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２０１５年版 

総合窓口 販売・制作 

販売元・制作 



患者様に向けた必要最小限度の 

モバイル専用ホームページ 
「コストをかけたくないがホームページがほしい」そんな医療施設様へ 

低コストでスマホ・モバイル専用サイトを作成・運用できるパックです。 

①全ページ基本構成が決まっているため、ロゴや画像を入れてすぐに運用可能！ 

②「患者様の目線」と「先生・医院の目線」の両方を理解している 医療専門スタッフが  
作成＆サポート。 

③専用のコントロールパネルで簡単にお知らせ更新やページ内の変更ができます。 

  忙しい先生や事務スタッフさんでもほとんど手間がかかりません。 

 

 

医療版 

現在ホームページを 

持っている。 

現在ホームページを 

持っていない。 

PC用のホームページをすでに運用中、またはお持ちでないクリニック様向け。 

単独でITパックのみを運用することも可能ですし、現在のPCサイトと２本立てで 

運用することも可能です。 

診療科を問わず制作致します。 

ITパックの特徴 

「月刊新潟こまち」メール会員12万人 

貴院の 

メール会員化 

④月刊Komachiの情報誌のWEB版「Komachi Web」のメール会員12万人に向けて 

貴院独自のメール会員を直接促すことができます。（任意） 

メールで 

告知案内 
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「痛い!!急に具合が悪くなった･･･」などスマホやタブレットで 

     お医者さんを探す患者さんが増えています! 

                    医院のモバイルサイトはお持ちですか? 

 

「新規患者様の集患」の広報の方法は、 

チラシや看板広告から、WEBサイトへ 

医療版 

安価なのにSEO対策あり！ 

通常、Googleなど検索で上位にあげるための様々な施策が 

必要なところを、Komachiの知名度を活かして上位に表示されます。 

○○クリニック-Komachi-WEB として検索に表示！ 

「Komachi Web」に連動することでサイトがアクセスUP! 
KomachiWEB内の「トクだねショップ」欄に、掲載されます。さらに、 

医院のお知らせが「新着」に反映します。 

そこからの引き込みがされることでアクセスが増えます。 

雑誌誌面への広告掲載も可能です! 
(一部コーナーにて無料掲載) 

雑誌掲載で、認知度、知名度がUP! 

医療ポータルサイト「新潟のお医者さん」への掲載で認知度UP！ 

ポータルサイトへの引き込みを図ることで、医院サイトへのアクセスを 

増やします。「ピックアップ」へ掲載されるため、閲覧が増えます。 

弊社にてポータルサイト運用を行いﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝしております。 

 

POINT1 

＜医療版ITパックにしかできない5つの強み＞ 

POINT2 

POINT3 

POINT4 

POINT5 

「医院独自」のメルマガ会員を募れます！ 
医院独自にメルマガ会員を募り、定期的にメルマガを会員へ 

配信することが出来ます。（任意） 
FacebookなどのSNSも並行で行うことで幅広い告知が可能です。 
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医療版 

＜医療版ITパック 構造概要＞ 
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医院名が一番上に入ります。 

検索時にここが表示されます。 

ロゴが入ります。 

※横幅240ピクセル固定 

診療科目や特徴などを入れます。 

ここが検索時に説明文として表
示されます。 

住所や休診日、お知らせがこの
エリアに入ります。 

・診療科目 

・住所 

・診療カレンダー 

など 

メニューボタンも制作します。 

※横幅240ピクセル固定 

 

最大１０ページ制作可能 

（TOPページ含む） 

フッターエリア 

©医院名 

©ニューズライン 

が入ります。 
 

背景色変更可能です。 

随時変更可能。 



医療版 

URLは下記の様に８桁の番号となります。 簡易PC用も付加されます。 
imodeページアドレス     : http://www.week.co.jp/imode/itp/00013484/ 

SoftBankページアドレス     : http://www.week.co.jp/yk/itp/00013484/ 

auページアドレス     : http://www.week.co.jp/ez/itp/00013484/ 

簡易PC用ホームページ    : http://itpack.week.co.jp/itp/00013484/pc.asp 

※転送用として番号をクリニック名にした、もう一つのURLを追加することも可能です。 
 

 

 

最大１０ページ（TOP含む）となります。写真が多いまたは、 

ページが多くなる場合には、一部省略などや、１ページで表記できず、 

「次のページへ」としてページを分けるケースがあります。 

※１ページの文字制限もあるためです。 

 

Komachi のサーバー内にITパックの枠をお客様ごとに割り振っている都合上、 

外部リンクは１つのみ設定可能となります。 

複数の外部リンクは構造上不可となります。 

＜医療版ITパック導入時の注意点＞ 

ガラパゴス携帯（ガラケー）にも対応している都合上、写真や画像は 

横幅240ピクセル（JPEGのみ）が最大固定となります。 

そのため、画像によっては加工が必要になるなど、希望通りの写真 

にならない場合があります。（縮小表示になるなど） 
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ページの構造が決まっています。 

