
ウェブクリエイティブ株式会社



私たちについて
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会社概要
Company Profile

ウェブクリエイティブ株式会社は、岡⼭市にあるWeb制作の専⾨会社です。 

オリジナルWebシステム‧ Web業務システムの開発を得意とし、20年分のノウハウを持っています。 

WebデザインからCMSなどのシステム制作、アクセス解析、ウェブ広告やSNS活⽤など、 

Webの持つ可能性に挑戦し続けています。

取得認証‧認定‧商標

岡⼭市北区野⽥屋町2-11-19 柳川Rビル

https://web�.co.jp/

office@web�.co.jp

086-238-9802

086-238-9813

9:00~18:00

⼟‧⽇曜、祝⽇、年末年始

1999年11⽉

1,000万円

代表取締役 ⽯橋 史恵

15名（契約社員‧パート含む）

会社名

所在地

ホームページ

メールアドレス

電話番号

FAX番号

営業時間

定休⽇

創業

資本⾦

代表者

従業員数

電気通信事業者届出 届出番号 F-��-���

ウェブクリエイティブ株式会社

情報セキュリティ第三者認証制度JAPHICマーク

エコアクション21

経済産業省認定 

Smart SME Supporter（情報処理⽀援機関）

経済産業省の健康経営優良法⼈認定制度 

「健康経営優良法⼈2020」（中⼩規模法⼈部⾨）認定

商標登録  Web顧問

認証番号 1511330003(05)

認証番号 0012115

認証番号 第6号-19090030

登録番号 第6103985号（登録⽇ 2018年12⽉7⽇）
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1511330003（05）



情報セキュリティ対策
Information Security Measures

弊社では、インターネット上のセキュリティはもちろん、 

オフラインにおけるセキュリティについても万全の体制を整えております。

警備システムを導⼊し、社外からの侵⼊に対応。

社内に防犯カメラを設置し、サーバーとPCを 

物理的に監視しています。 社内サーバーや個⼈

情報‧パスワード等の機密情報については、鍵

のかかる専⽤の保管庫を設けています。 

内部ネットワークについても監視システムを導

⼊し、万が⼀の情報流出や、クラッキング等に

よる漏洩にも対策を講じています。社内からの

インターネット通信は必ずファイアウォールを

経由し、ログとして記録されるよう管理を徹底

しています。 

個⼈情報保護の観点から社員ごとにIDを持ち、

コピー、FAX送受信、スキャニング、プリントア

ウトなどの操作記録をすべてログとして記録し

ています。社員しか紙に出⼒することができな

いよう制限すると同時に、紙資料の紛失‧盗難

を防⽌しています。

JAPHICマーク制度に則った情報セキュリティ基

本⽅針を策定し、情報セキュリティを確⽴する

ために、運⽤、監視、レビュー、維持、改善を

⾏い、安全かつ適正な情報セキュリティ対策を

実施しています。 

警備システム導⼊

ファイアウォール‧通信監視システム 

複合機利⽤管理システムによる社員認証 

JAPHICマーク（第三者認証制度）取得 
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設計・デザインの考え方

SDGsを意識した制作

デジタルギャップを無くすために、
高いアクセシビリティを保持できる運用を継続します。
JIS X 8341-32016 附属書JA.5「保守・運用」
同 JA.6「PDCA サイクルによるウェブアクセシビリティの確保・維持・向上」に基づいて、
ウェブアクセシビリティを高めるプロセスを以下を厳守します。
①ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開
②アクセシブルなウェブコンテンツの制作
③試験の実施と結果の公開
私たちはクライアントにこれら一連のプロセスを積極的に推奨して継続的に取り組みます。
（JIS X 8341-3:参照）。

障害者にも配慮したウェブページ制作で
現代のニーズに応じた、情報格差を無くす制作を心がけます。
私たちはJIS X 8341-3規格名称「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス
第3部：ウェブコンテンツ」に基づいて、ウェブアクセシビリティ方針において目標に定められたアクセシビリティ品質を満たす
アクセシブルなウェブコンテンツ制作を約束します。

A

https://waic.jp/docs/jis2016/understanding/201604/
Webcreative2016_07PC
下線



制作実績 
Previous Works
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制作実績
Previous Works
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多種多様な業種のお客様の制作事例を弊社ホームぺージhttps://web�.co.jp/case/でご紹介しています。 

制作事例はこちら 



Webサイト制作
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制作について

10

ビジネスゴールにMatch!!
ホームページ制作で⼤切なことや、サイトのゴールがビジネスの⽬的に合っているかどうか。 

お客様のビジネスごとにサイト内の導線を丁寧に設計してゴールを整理し、ご要望＋αのご提案を約束します。

販売促進 顧客リスト獲得 お問い合わせ数UP 求⼈応募数UP

企業名認知 業務システム構築 SNS活⽤

About Production
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SEO（検索エンジン最適化）対策について
Efficient SEO Services

