ホームページ
Step.1

無

ができるまで
御社または弊社、
お客様がご都合の良い場所
でヒアリングを行います。
デザイナーも同席させていただき、
お客様と弊
社で完成イメージの共有を行います。

料

ヒアリングを行います。
Step.1

無

料

￥

企画立案書と
お見積書を提出いたします。

ヒアリング内容を基に、
セグメント・ターゲット・
ポジショニングなどホームページの戦略をまと
めた企画書と、
サイトの大まかな設計図である
立案書、
そしてお見積書をご提出致します。

ホームページ制作のご案内

ご契約
ご契約書にサインを頂き、正式なご発注となります。

時代と共に変化するホームページへのニーズに対応
グラフィックデザイナーが撮影・デザインを行い
ます。
ホームページ訪問者に御社の商品やサー
ビスがしっかりと伝わるように細部までこだわっ
て創り上げ、
デザイン案を提出いたします。

Step.3

撮影、
デザインを行います。

スマートフォンでも見やすいレイアウトへ変換

・スマートフォン対応
・時代に合ったデザイン性
・ショッピング機能
・アクセス解析
・SNSやWEBコンサルティング

SNS・口コミ
リピーター

知る

検索

Webサイト
ホームページ

シェア

行動

購入・来店
問い合わせ

提出したデザイン案にOKをいただいてから
コーディング作業に入ります。
この時に内部
SEOを設定し、検索上位を狙います。
また各種
ブラウザでテストを繰り返し、正確に表示され
るかを確認します。

Step.4

コーディングと
内部SEO設定を行います。

最終のご確認をいただき、
いよいよ公開です。
また公 開 時に今 後の更 新の流 れやホーム
ページの活用方法などもお話しさせていただ
きます。

Step.5

公開（納品）

公開後、毎月アクセス解析レポートを郵送※い

ご納品後

たします。
アクセス解析のデータを基に、
より
効果の出るホームページになるようにご提案
などもさせていただいております。
また、更新も
お気軽にお申し付けください。

アクセス解析レポート・更新
※年間更新契約（60,000円〜/1年）
された方のみ

Website
Design

Smart phone
Site

Search Engine
Optimization

ご確認ください
●サーバーレンタル料金
（月額300円程度）
、
ドメイン料金
（年間2,000円程度）
は含みません。
弊社がサーバーやドメイン取得代行は行いますが、
お客様とサーバー会社でのご契約になります。
●弊社はネットショップの導入サポートをさせていただきますが、
運営自体はお客様で行っていただきます。
●Internet Explorer8以下は動作対象外です。
●撮影にモデルを起用する場合は別途お見積いたします。
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寿印刷工業株式会社／株式会社コトブキ
〒514-2313

紙媒体
電波媒体

三重県津市安濃町今徳1349

059-268-3538
ホームページアドレス

www.kotobuki-mie.co.jp

info@kotobuki-mie.co.jp
寿印刷工業
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Shopping
Site

SNS
Consulting

Traffic
Analysis

プランと制作費 ※記載されているプラン以外にもご要望に応じて対応いたします。
TOPページ…1ページ
その他のページ…10ページ程度
スライドショー(任意)
撮影(1〜2日)

