動作環境
サーバー

EZSite 4 基本パック

IBM Lotus Domino

Lotus Domino 6.5 以上を推奨

OS

Lotus Domino が動作する OS

Web ページ作成用クライアント
Web ブラウザ

Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
Mozilla 1.7 以降
Firefox 1.0.6 以降

利用者環境
Web ブラウザ

製品ラインナップと価格

スタイルシートに対応したものを推奨

Web サイトの設定や Web ページ作成・管理機能を提供する EZSite 4
の中核となるパッケージです。
価格：¥199,500（税抜き価格 ¥190,000）

EZSite 4 エンタープライズオプション

１つのサーバー上で、EZSite 4 を使って２つ以上の Web サイトを
作成・管理するためのライセンスで、商品・製品別や事業所単位で
の Web 展開に対応します。
価格：¥183,750（税抜き価格 ¥175,000）から

EZSite 4 受付オプション
受付内容や項目を目的に合わせてカスタマイズでき、通知メールの発
信や受付情報の表計算出力により Web 顧客対応をサポートします。
価格：¥52,500（税抜き価格 ¥50,000）から

その他各種オプション
以下のオプションを順次提供予定です。
電子会議室、アンケート、携帯対応 等（順不同）

関連サービス
サーバー等セットアップ代行

導入コンサルティング

提供形態

お客様から B-Com への申込毎に B-Com が提供

提供形態

お客様から B-Com への申込毎に B-Com が提供

サービスの内容

EZSite 4 をご利用いただくために必要なサー
バー(OS、Lotus Domino を含む)のセットアッ
プ一切を代行します。

サービスの内容

Web サイトのインフォメーション・デザイン
(コンテキスト・デザイン)を実施します。
アウトプット：
Web サイト・コンセプト・ドキュメント、イン
フォメーション・デザイン・ドキュメント、メ
ニュー構成案、サイト構成案 等

必要に応じてサーバー OS や Lotus Domino の
ライセンス等の調達も承ります。
サービスの料金

個別お見積

EZSite テクニカル・サポート

サービスの料金

個別お見積

トータル・サイト・デザイン

提供形態

お客様から B-Com への申込毎に B-Com が提供

提供形態

お客様から B-Com への申込毎に B-Com が提供

サービスの内容

EZSite 4 の基本操作/障害に関する質問への回
答。

サービスの内容

メインメニュー用デザイン及び各ページ用デザ
イン各１種を基本として、お客様のご要望に基
づいて Web ページをデザインします。

EZSite 4 のインストール及びセットアップに
関するお問合せにつきましては、無償にて対応
します。
サービスの料金

リモート・サポート：１万円／件

必要に応じて、多様なバリエーションにも対応
します。
サービスの料金

個別お見積

オンサイト・サポート：個別お見積
※IBM、Lotus、Lotus Domino は、IBM Corporation の商標です。
※Microsoft Internet Explorer は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国に
おける登録商標または商標です。
※Mozilla、Firefox とそれぞれのロゴは、Mozilla Foundation の商標です。
※その他会社名と製品名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。

開発元
株式会社ベストコミュニケーションズ

お問合せ

HTML などの専門的知識を必要とせず、
簡単操作で誰にでも Web サイトを構築でます。
もちろん、Lotus Domino の堅牢性をそのまま、
高いセキュリテリィを持ったビジネス直結型の
Web 戦略をご購入からごく僅かな期間で始動できます。

〒153-0041 東京都目黒区駒場 2‑1‑4 森下ビル 2F
TEL.03-5790-7208 FAX.03-5790-7209
URL.http://www.ezsite.ne.jp/e-mail.EZSite@bcom.co.jp

株式会社ベストコミュニケーションズ

http://www.ezsite.ne.jp
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Web サイトは立ち上げてからが本当の勝負です。
せっかく作っても来訪者が少なくては意味がありません。
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実装してサイト運営を助けます。
さらに Lotus Domino の実績ある強固なセキュリティに
より、不正進入や改ざんといった悩みから解放します。

4

ン・アンケートオ
ショ
プシ
オプ
ョ
付
ン
受

EZS
it e

情報発信や顧客獲得のチャネルとして Web
のビジネス活用は今や常識。
ところが、いざに始めようとすると・・・
「知識はないし、かと言ってそのための要員
確保はコストに見合わない」
「既存のサーバやこれまで蓄積してきたデー
タを有効利用したいが、どうしたものか」
「コストは抑えたいのは山々だけどセキュリ

なら誰にでも簡単に Web
サイトを構築することがでます。
HTML や CSS などの知識は必要ありません。
文字の操作や画像の挿入はもとより、面倒な表
の作成も思いのまま。
直ぐにコンテンツ作りに取り掛かれます。
また、ワープロや表計算ソフトなどの既存デー

ティが心配」
・・・などなど、様々な悩みや問題が次から
次へと出てきてしまい、結局二の足を踏んで

タを Web に公開することもできるので、コン

「企画段階を含め３週間で公開できた。」
・・EZSite 4 は Web 展開の敷居を大胆に下げます。

テンツ作成の省力化にも大きく貢献します。
S
EZ

しまっている。

i te 4

「Web ブラウザからの作成・更新は
メモ帳感覚でできますね。」
・

電子

多くのそんな経営者・担当者の方々のために

室オプション
会議

は誕生しました。

・・EZSite 4 は Web 技術者を必要としません。

「仕事をしたついでに情報発信ができる。」
・・EZSite 4 なら普段使っているドキュメントでも
直ぐに Web で公開できます。

「部門別サイトのページの更新が週に３度も、
これは当初の予想以上ですね。」

・ EZSite 4 は殆どの機能をブラウザから操作します。
・ EZSite 4 は Lotus Domino 上で稼動する
新たなアプリケーション技能は不要です。
Web サイト構築／コンテンツ作成・管理シス
・ EZSite 4 はリッチテキストエディターを実装し、
テムです。
視覚的で直感的な操作が可能です。
・ EZSite 4 は 「基本パック」のほか、「エン
タープライズオプション」「受付オプション」 ・ EZSite 4 にはファイル添付専用フォーム機能があ
り、Microsoft Word、Excel、Power Point や PDF
「電子会議室オプション」などのコンポーネン
といった日常使っているオフィス文書のデータを手
トから構成され、 目的や予算に合った組み合
軽に公開することができます。
わせをチョイスしていただけます。

公開エリア

会議室
電子
・

・・・EZSite 4 なら部門別サイトも一元管理可能。
滞りがちなページの更新も苦になりません。

・ EZSite 4 は Web サイトの更新情報を自動
的に RSS 配信します。利用者はサイトの
更新情報を自動的に入手できることにな
ります。
※ RSS：Web 全体で更新情報などを共有化するた
めの標準化フォーマット

・ EZSite 4 は検索サイトに掛かり易いよう
SEO 対策機能を装備しています。
※ SEO：検索エンジンのためのページ最適化

フォーム
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・
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