Googleのガイドラインに沿った 

最新のSEO対策を⾏います。

ユーザーが必要とする情報に最短でたどり着けるように、検索エ

ンジン最適化（SEO）の対策にも注⼒いたします。 

⽇本国内の検索エンジンシェア70%以上であるGoogleで上位に

表⽰されるよう、Googleが公式に発表しているSEOガイドライ

ンに沿って、コンテンツの最適化を進めます。      

Search Engine Optimization 
検索エンジン最適化

アクセス解析⽉次レポート作成

キーワード 

調査

競合分析ディレクトリ 

提出

被リンク対策

ウェブページ 

最適化

SNS活⽤

オウンドメディア 

配信

新着情報 

配信

プレスリリース 

配信
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2つのスタイル
サイト制作メニュー

サイト制作のみ Web顧問®0201

制作について
About Production



�STYLES

サイト制作のみ

サイト制作 ＋ 運⽤

運⽤込みの定額プラン

こまめなアシストをご希望の⽅はこちら

公開後は必要に応じてメンテナンスサポートを選択するパターンです。 

メンテナンス費15,000円/⽉額（税別）から。

ご依頼内容に沿った 

●画像‧テキスト変更 ●不具合調査及び調整 ●バックアップなど

公開後の運⽤を重視したプランです。定期的なSEO対策はもちろん、注⽂

数やお問合わせ数、集客⼒UPにつながるデジタルマーケティングの最新

⼿法を使い、徹底アシスト。もちろん、WEB制作費コミコミプランです。 

 

