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制作プラン紹介
貴社の企業イメージを大切に、貴社のカラーにあったホームページを制作致します。
対象となるスタッフ層を明確にし、効果的なホームページをご提供致します。
リニューアルをお考えの場合は 現在のホームページの問題点を検討して、改善策をご提案させて頂きます。

￥180,000

ライトプラン

当社が作成したテンプレートでの作成になります。ページ数が少なくデザインにこだわらない人にはオススメです。
デザイン・レイアウトは当社指定のものになります。個人起業家や フリーランスの方やお店の簡単な情報など、お手軽にホームページを
持ちたい方におすすめです。低価格でありながら全てオリジナル作成ですので質の高いサイトをお作りできます。（合計ページ数は 10P）
当社指定のテンプレート

コンテンツ 3 ページ制作

お問い合わせフォーム

ドメイン・サーバー

初年度サポート

レイアウトデザイン

SEO 対策を考慮した制作

会社概要ページ制作

1 年分取得費用

月１回の画像差し替え

メールアドレス 5 個

や文字の修正
アフターフォロー

スーパープラン

￥250,000

ライトプランにスマホサイトをパックにしたものです。ユーザーデバイスに合わせた表示が可能となっております。
お客様に合わせた見せ方で情報を届けます。レスポンシブデザイン対応（合計ページ数は 5P）
トップサイトデザイン

コンテンツ 3 ページ制作

お問い合わせフォーム

ドメイン・サーバー

初年度サポート

下層ページデザイン

SEO 対策を考慮した制作

会社概要ページ制作

1 年分取得費用

月１回の画像差し替え

CMS 構築

メールアドレス 5 個

や文字の修正
アフターフォロー

プレミアムプラン

￥350,000

企業用から店舗・フード関係など利用範囲の広いパックです。御社のサイトイメージを十分に考慮し、独自のカラーを前面に出していきます。
お客様にわかりやすく見ていただけるように作成いたします。企業戦略の重要な手段として、効果的運営の企画・立案いたします。（合計ページ数は 15P）
トップサイトデザイン

コンテンツ 10 ページ制作

お問い合わせフォーム

ドメイン・サーバー

初年度サポート

下層ページデザイン

SEO 対策を考慮した制作

会社概要ページ制作

1 年分取得費用

月１回の画像差し替え

CMS 構築

メールアドレス 10 個

や文字の修正

イメージスライダー制作

アフターフォロー

ランディングページ ￥80,000
1 ページ物のオリジナルデザインでの商品 PR サイトになります。キャンペーンや特集ページ制作になります。既存のサイトの囲い込みなど
広告用のサイトとしてもご利用頂けます。（合計ページ数は 1P）
ランディングデザイン
イメージスライダー

トップページ制作
SEO 対策を考慮した制作

なし

ドメイン・サーバー
1 年分取得費用
メールアドレス２個

初年度サポート
月１回の画像差し替え
や文字の修正
アフターフォロー
* 上記価格はすべて税別表記です

◆パックプラン標準装備のサービス
・当社指定ドメイン取得代行・サーバー取得代行、ドメイン、サーバー 1 年分込み
・WEB マーケティング提案・サイトレイアウト設計
・トップページ＋下層ページラフデザイン
・企業向けお問合わせフォーム

※ご注意

・画像加工（スキャン・切抜き・はめ込み・トリミング・図表等）

・SEO を考慮した制作や対策を致しますが、順位保証は出来ません。

・簡易トップスライドショー制作（パックプランのみ）

・月１回の更新サービスは初年度のみで既存ページの文字修正、画像などの差し替えのみで

・簡易 SEO 対策（メインキーワード 1 個サブキーワード 5 個）

新規ページ制作やデザインの変更や 2 年目以降の更新は追加料金がかかります。

・初年度メールサポート

・1 ページあたりの内容量は 1 画面の内容量です。

・初回使い方指導

・ホームページのサーバー・ドメインの更新は年間です。途中解約をされましても返金できません。

オプション紹介
￥5,000~10,000/1p

更新代行１ページあたり

￥10,000/1 点

メールフォーム追加

￥20,000/1 点 3 案

会社ロゴ作成

￥100,000

CMS システム構築

￥100,000 〜

システム開発

￥3,000/ 回

操作指導
チラシ作成 A4

￥15,000

チラシ印刷 A4 4c/4c 1,000 枚

￥15,000

パートナープラン（EC サイト管理）

￥2,000＋WEB 売上 10％/ 月

検索エンジン広告登録代行

代行料￥25,000/1 サイト

検索エンジン広告の設定・方法・指導
1 回更新
12 回更新パック
ベーシック更新プラン（2 回 / 月＋メンテナンス）
ベーシックパック更新プラン 1 年コース ( サーバー・ドメイン更新料込み）
ビジネス更新プラン（4 回 / 月＋メンテナンス）
ビジネスパックプラン 1 年コース ( サーバー・ドメイン更新料込み）
年間保守管理費（サーバー・ドメイン管理及びお問い合わせサポート）

