中野区の「西尾努司法書士事務所」様は、複数のブログサービ

スに加入し、ブログでの露出とメルマガの配信、ホームページの充実

で新規顧客を開拓されています。

また「企業支援交流会」や「雑誌メディアへの掲載」を紹介・案内する

など、魅力的なコンテンツを精力的に作成されています。

トリプルマスターは作成・更新が簡単で、作りたいページをどんどん

作成できると高評価をいただいております。 

横浜市で多数の老人福祉施設を運営されている「若竹大寿会」様。

関連する14施設すべてにトリプルマスターをご導入いただきました。

手軽に更新できる機能を活かし、停滞気味だったホームページ更新

頻度が飛躍的にアップ。

また、人材不足対策として、新聞広告のほか、ホームページからの求

人募集にも力を入れられています。 

複数のブログとの連携で営業力を強化。気が付けば
ネット経由のお客様が50%を超えました！

神奈川県 横浜市

東京都 中野区

http://www.wakatake-swc.jp

施設ホームページの更新頻度がぐんとアップ。
求人応募サイトとしても活用。

社会福祉法人
若竹大寿会 様

http://www.sihoshosi24.com

西尾努司法書士事務所 様

介護・福祉

士 業

社会保険労務士 司法書士・会計士 コンサルタント 医療・福祉

横浜市 沢渡三ツ沢
地域ケアプラザ様千代歯科様社会保険労務士法人

すずき事務所様

東京都 千代田区

小林社会保険労務士事務所様

東京都 中野区

さくら司法書士事務所様

東京都 新宿区 香川県 高松市 神奈川県 横浜市

司法書士事務所あらた様

愛知県 名古屋市

株式会社長澤経営研究所様 尾崎事務所株式会社様

神奈川県 相模原市 東京都 港区
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香川県高松市の「アーキ・プロジェクト株式会社」様は、住まいを探し