※価格は⼀年後に⾒直し可能。

おすすめ

１年間契約から

公開後、更新が少ない場合はこちら

サイト制作 SEO改善提案＆制作

デジタルマーケティング提案

サイト制作

メンテナンス

WEBシステム

補助⾦相談

00

�STYLES

お⾒積もり※⽉々定額払い

お⾒積もり



⼀般的なサイト制作の流れ
General Production Flow

00

企画＆設計 デザイン制作 システム構築 動作チェック‧公開 

✅ キックオフ 

✅ コンセプト設定 

✅ 素材準備 

✅ CMS/システム仕様決定 

✅ サーバー‧ドメイン準備 

✅ スケジュール確認 

✅ 運⽤計画策定

✅はお客様にご協⼒をお願いする作業です。 

✅ コンテンツ企画 

       コンセプトメイク 

       UI 設計 

✅ キャッチコピー‧画像提供 

       トップページデザイン制作 

✅ トップページデザイン決定 

✅ 下層基本フレームデザイン 

✅ 下層基本フレーム決定 

DB 設計 

HTML 化 

レスポンシブ対応 

JS 作成‧スライダー実装 

API 連携 

基本システム‧CMS 実装 

管理機能連携 

フロント表⽰機能

       ブラウザチェック 

       タグ設定 

✅ 公開前チェック 

✅ 公開後確認 

       Google アナリティクス設置 

       SearchConsole 設定

STEP� STEP� STEP� STEP�

⼀般的なWebサイト制作のご依頼に関しましては、 

案件ごとにチームを組んで、以下のような流れで制作させていただきます。



初期費⽤

ページ数

製作期間

デザイン

キャッチコピー

本⽂テキスト

スマートフォン対応

撮 影

打ち合わせ

SEO

その他

5ページ

1カ⽉間

1案、修正2回可

ご提供ください

×

〇

×

オンラインのみ

SEO初期設定 

各プランには以下が含まれます。 

‧SSL対応サーバーご契約サポート 

‧ドメインご契約サポート

‧サブスクリプション∕キーワード及びSEO初期設定 

‧Web解析ツールGoogleアナリティクス設置（アカウント取得サービス）

※ドメイン費⽤‧サーバー費⽤別

10ページ

2カ⽉間

1案、修正2回可

ご提供ください

×

〇

オプション対応

オンライン‧対⾯どちらも可

15ページ

3カ⽉間

2案、修正2回可

オプション対応

オプション対応

〇

オプション対応

何度でも

作成します

〇

〇

〇

SEO設定及び運⽤

税別
350,000円 650,000 円 950,000 円

ご契約内容に 

準じます

スタートメニューについて

10

項⽬ ファースト スタンダード ベストスタート 顧問プラン

スピーディーに公開したい個⼈事業主様向けのメニューです。

税別税別

About Startup Plans



初期費⽤

ページ数

製作期間

デザイン

キャッチコピー

本⽂テキスト

スマートフォン対応

撮 影

打ち合わせ

SEO

その他

20-30ページ

4カ⽉間

1案、修正2回可

ご提供ください

SEOライティング

〇

SEO初期設定 

各プランには以下が含まれます。 

‧SSL対応サーバーご契約サポート 

‧ドメインご契約サポート

‧サブスクリプション∕キーワード及びSEO初期設定 

‧Web解析ツールGoogleアナリティクス設置（アカウント取得サービス）

※ドメイン費⽤‧サーバー費⽤別

30-35ページ

4カ⽉間

1案、修正2回可

ご提供ください

〇

オンライン‧対⾯どちらも可

_

ｰ

2案、修正2回可

オプション対応

〇

何度でも

作成します

〇

〇

〇

SEO設定及び運⽤

2,000,000 円 3,000,000 円 お⾒積り

ご契約内容に 

準じます

リニューアル バリューアップメニューについて

10

項⽬ バリュー200 バリュー300 プレミアム 顧問プラン

現⾏サイトをリニューアルして⾃社の価値を⾼めたい企業様向けのメニューです。

税別税別

About valueup Plans

_

〇 〇

SEOライティング SEOライティング

〇



Webサイト運⽤
Web解析 

Webドック（SEO診断） 

メンテナンスプラン 
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コーポレートサイトご提案サイトマップ〇〇〇〇

運⽤フェーズ Web解析
Current Site Analysis

22

サイトを閲覧するユーザーの情報について、Googleアナリティクスを使った解析を⾏います。⾃社サイトがどのようなキーワードを

使って検索されているのか、サイト内ではどのページが閲覧されているのかといったことが可視化されます。専⾨知識を備えたWeb

解析⼠が担当させていただきます。

Googleアナリティクスを活⽤し、 
ターゲットを常に意識した運⽤を⾏います。



運⽤フェーズ Webドック診断
Web Doctor's Checkup

30

スマートフォン（レスポンシブ）対応していない。 

キーワードがあまり含まれていない。  

画像容量が⼤きい、圧縮が必要。 

⽂字数やページ数が少なくGoogleからの評価が低い。https://web�.co.jp/

ウェブクリエイティブ株式会社

サイトチェックツールでサイトの問題点を可視化。 

改善提案させていただきます。 

 

※サイト診断書例



コーポレートサイトご提案サイトマップ〇〇〇〇

メンテナンスプランについて
About Maintenance Plans

※1 不具合調査 ※4 システム調整を伴う作業

※5� 集客サポートパッケージ内容

その他、特記事項�

※2 データバックアップ

※3 ⽂字修正·画像差し替えの範囲について

   

    