ベースプラン
パソコン用ホームページです。
スマートフォンでも閲覧は可能です。

企画力 × デザイン力

350,000円（税別）〜

パソコン用ホームページ

スマートフォン対応プラン

ホームページの目的は多種多様です。

スマートフォンに合わせて
文字や写真が大きく見やすいレイアウトに
切り替わるシステムです。

ネット通販、
ブランディング、問い合わせや申し込みなどの

※スマートフォン対応はレスポンシブルデザインです。
スマートフォン対応ではなくスマートフォン専用のサイト構築は別途。

ダイレクトレスポンス、
お客様とのコミュニケーション。

TOPページ…1ページ
その他のページ…15ページ程度
スライドショー(任意)
撮影(1〜2日)
パソコン用ホームページ

しかしホームページを創る場合でも、
ホームページ以外の広告物を創る場合でも、

ネットショップ導入サポートプラン

ターゲット・セグメント・ポジショニングなどを定めた上でデザイン性などを

ホームページとネットショップを
一度にはじめられる方に最適なプランです。
ご要望に合わせてプランニング致します。

決める根本的な部分は同じです。
しっかりと御社ホームページのコンセプトと方向性を定めた上でデザインを行い、

※アイテム数や機能により異なります。詳しくはお問い合わせください。

450,000円（税別）〜

スマートフォン対応

TOPページ…1ページ
その他のページ…15ページ程度
スライドショー(任意)
撮影(1〜2日)
ネットショップ導入サポート一式
パソコン用ホームページ

600,000円（税別）〜

ネットショップご導入サポート

クライアント様と共により効果の高いホームページへと成長させて参ります。

CMSプラン（オウンドメディアなど）
会員制サイトやお客様自身や複数人での更新管理など
様々なシステム構築ができます。
ポータルサイトや大規模サイトにも最適なプランです。
※各種システム構築いたします。詳しくはお問い合わせください。

オプション

TOPページ…1ページ
その他のページ…ご相談下さい
スライドショー(任意)
撮影(1〜2日)
各種システム構築(ご相談下さい）
パソコン用ホームページ

スマートフォン対応

各種システム構築

700,000円（税別）〜

※オプションはお客様のご要望に応じて、別途お見積いたします。

SNS・WEB
コンサルティング

インバウンド対応
翻訳

動画や漫画の制作

クロスメディアや
WEBメディアタイアップ

運営費
更新管理料金

1年間 60,000円（税別）〜

[含まれる内容]
アクセス解析レポート(月1回)
軽微な修正(作業時間30分程度)
(例)商品の入れ替えや追加・ニュースのアップ等

※年間20回前後を越える更新が必要な場合は別途お見積いたします。

[含まれない内容]
毎日の更新が必要なショッピングサイトなどは別途お見積いたします。
オプション料金が必要な内容は更新管理料金に含みません。
スマートフォン対応ではなく、
スマートフォン専用サイト※を構築された場合は120,000円/1年間〜です。
※パソコン用とスマートフォン用のホームページで内容が異なる場合。
またはレスポンシブルデザイン以外の方法でスマートフォン対応
をした場合。
詳しくはお問い合わせください。

更新・アクセス解析

内部SEO対策

※年間更新契約（60,000円〜/1年）
された方のみ

※2016年6月現在

キーワード

検索順位

1位／ 696,000件
2位／ 481,000件
三重 デジタルサイネージ 1位／ 87,500件
三重県松阪市 誕生日ケーキ 2位／ 587,000件
三重県津市 菓子
2位／ 615,000件
三重 WEBマガジン
三重県 宴会

スマートフォン対応

ショッピングサイト

※ベースプランは対象外。
ネットショップ導入サポートプランは
有料オプション。

※ネットショッピングプランのみ標準装備

更新や修正したい箇所はお気軽にお電話また

写真や文字のレイアウトが変化し、
スマートフォ

ショッピングサイトの導入サポートも行っており

はメールでお申し付けください。
また、
月1回の

ンからも見やすいシステムを採用しております。

ます 。また、既

アクセス解析レポートをご郵送にてお知らせい

存のホーム

たします。改善を繰り返し、効果のあるホーム

ページにショッ

ページを目指します。
レポート内容はクライアン

ピングカートを

ト様のご要望にできるだけ対応させていただき

後付けすること

ます。

も可能です。

公開後の追加オプション
（有料）
ご新規ページ追加作成

1ページ

10,000円（税別）〜(作業時間4〜5時間程度)
20,000円（税別）〜(作業時間6〜10時間程度）

WEB広告
（検索連動型広告・ディスプレイ広告・ターゲティング広告）
………別途お見積
サーバー、
ドメイン契約代行……………………………………………………別途お見積
レイアウトやデザインの大きな変更・操作説明・マニュアル作成・出張費用…別途お見積

撮影

5,000円（税別）〜（1時間）※交通費は含みません。

詳しくは弊社のWEB広告担当者までお問い合わせください。