ている方の、工務店・建築家・設計事務所・住宅会社の選定から成約ま

でを支援する“住まいの結婚相談所”を運営されています。

通常のホームページによるイベント告知だけはでなく、メールマガ

ジンによるセミナーも実施されており、まぐまぐNo.1メルマガとし

て広く購読されています。

また、ホームページにステップメール（他社サービス）の申込フォー

ムを埋め込むことで、効率的な読者募集と顧客開拓を行っています。

香川県高松市の「四国福祉専門学校」様は、医療・福祉分野に即戦力と

して対応できる人材の育成に尽力され、資格取得から就職までサポー

トされています。

オープンキャンパスなどの行事に伴い、ホームページも頻繁に更新

が必要です。公開に手間がかからず、いつでも簡単に更新できる点

が、トリプルマスターを導入いただいた大きなきっかけでした。

現在多くのコンテンツがありますが、全てお客様の手で管理されて

います。

ページ作成をお客様の手で行えるため、初期制作費を抑えて導入で

きる点も評価いただいております。 

香川県 高松市

香川県 高松市

http://www.archipro.co.jp

アーキ・プロジェクト
株式会社 様

他社のメルマガサービスと連携させ、新しい
ビジネスモデルを確立。新規顧客を獲得。

http://www.shikoku-fukushi.ac.jp

初期のホームページ作成費を大幅にコストカット。
すぐ公開できるので、小まめな更新も可能に。

学校法人すみれ学園
四国福祉専門学校 様

建設業

学校・教育

学校・教育・スポーツ団体 建設・工事

香川ジュニアオープンカップ様学校法人 山陽学園
山陽女子高等学校様

販売

株式会社
東亜コーポレーション様briller (ブリエ)様

サービス・輸出

岡山県 岡山市 香川県 高松市 香川県 高松市 埼玉県 さいたま市

エスプーマ専門店 iSi Shop様小泉保険代理店事務所様

埼玉県 さいたま市沖縄県 沖縄市 東京都 港区

有限会社都市住宅工業様

福島県 いわき市

有限会社住寿興産様



トリプルマスターの場合

■初期設定費用（ドメイン取得他）
■ホームページ作成費

15,000円
0円

15,000円
■利用料（9,800円×12ヶ月）
■更新作業費用

117,600円
0円

117,600円

導
入
費
用

運
用
費
用

合計

年間合計

ホームページ
作成

ブログ作成

トリプルマスター　標準機能一覧

・豊富なデザインテンプレート
・ヘッダー画像差し替え
・定型コンテンツ機能
　「会社案内」「商品紹介」
　「更新情報」「よくあるご質問」　
など
・フリーコンテンツ
 （ホームページ作成エディタ）
・会員コンテンツ（会員専用サイト）
・メールフォーム
　「お問合せ」
　「資料請求」
　「採用情報」
（フォーム項目の自由設定機能）

・画像のアップロード・管理
・ファイルのアップロード・管理
 （PDF、Excel、Wordなど）
・FLASHのアップロード
 （FLASH掲載はトップページのみ）
・オリジナルヘッダー画像アップロード
・メニューの階層表示
・フリーメニュー（リンク先自由設定）
・バナーの追加
 （画像やテキストの他 html、Javascript

　にも対応。ブログパーツ設置可能）
・パンくずリスト
・下部メニューリンク

・ブログの作成（複数開設可能）
・豊富なデザインテンプレート
・記事作成エディタ
・レイアウト変更

・画像、ファイル （PDF、Excel、Word

など）のアップロード・管理
・フォトアルバム（画像管理）
・オリジナルヘッダー画像アップロード

顧客管理

アクセス解析

SEO※
（検索エンジン対策）

・顧客管理機能
・メールマガジン（DM）配信
・ブログの更新通知（顧客に配信）
・記事ごとの顧客閲覧履歴

・閲覧ランキング
・Outlook顧客データ取込み
・CSV顧客データ取込み

・検索エンジン順位調査機能
・簡易SEOアドバイス機能

・ライバルホームページの調査
・自社ホームページの解析

・訪問者数と表示回数のグラフ表示
 (年月日時ごとに表示)
・ページ別アクセス数表示
・検索キーワードアクセス数表示

・訪問元リンク表示
・検索エンジン クロール履歴
 （Yahoo!、Google、Live Search）
・検索エンジン別アクセス数表示

※必ず上位表示をお約束するサービスではございません。

仕様、価格などは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。２００９年７月 現在

OS

ブラウザ

[推奨] Windows XP　　Windows Vista

MacOS10.4.11 以降
動作環境

※表示価格に消費税は含まれておりません。

InternetExplorer 7.0、
マイページ
ホームページ・ブログ Firefox 3.0以降

Firefox 3.0以降InternetExplorer 7.0、

■初期設定費用（ドメイン取得他）
■ホームページ作成費

20,000円～
400,000円～

420,000円～

従来のホームページ作成

導
入
費
用

■レンタルサーバ料（5,000円×12ヶ月）
■更新作業費用（30,000円×4回）

60,000円～
120,000円～

180,000円～

運
用
費
用

合計

年間合計

コストシミュレーション （15ページ、メールフォーム2個使用した場合）

トリプルマスターの 
お問合せ・お申込は 0120-983-021

ＨＰで

お電話で

株式会社 ネットワーク21
http://www.nw21.co.jp

東京本社
（平日10:00～17:00）

〒107-6012　東京都港区赤坂1-12-32　アークヒルズ森ビル12階
 TEL : 03-5225-1872　FAX : 03-5225-1873

高松開発部
（平日10:00～17:00）

〒761-8073　香川県高松市太田下町2214-5

 TEL : 087-864-3235　FAX : 087-864-3240

ホームページ作成
ブログ作成
顧客管理、メルマガ送信
SEO、アクセス解析 など

9,800円
15,000円

独自ドメイン取得（1個）

ディスク容量1GB

全機能が標準で使えます

＋ ＝

ご 利 用 料 金

（初回のみ）

月 額

初期費用

●Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Outlook、Excel 、および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ●Adobe、および 

Flash は、 Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ●Mac OS および Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。