80,000円/⽉30,000円/⽉15,000円/⽉

1回/⽉�まで

ChatWork�/�電話ChatWork�/�電話ChatWork

⽂字修正・画像差し替え システム調整

ご相談・サポート

不具合調査   データバックアップ

すべてのプランがJIS�X�8341-32016�附属書JA.5「保守・運⽤」同�JA.6「PDCA�サイクルによる�

ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上」に対応可能です。

納品時と同⼀環境下で発⾒された⽋陥·動作不良·不具合及び所定の基準との

不適合を調査し、修正します。�

※他社制作サイトの不具合につきましては、別途調査費（5,000円〜）及び�

作業費が発⽣します。

既存システムの軽微な調整を⾏います。但し、システム拡張及び新システム

の追加は、別途費⽤が発⽣します。詳しくはお問い合わせください。

ご依頼の作業が最終した時点でデータ（HTML・CSS等）を保管いたします。

但し、データベース（お客様による⼊⼒データ・管理画⾯保存データ）を含む

フルバックアップについては、別途費⽤（7,500円〜）が必要です。

1回の作業上限は⽂字と画像（特殊加⼯なし）の修正を含め、5カ所程度とさせて

いただきます。素材につきましては、デジタルデータをご提供ください。�

更新範囲は1ページ（2500px程度）といたします。

2021年8⽉現在

メンテナンスプランご契約内容

・ご依頼から5営業⽇以内に対応いたします。※作業ボリュームによっては応相談�

・全プランともに⽉内に余った作業分の翌⽉への繰り越しはありません。�

・上記メンテナンス表の範囲を超える場合は、別途お⾒積りとなります。

集客サポート付きプラン保守管理＋コンテンツ更新プラン保守管理プラン

SEO改善・MEO対策・広告設定

3回/⽉�まで

以下の項⽬から選択できます。※項⽬数はサイト規模及び運⽤内容により変動                 �

・SEO改善 ・コンテンツ更新 ・MEO対策 ・Web広告 ・SNS広告�

・キャンペーン連動 ・Web解析ツール（データポータル）設置

5回/⽉�まで



 集客サポートパッケージについて
About Web Advisor

11

集客⼒UPを⽬指し、以下のメニューがご利⽤いただけます。

基本パッケージ

SEO改善

ライター編集による 

リスティング広告設定 

ブログ‧メルマガ配信 

お知らせ更新

ディスプレイ広告設定 リッチコンテンツ制作

SNS広告設定 アンケート配信

商品情報更新

キャンペーン連動

Web解析

サイト保守

画像‧⽂⾔修正含む

ランディングページ制作

モール運⽤

SNS運⽤

フライヤー制作

オプション

60,000

30,000

30,000

30,000

300,000

80,000

30,000

50,000

80,000 円/⽉額（税別）から  円から 

円から 

円から 

円から 

円から 

円から 

円から 

円から 

オプションにつきましては、ヒアリング後お⾒積りを提出させていただきます

マイビジネス運⽤

※お客様によって内容は異なります。
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Web顧問®



弊社では、案件ごとにご契約いただく⼀般的なスタイルのほかに、 

サイトの企画から制作、運⽤、広報‧PRまで、 

オンラインに関わるすべてを、 

Web顧問®としてサポートする体制を整えています。

オンラインに関わるすべてを

しっかりサポート

上級ウェブ解析⼠, ウェブ解析⼠, 情報セキュリティマネジメント,  

ITパスポート等, 認定試験合格者‧有資格者多数 

ミラサポ（中⼩企業庁専⾨家派遣事業）専⾨家登録 
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Webデザイナー Webエンジニア

Webプランナー

Webサイト制作、Webシステム構築など

 

Web顧問®について①
About Web Advisor

Web顧問®



Web顧問®について②
About Web Advisor
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Webを使った販売戦略や採⽤強化につながるご提案及び業務システムによる 

効率化などを、仕組みづくりからサポートしてほしいというご依頼には、 

企画⽴案から制作、運⽤まで、PDCAサイクルを回し続けて常にホームページを 

フレッシュな状態に保てるWeb顧問プラン®がおすすめです。

Web顧問®は、常にフレッシュな状態でホームページ運⽤

0101 0202 0303

企画⽴案 
フェーズ

01 02 03

制  作 
フェーズ

企画に戻る顧問開始
運  ⽤ 
フェーズ
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Web顧問®について③
About Web Advisor

企画⽴案フェーズ

制作フェーズ

運⽤フェーズ

随時サイトメンテナンス  Web解析レポート作成 

SNS運⽤  企画管理  Web広告サポート 

 現⾏サイト改善  新規サイト制作 ‧デザイン制作 ‧システム構築 

 企画制作  SNS準備  新規サイト公開 

 現⾏サイト改善提案  企画提案



Web顧問®について
About Web Advisor

32

専⾨的なことはすべてお任せ
サイトの企画から制作、運⽤、広報‧PRまで、 

オンラインに関わるすべてをWeb顧問®がアシストします！

サイト制作

サーバセキュリティ設定

コーポレートサイト 採⽤サイト ランディングページ

研修サポート

バナー制作ECサイト 特設ページ

サーバ会社とのやりとり代⾏

販促サポート 通販事業コンサルティング



Web顧問®プラン 料⾦に含まれていないもの
Frequently Asked Questions
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ご契約内容に含まれていない主な内容は以下の通り。 

テキスト制作 

 

オリジナル地図制作

イラスト制作  

写真撮影  

外国語ページ制作 

動画制作 

その他   

ライターによるヒアリング及び⽂章作成 １サイト 150,000円〜 

※基本料⾦には、ご提供いただくパンフレットや資料などベースとしたリライトは含まれております。

 1点  30,000円〜

 1点  50,000円〜

 1回  100,000円〜 ※１回の訪問につき5時間まで

 1⾔語 200,000円〜 ※提携翻訳会社とコラボ制作

 1案件 200,000円〜 ※提携会社とコラボ制作

特設ページや追加コンテンツ及びシステム制作などは、都度お⾒積もりさせていただきます。



Web顧問®プラン よくあるご相談
Frequently Asked Questions

00

ご契約期間中はお客様が抱える課題をフルサポート。 

ウェブクリエイティブが有するリソースを駆使して、最適なWeb環境を⽣み出します。 

コーポレートサイトを、制作から運⽤までアウトソーシングしたい。 

社員⼊退職時のパスワード変更など、煩わしいWebの⼿続きや作業も請け負ってほしい。 

⾃社のWebサイトを常に更新し、販売や採⽤の機会損失を避けたい。 

⾃社業務をシステム化し、作業効率を上げるような提案がほしい。 

オウンドメディアを強化する⽅法を知りたい。 

販売戦略の⽴案に向けて、IT関連の知識を効率よく⾝につけたい。 

Webサイトを使った販路開拓に向けて、マーケティングやプロモーションを⼿伝ってほしい。 

IT関連の補助⾦や助成⾦の情報がほしい。 

社員のITスキルを向上する教育を始めたい。 

ネットでの⾵評被害を回避する⼿段を知りたい、施策を打ちたい。
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Webサイト企画 