そのため、他のクリニックと同様の作りとなります。 

ロゴやメニューボタン、背景色を変更することは可能です。 



WEB制作は制作後が非常に重要です！ 

医療版 

○初期導入費用が無料 

○月額費用が無料 

など、ホームページを制作する会社はたくさんあります。 
 

・WEB制作後にGoogleで上位に検索が上がってこない 

・制作したあとの告知する方法がない 
 

など、医療広告の規制の中で「告知」や「SEO対策」は非常に重要な 

課題となります。 

 

医療業界の事を熟知している観点から「制作」、「SEO対策」を行い、 

さらにKomachiの知名度を活かしての「告知」により、 

制作後の運用から、知名度UPまでの施策をすべて含んだ商品です。 
 

 

 

ITパック 希望小売価格 

初期制作費４０,０００円  月額利用料金７,５００円 

１２万人メルマガ会員に一斉告知！ 

医療ポータルサイト＆Komachi-WEB

と連動し、永続的に宣伝効果あり！ 
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医療広告に沿って、直接医院をメルマガで宣伝しておりません。 

一度、「医療ポータルサイト」へメルマガ会員を誘導し、そこから引き込みます。 

医療ポータルサイトにて「ピックアップ」として掲載します 

医療版 

貴院ITパックサイト 

Komachi-WEB 

ITパックサポートチームが 

メルマガを毎週配信して 

ポータルサイトへ誘導 

患者様が閲覧 

ITパック契約先は 

「ピックアップ」として 

目立たせています 

    医療ポータルサイト 

「新潟のお医者さん」 
ポータルサイト自体の 

知名度UPを 

日々仕掛けています 

Komachi-WEB 

メルマガ会員１２万人 
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ITパック＆Komachi-WEB連動相関図 



■新潟のお医者さん 
http://www.week.co.jp/i/medical/ 

 
 

「医療ポータルサイト」とKomachi-Webの 

「トクだね！ショップ」と連動 

医療版 

ITパックをご契約の病院、クリニック様は、

検索の「ピックアップ」へ掲載し、地域検索
内でも上位に掲載いたします。 

 

 

■Komachi-Webの 

「トクだね！ショップ」と連動 
http://www.tokudaneshop.com/ 

 
ITパックの「お知らせ」を更新すると 

Komachiトクだね！の新着へ連動して掲

載！ さらに右下カテゴリ内「医療福祉」
にご契約施設が一覧で表示されます。 
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医療版 

【1】GoogleMAPで見やすくしてほしい! 

【2】受付・外来時間、休診日を表示してほしい! 

【3】どんな症状ならどの科にいけばよいか案内がほしい! 

【4】診療方針、内観や外観の写真など来院前に情報が見たい! 

【5】ホームページにもリンクがあったらよい! 
 

〔12万人のメルマガ会員からによるアンケート調査〕 

医療ITパックをご契約された医院・施設のみに可能! 
 

【1】GoogleMAPで見やすい! 
【2】受付・外来時間、休診日を表示! 
【3】症状よりpickup医院として、一番目立つ場所に表示! 
【4】診療方針、内観や外観の写真などを掲載可能! 
【5】サイトのトップに貴院のPCサイトへのリンクも可能! 

 

 

 

 

 

「新潟のお医者さん」サイトは 

12万人のトクだねこまち会員にアンケートを取り 

お客様の声を反映しています! 
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効果実例 

医療版 

２０１３年１０月５日ITパック開始    

１０月約２００アクセス 

２０１４年８月約９００アクセス 

月平均７００アクセス 

ITパックよりドック予約が毎月新規３件！ 

ペイシアガーデンクリニック様 

にわやまハートクリニック様 

２０１３年１０月２５日ITパック開始 

１１月約１００アクセス    

２０１４年８月約５００アクセス 

月平均３５０アクセス 

ホームページ見て来ました！という新患が毎月あり！ 

新潟県内導入クリニック様   2015年4月現在 

 

・にのみや内科クリニック様（加茂）       ・本町皮膚科様（新潟市中央区） 

・ペイシアガーデンクリニック様（新潟市中央区） ・にわやまハートクリニック様（新潟市中央区） 

・森平レディスクリニック様（小千谷）     ・相澤内科医院様（上越） 

・小島耳鼻咽喉科医院様（新潟市秋葉区） ・笹川医院様（上越） 

・中川内科医院様（三条）           ・耳鼻咽喉科渡辺医院様（新潟市西蒲区） 
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株式会社ドットコム・マーケティング 

  新潟市中央区女池南3-2-32   TEL ：025-282-2828 

           
http://www.com-m.com/products/ 

通常のPC用ホームページの制作も行っております。 
 
制作実績やお問い合わせは、 
下記、株式会社メディケアネットまでお願いいたします。 

株式会社メディケアネット 

  新潟市中央区米山9-8    TEL ：025-288-6081 

http://www.mc-net.jp 
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総合窓口 販売・制作 

販売元・制作 


