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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年分のノウハウがあります。 

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）

商標登録  Ｗｅｂ顧問

認証番号 1511330003(03)

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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公開可能な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。 

⾮公開の事例につきましては、お問い合わせください。



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

による漏洩に対策をとっております。社内から

のインターネットの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に対策

を講じています。 

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全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

防いでいます。 

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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組織∕制作体制
Our Team Structure

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顧問®について①
About Web Advisor
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企画⽴案から制作‧運⽤までPDCAサイクルを回し続けることで、 

常にホームページをフレッシュな状態に保ちます

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②
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



企画⽴案フェーズの流れ
Proposals for improvement
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課題の改善に向けて必要な修正についてご提案させていただきます。優先順位を整理して速やかに着⼿することで、Googleの⾼評価

につなげ、検索順位の向上させます。 

コーポレートサイトについての改善策をご提案します。

サイトチェックツールを駆使した改善案。



企画⽴案フェーズの流れ②
Proposals for improvement

30

サイトの最終ゴールであるお問い合わせフォームからの問い合わせ数増加に

つなげるため、お問い合わせ管理システムで顧客情報を管理。商品ごとの流

⼊元や流⼊数が把握しやすい集計画⾯をダッシュボードに設置して追客を⽬

指した営業業務をサポートします。 

WEBサイトのゴールは『お問い合わせ数増加』です。 

競合他社の流⼊キーワードや広告予算を把握できるSEMツールを活⽤し、 

『契約数増加』を⽬指した営業業務をデータで可視化。    



制作フェーズの流れ
General Production Flow
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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�
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運⽤フェーズ 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



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② SNS活⽤
Social Networking Service
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サイト公開後はトレンドツールやデータを駆使して 
オンラインに関わる業務を⼀貫してサポート 

●新規ページ公開 

●随時サイトメンテナンス 

●Web解析 

公式アカウントを使い、新商品のPRや

イベント企画情報の発信を代⾏します。 

●SNS企画アシスト 

●Web広告運⽤ 

●企画管理 

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

運⽤フェーズ③ WEB広告
Site Operation
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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もサポートさせていただきます。 

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、情報認知や商品申込みにつなげます。 

販路拡⼤を⽬指したWEB広告もサポートさせていただきます。

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



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④ Web解析
Site Operation
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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。



Web顧問®
Web Advisor
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⾯倒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全てをWeb顧問®がアシストします！

※価格はご依頼内容により異なります。

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



よくあるご相談
Frequently Asked Questions
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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。



よくあるご質問
Frequently Asked Questions

Q 写真撮影およ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サ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全ての権利は、すべて貴社に帰属します。

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、モバイルブラウザーエミュレーターの機能によるチェック対応となります。実機テストによるテストは

⾏っておりません。 
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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がスピード化されます。

また、チャット内にはプロジェクトに関わる弊社

メンバーが全員することで、ご指⽰の対応モレに

よるリスクを軽減します。 
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