コンテンツ制作



コーポレートサイトご提案サイトマップ〇〇〇〇

Webサイト企画 コンテンツ制作 ①SNS活⽤
Social Networking Services

22

企業ブランディングを⽬的とした 
公式アカウント運⽤アシスト 

●公式アカウント設定 

●リッチコンテンツ制作 

●企画アシスト 

公式アカウントを使った新商品PRや 

イベント情報の配信や広告を提案します。 

●SNS企画管理 

●SNS広告設定 

●データ解析サポート 

SNS運⽤アシスト 

オンラインレッスン



コーポレートサイトご提案サイトマップ〇〇〇〇

Webサイト企画 コンテンツ制作 ② 広告運⽤
Online Ad Operations

22

Googleが提携するWebサイトやYouTubeなど、さまざまな広告枠に表⽰させる広告の運⽤もサポートいたします。 

ユーザーに広告をクリックさせて貴社のWebサイトに流⼊、情報認知や商品申し込みにつなげます。 

販路拡⼤を⽬指したWeb広告の運⽤もサポートいたします。

SNS検索エンジンYouTubeポータルサイト

広告エリア 広告エリア

広告エリア



Webサイト企画 コンテンツ制作 ③ オウンドメディア
Owned Media

20

ユーザー向けに⾃社製品やサービスに特化した内容をお届けするWebマガジンです。サイトのトップページに、Webマガジ

ン特設サイトを開設。そこから顧客が興味を持つような内容を発信していきます。インタビュー記事や講演会などへの取材

記事等は、検索ワードも意識しながら閲覧者が共感でき。且つ、そのサービスを利⽤している⾃分⾃⾝をイメージできる内

容の発信がベスト。会員登録を募るマイページ機能や記事を管理する専⽤Webシステムの設置、及び企画‧運⽤サポートも

可能です。 

 
オンラインマガジン 

Webマガジン



Webサイト企画 コンテンツ制作 ④ SDGs
SDGs Initiatives

20

SDGs（持続可能な開発⽬標への取り組み）のページを作成し

ます。他社と⽐べて、⾃社の取り組みにオリジナル性と具体性

を持たせることが重要です。 ライターによる取材‧編集も可能

です。

 
SDGsで企業ブランディング 
イメージUP‧広報‧PRにも⼒を発揮 

特設ページ

費⽤：SDGsページ制作のみ∕ 30万円〜●



Webサイト企画 コンテンツ制作 ⑤ ストーリーページ
Company History, Company Story

20

創業から現在に⾄るまでの貴社の歴史をライターが取材し、テキ

ストだけの⼀般的な沿⾰ではなく、『○周年記念誌』をWeb上で

展開します。印刷物と異なり、内容を追加してアップデートする

ことが可能です。 

 
費⽤（取材, 資料整理, テキスト作成, ページデザイン,コー

ディング） ∕200万円〜

●

 
創業から今⽇までの会社の⾜跡を辿る 
ストーリーページを制作

特設ページ



Webサイト企画 コンテンツ制作  ⑤ 会社案内、パンフレット制作
Company Brochure, Pamphlet

20

ホームページリニューアルを機に、会社案内も⼀新。ホームページデザインをベースにグラフィックデザイナーが少し⼿

を加える程度の低予算のものから、全く違うバージョンのものまで対応可能です。BtoB向け、新卒者向け会社説明会⽤な

ど、⽬的に応じて提案します。ライター取材も可能です。 

データ納品または印刷会社にデータ⼊稿。 

 

※データ⼊稿する場合は、別途、印刷費（実費） 

が必要です。

 
サイト内からPDFで⼿軽にダウンロードできるタイプの便利な会社案内

特設ページ

費⽤（A�⾒開き）∕20万円〜 ●
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Webシステム



コーポレートサイトご提案サイトマップ〇〇〇〇

Webサイトシステム
Website Systems

22

カンタン操作のオリジナルCMSで 
情報の更新頻度をUP！  

閲覧者に伝えたい情報をスムーズに発信できる操作が容

易なCMS（コンテンツ管理システム）を設置。HTMLな

どの専⾨知識がなくても更新可能な弊社オリジナルの管

理システムです。新着情報（お知らせ）の詳細がカンタ

ンに登録できます。 

項⽬にしたがって⼊⼒するだけで OK 。 

画像も⾃動的にシステムがリサイズします。 

（アップロード可能な画像サイズはサーバーの制限による） 

PDFなどのファイルもカンタンに添付できます。 

 