￥50,000
￥5,000
￥50,000
￥10,000/ 月
￥100,000/ 年
￥20,000/ 月
￥200,000/ 年
￥30,000/ 年

公開までの流れ
打ち合わせからホームページ公開までの流れをご紹介します。

1．お問い合わせ・お見積もり
ホームページ制作にあたり、お客様のご要望をお聞きしながら企画・構成・構築に入ります。お客様の業種・規模・ご予算などからご提案をさせて
いただきます。当社ではより良いホームページを制作するために、お客様と制作会社の両輪で成り立つと考えています。
まずは、お電話、またはお問い合わせフォームより、現在お考えになっている内容についてお聞かせ下さい。
また、その場合にお客様のご要望を出来る限りお聞かせ下さい。お客様のご要望、環境などお打ち合わせ後正式なお見積を提出させて頂きます。

2．サービスのお申し込み
当社が作成したお見積金額、制作仕様、コンテンツ、その他にご納得、ご同意いただけましたら「ご発注」となります。

正式に制作依頼をしていただける場合には、契約書を交わさせて頂きます。また、この時点にて代金をお支払いいただきます。
指定期日までに当社の口座まで銀行振り込みお願いします。

3．デザイン案のご提案
お客様から制作に必要な素材（画像・文章原稿）を準備してもらいます。少しでも多くの資料をご提供頂けると幸いです。ホームページを作るのに至
ったきっかけや、載せたい内容、また誰に見てもらいたいのか、ホームページを作る目的を私達に聞かせてください。

そして ヒアリングでの情報をもとに、ターゲットユーザーの選定と企画立案、ページ構成、コンテンツ概要等を策定し、制作期間を設け、各スタッフと
連携して作業を進めます。貴社のイメージにあったラフデザインを提案しサイトのイメージづくりを行います。

4．デザイン決定・コンテンツのご入稿
お客様へラフデザイン案をご提出後、お客様と担当者とでご要望・ご提案のすり合わせを行い、それに基づき修正を加えます。
ご了解をいただき次第、最終的なデザインを決定いたします。

ラフデザインの出来上がったページから順にお客様に内容の確認をお願いします。この時点でブラウザ（メール）でご確認していただきす。
文章の修正等はこの時点にてお聞かせ下さい。この時点で最初のご契約と違った大幅修正がある場合は、再度見積りをさせて頂く事があります。

5．HTML による制作開始
決定デザインを元に中身の作成に入ります。規模によりますが作り込みが約 2 週間ほどでできあがりますので、実際のブラウザでご確認頂き

コーディング作業を進めていきます。この段階でのデザインの修正はできません。変更する場合は別途費用がかかりますのでご了承ください。
仮サーバーにアップして状態を確認します。

6 ．本サーバーアップで公開開始
ホームページが完成し次第、最終的にお客様の確認が取れたものをサーバーへのアップロードまたはメディアによるお渡しにて納品いたします。
納品の形態はご希望に応じて行うことが可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
お客様の方で更新される場合には更新にまつわる不具合はアフターサポートの対象外となりますのでご注意下さい。

当社にはより多くの人に作成したホームページを閲覧していただくためのノウハウがございます。公開後のサポートもお任せください。

集客力・営業力のあるホームページ
インターネット広告（PPC/ ディスプレイ広告）
見込み顧客も潜在顧客も、
インターネットで効率的に集客する

インターネットプロモーション広告

インターネット広告料金は、ユーザーが広告をクリックしてウェブサイトにアクセスしたときにのみ発生します。
つまり、広告が成果を上げたときにだけ料金をお支払いいただく仕組みです。
広告の表示そのものに料金は発生せず、広告がクリックされたときに料金が発生する「クリック課金型」なので、
無駄なく効率的な集客が可能になります。
広告費用はお客様ご自身で決めていただきます。まずは 1 日の予算を無理のない金額に設定してください。
予算はその後いつでも変更できます。
特定の地域や都市にいるユーザー、あなたの会社や店舗の近くにいるユーザーなど、ユーザの所在地に応じて広告の
ターゲットを設定できます。

購入意欲の高いお客様を見つけたい

自社のウェブサイトへ
お客様を集めたい

（けれど、
どこにお客様がいるのかわからない）

売り上げをもっともっと
増やしたい

PCだけでなく、

スマートフォンやモバイルにも
広告を載せたい

Google AdWords

大手提携サイトの

コンテンツページだけでなく、
Twitterにも広告を出したい

Yahoo! プロモーション広告

皆 様の抱えるさまざまな集 客の悩みを解 決します。

検索エンジン最適化
サイトの最適化
サイトのコンテンツが Google に認識されやすくなるようにするために、次の簡単なアドバイスを
参考にしてみてください。検索ユーザー（未来の顧客）に最適な検索結果を提供するのに役立ちます。