コーポレートサイトご提案サイトマップ〇〇〇〇

Web業務システム BOMDOシリーズ
Business Systems

22

お客様の事業に合う業務改善システムで 
業務を効率化。お悩みを解決します。

以下のようなお悩みを解決します。

Webサイトからの申込みを、⾃動的に⼀覧化、顧客リスト

化したい。 

Excelへのコピペが⾯倒だし、社内での情報共有にも問題が

ある。 

書類のフォーマットを共通化したい。 

顧客管理だけでなく、納品⽇やアフターフォローの⽇付も

管理したい。現場との情報共有もできるように、クラウド

化したい。 

書類の標準フォーマットの管理が、めちゃくちゃ。個⼈に

任せているせいで、古いテンプレートを使っている社員も

いる。共通化したい。 

ネットショップをスタートしたいが、現在、電話注⽂や

FAX注⽂が多い。できれば受注管理や顧客リストは⼀元化

したいから、管理者が新規に注⽂を⼊⼒できるシステムが

ほしい。



参考
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よくあるご質問
Frequently Asked Questions

Q 写真撮影及び取材を伴うライティングについて

別途⾒積もりになります。都度、ご相談ください。

Q

Q

Q

写真素材について

サイト内の画像‧テキストの2次利⽤について

公開チェックについて

弊社は素材サイトと定期契約しております。そのため、弊社で制作するWebイトについては契約範囲内で素材利⽤が可能です。 

下記URLからご確認いただけますので、ご要望の際は、ご相談ください。 

https://pixta.jp/ 

成果物については商⽤‧⾮商⽤的に利⽤するために必要な法律上のすべての権利は、貴社に帰属します。 

ぜひ、今後のプロモーションにお役⽴てください。 

モバイル画⾯の確認については、ブラウザ上の検証画⾯でのチェック対応となります。実機によるテストは⾏っておりません。 

00

          



契約に関する特記事項 
Remarks        

契約締結

WEB制作委託契約書及び秘密保持契約書を取り交わし、契約締結とさせていただきます。

委託料の⽀払⽅法

動作環境

委託料の50％を着⼿⾦として、ご請求させていただきます。 

また、残⾦に関しましては、オープン⽉の⽉末にご請求させていただきます。 

 

成果物の動作環境につきましては、ブラウザ‧OSはすべて⽇本語版とし、最新のアップデート‧セキュリティプログラムが

インストールされていることを条件といたします。詳細につきましては、WEB制作委託契約書に明記いたします。 

00

          



チャットワークによる迅速なコミュニケーション
Chatwork for Quick Communication

セキュリティの⾼いクラウド型ビジネスチャットツール 

Chartworkを採⽤しています 

弊社では、Chatwork株式会社が提供するクラウド型ビジネスチャットツール

Chatwork（チャットワーク）を採⽤し、お客様とのメッセージのやりとりや

ファイル共有、ビデオ通話などに活⽤しています。 

これにより、お客様のご連絡から弊社の内容確認まで、タイムラグなく、

迅速な対応が可能です。お客様専⽤のチャット内

のプロジェクト担当者全員で、ご連絡、ご要望、

ご指⽰に対応いたします。 

 

00



ネットショップ 

ECサイト制作

01



ネットショップをオープンする前に

10

全体像を把握し、販売スタイルを決定

⾃社商品をネット販売するには、楽天やAmazonなどの⼤⼿サイトに出店するⒶモール出店型に

するか、⾃社で販売できる機能を備えたⒷ⾃社ECサイト型にするかを決める必要があります。販売促進

Before Starting an Online Shop

ビジネスゴール

Ⓑを構築してからⒶに出店するのが⼀般的です。

Ⓐ モール出店型 Ⓑ ⾃社ECサイト型

デメリット：初期‧⽉額費⽤‧販売⼿数料が発⽣

※モールの例

デメリット：集客は⾃社で⾏う必要がある

メリット：モールに⽀払う⼿数料がかからない メリット：モールが集客をしてくれるので商品を売りやすい

ネット上のショッピングモール

⾃ 社

出店 購⼊ 購⼊

⾃社ECサイト消費者 消費者



23

⾃社ECサイトの基本の４タイプについて
Four Basic Types of Original E-Commerce Sites

Ⓑ ⾃社ECサイト型は ４タイプ

インストール不要で専⾨知識もいらないため、個⼈でも始められる。ロゴや画

像、テキストなどの素材制作部分のみを専⾨業者に依頼するパターンが多い。

サーバーインストール型製品のこと。専⾨業者が設置すれば、即ス

タートできます。仕様やカスタマイズ性は商品により異なります。

完全オリジナル機能を備えたECサイトを開発したい場合。⾃由

にデザインでき、既にある⾃社管理システムとの連携も可能。

レンタルサーバーにインストールするだけでスタート可能。ある

程度の専⾨知識が必要なため、制作会社に委託する場合が多い。

低コストで、即スタートしたい

即スタートし、徐々にカスタマイズしたい ⾃社運⽤に合わせてフルオーダーしたい

ある程度カスタマイズしたい

ASP‧クラウド

パッケージ フルスクラッチ

オープンソース

＃BASE ＃カラーミーショップ ＃メイクショップ ＃Shopify ＃ワードプレス（ウェルカート）＃ECｰCUBE ＃magento(マジェント)

初期導⼊費：  

製品により異なります。

費⽤： 

製品により異なります。

初期導⼊費⽤： 

50万円前後〜

初期導⼊費⽤： 

200万円前後〜

コスト◎ コスト△ カスタマイズ△ 個⼈○ 企業○ デザイン⾃由度△カスタマイズ× 個⼈◎ 即スタート◎

カスタマイズ△ カスタマイズ◎即スタート◎ 企業○ 企業◎デザイン⾃由度〇 デザイン⾃由度◎

デザイン⾃由度×

コスト× コスト× 即スタート×



ネットショップ開設前の準備
Preparing Your Online Shop for Launch

11

⾃社ECサイトをどのタイプで構築するかが決まれば、いよいよ準備段階です。

事前に以下の内容を想定しておけば、⼀⽇も早いスタートが可能になります。

010101 020202 030303

商品点数

サイズやカラーなど 
バリエーション 

配送‧梱包について 

決済⽅法 

多⾔語対応

マイページ 

メルマガ機能 

クーポン機能 

ポイント付与 

レビュー機能

セール機能 

定期購⼊機能 

予約購⼊機能

販売期間設定 

セット割



コーポレートサイトご提案サイトマップ〇〇〇〇

ネットショップ 販売促進アシスト① ネット広告
Online Ad Operations

22

Googleが提携するWebサイトやYouTubeなど、さまざまな広告枠に表⽰させる広告の運⽤もサポートいたします。 

ユーザーに広告をクリックさせて貴社のWebサイトに流⼊、情報認知や商品申し込みにつなげます。 

販路拡⼤を⽬指したWeb広告の運⽤もサポートいたします。

SNS検索エンジンYouTubeポータルサイト

広告エリア 広告エリア

広告エリア



ネットショップ 販売促進アシスト② モール活⽤

10

Utilization of Online Shopping Sites

Ⓐ モール出店型

デメリット：初期‧⽉額費⽤‧販売⼿数料が発⽣

※モールの例

メリット：モールが集客をしてくれるので商品を売りやすい

ネット上のショッピングモール

⾃ 社

出店 購⼊

消費者

モール内での広告掲載や出店時の 

ショップページ制作をサポートいたします。

ブランド認知にはネット上のショッピングモールを利⽤するのが効率的

です。モールそれぞれに違った集客の強みがあるため、⾃社商品の特徴

に合ったものを選ぶことが重要です。

⾃社商品をネット販売するには、

楽天やAmazonなどの⼤⼿サイトに

出店する「Ⓐモール出店型」にす

るか、⾃社で販売できる機能を備

えた「Ⓑ⾃社ECサイト型」にする

かを決める必要があります。

ターゲット明確化 販売シナリオ作成 顧客データ分析



コーポレートサイトご提案サイトマップ〇〇〇〇

ネットショップ 販売促進アシスト3 SNS公式チャネル運⽤
Social Networking Service Operation

22

企業ブランディングを⽬的とした 
公式アカウント運⽤アシスト 

●公式アカウント設定 

●リッチコンテンツ制作 

●企画アシスト 

公式アカウントを使った新商品PRや 

イベント情報の配信や広告を提案します。 

●SNS企画管理 

●SNS広告設定 

●データ解析サポート 

SNS運⽤アシスト 

オンラインレッスン



 集客サポートパッケージについて
About Web Advisor

11

集客⼒UPを⽬指し、以下のメニューがご利⽤いただけます。

基本パッケージ

SEO改善

ライター編集による 

リスティング広告設定 

ブログ‧メルマガ配信 

お知らせ更新

ディスプレイ広告設定 リッチコンテンツ制作

SNS広告設定 アンケート配信

商品情報更新

キャンペーン連動

Web解析

サイト保守

画像‧⽂⾔修正含む

ランディングページ制作

モール運⽤

SNS運⽤

フライヤー制作

オプション

60,000

30,000

30,000

30,000

300,000

80,000

30,000

50,000

80,000 円/⽉額（税別）から  円から 

円から 

円から 

円から 

円から 

円から 

円から 

円から 

オプションにつきましては、ヒアリング後お⾒積りを提出させていただきます

マイビジネス運⽤

※お客様によって内容は異なります。



SDGs

01



Webサイト企画 コンテンツ制作  SDGs

20

2015年に国連で採択されたSDGs（持続可能な開発⽬標への取り組み）への取り組みは、⾏政を

中⼼に、⺠間企業や団体、教育機関などさまざまな分野に広がりを⾒せています。特に⺠間企

業では、新しい事業に発展させる動きが活発化しています。 

すでに多くの企業が取り組んでいるSDGsのページを作成するには、他社と⽐べて、⾃社の取り

組みにオリジナル性と具体性を持たせることがポイントとなります。 

弊社では、各ゴールごとのテキストをご提供いただいてデザインする 制作のみのプランを始

め、アクティブラーニングを主体としたワークショップセミナーの受講を含めたプランなど、

複数のプランからの選択が可能です。

 
SDGsで企業ブランディング 
イメージUP‧広報‧PRにも⼒を発揮

特設ページ



ご提案

ページ制作のみ

ページ制作＆企画サポート

SDGsプロジェクトサポート 

⽴案からサポートをご要望の場合

課題の洗い出しと専⾨家によるブランディング

■ ワークショップセミナー内容（⼀例）

テキスト及び画像をご提供ください。ライターによる簡単な編集サポート込み。 

●制作期間 すべての素材がそろってから2週間ほど

ご提供いただいた案をもとに、必要に応じて弊社のライターがヒアリングし、内容

をまとめます。 企画⽴案フェーズからの参加も可能。

アクティブラーニングを主体とした「ワークショップセミナー」を実施。グローバ

ル社会の⼀員として、さまざまなリソースを使った独⾃の解決⽅法を出し合いなが

ら、それぞれがミッションとして落とし込めるよう、ファシリテートします。セミ

ナーで明確になった貴社の活動内容、⽬標などをもとに、プランナーがSDGsペー

ジ⽤のテキストを作成、弊社のライターが編集し、特設ページを制作します。

SDGsの基本 SDGsの17のゴールとは？ SDGsのビジネス事例紹介 社会問題‧課題の本質 SDGsワークショップ

550,000

 900,000

 300,000

円（税別）

円（税別）から

円（税別）

おすすめ

取り組み内容が決まっている場合

ページ制作

ページ制作 ⽴案サポート

ページ制作

 

●制作期間 2か⽉間ほど

SDGsセミナー

SDGsプランナー⽀援

ライター編集

ライターヒアリング
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スグそばでビジネス課題をスピード解決
弊社のノウハウを使ってデジタル課題をスピード解決したいというお客様の声から⽣まれたサービスです。

WEB制作は専⾨分野が分かれているためデザイナーやコーダー、プログラマーやイラストレーターのプロが集

まって作業するのが⼀般的ですが、このスタイルなら貴社の課題を効率よく解決できます。

Visiting support

実例①：Ａ社のお困りごと 
         （岡⼭市南区）

受注から請求まで業務をオンライン化したいが、どこから⼿を付けて

よいか分からない。

Ａ社内  4回/⽉：曜⽇未定 9:00-18:00

担当者が課題を伺いながら作業

ウェブクリエイティブ内   
作業を社内で共有し、プログラマー‧ク

リエイターと共同作業
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Visiting support

⾃社のECサイトと集客サイトをこまめに更新したいが、イラストや

画像加⼯などが難しい

B社内  ⽉曜⽇9:00-18:00

担当者がクライアントの⾃社サ

イトや集客サイトを更新

ウェブクリエイティブ内

※モールの例

作業を社内で共有し、プログラマー‧ク

リエイターと共同作業

実例①：B社のお困りごと 
         （岡⼭市北区）
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Visiting support

社員のデジタルスキルを向上したい

C社内   2回/⽉：曜⽇未定 13:00-18:00

担当者がクライアントの社員様向け

WEB勉強会の講師として開催

ウェブクリエイティブ内

各専⾨スキルを持つものと共同で

勉強会資料を作成

実例①：B社のお困りごと 
         （岡⼭市北区）
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