1. 検索結果での見栄えを良くする
A
B

C

ページのタイトル情報は、Google の検索結果で表示されるタイトル
の候補として利用されます。あなたのビジネスを簡潔でわかりやすく
説明するものにしましょう。
ドメイン名は Google の検索結果の重要な要素です。ウェブサイト
には、わかりやすくて読みやすいドメイン名、URL を設定しましょう。
たとえば、www.stasiasbakery.com/prodid?12345 といった数字
の羅列からなる URL ではなく、
www.stasiasbakery.com/custom-cakes といったわかりやすいも
のにしましょう。
メタ データ（descriptions）はページの概要を表すものであり、
Google や他の検索エンジンの検索結果ページで頻繁に使用
されます。ページごとに、160 文字以下の固有の説明を設定
しましょう。

A

B

C

スタシア ベーカリー - ニューヨークのベーカリーならここ！
www.stasiasbakery.com/
ニューヨーク中心部で一番お洒落なエリアにある家族経営の
ベーカリー。自家製ケーキやペストリーが専門。

ホームページ
www.example.com/

新しいストアのホームページへようこそ！ストア紹介 I 新着情報 I
アクセス

2. 画像が Google に認識されるようにする
A

画像ファイルには短くてわかりやすい名前を付けましょう。

B

「alt」属性で画像の内容を説明しましょう。この情報により Google
が画像の内容を認識しやすくなります。

C

ページ上の各画像の下に短いキャプションを添えます。重要な情報
は画像ではなくテキストで表しましょう。

A

<img src=”vangogh-poster.jpg”
alt=”ファン・ゴッホの星月夜の
ポスター” />

ゴッホの星月夜を高画質プリントで

3. 更新を頻繁に行う
ウェブサイトはお店の店頭のようなものです。そう考えると、6 か月も放っておくというのはあり得ないことです。
ブログを開設したり、新商品やセール情報、特典の案内を掲載したりして、サイトをいつも最新の状態にしておきましょう。
いつも顧客の立場から考え、顧客がほしいと思う情報を提供するようにしてください。

B
C

マーケティング
ITS オリジナルの “データマーケティング” です！！！
.1

あらゆる角度からのデータ分析

.2

プロのデザイナーによるブランディング

.3

データマーケティングによるピンポイント宣伝

.4

弊社の強力・明快なコンサルティング

Point
Point

Point
Point

■たとえばこのようなメリットがあります！！
メリット①口コミや紹介されたお客様が貴店を探す場合に効果大！！
メリット②フリーペーパーや雑誌にアドレスを載せてメディアミックス
メリット③貴社営業マンが宣伝活動を行った場合の会社案内として
メリット④貴社（貴店）のブランディング効果も！！

■このような方に役立ちます！！
集客したい・宣伝したい・自社の商品を売りたい・人材を確保したい・
営業（宣伝）ツールにしたい・自社（お店）のブランドを広めたい・
口コミを取りこぼしたくない・ソーシャルネットワーキングサービスと連動等々

制作実績

ホームページヒアリングシート
お客様担当者名

ご住所

サイトタイトル（サイト名）お問い合わせ先・E-mail

更新頻度・運営に関して
【

運

営

】

【更新頻度】

サイトのタイプ
企業・店舗情報
EC サイト
モバイルサイト
その他（

弊社

毎日

週（

両者
）日

月（

）日

その他

顧客ターゲット・ニーズ
製品・サービスサイト

【性別】女性・男性・男女共

採用サイト

キャンペーンサイト

【年代】不問・10 代・20 代・30 代・40 代・50 代・60 代〜

ポータルサイト

スマートフォンサイト

ブログ

【属性】子供・学生・会社員・未婚・既婚・子育て・中年・
お年寄り・その他（

）

サイト規模
5p 以下

御社

）

期待する効果
〜 10p

~20p

~30p

その他（

~50p
）

アクセスアップ

売上向上

お問い合わせ向上

認知向上

その他（

同業・競合・参考サイト URL

）

コンセプト・目的

①会社名（

）http://www.

①会社名（

）http://www.

①会社名（

イメージアップ

）http://www.

デザインテイスト・キーワード
可愛い・キュート

カジュアル

ポップ

カラフル

ゴージャス

にぎやか

モダン

ナチュラル・ネイチャー

シック

クール

エレガント

高級感

幻想・神秘的

パステル

シンプル

優しい

フォーマル

知性的

清潔な

派手

重厚な

メタリック

その他（

）

サイトカラー（会社・店舗カラー）
赤系（快活・若々しい・温かみ）

青系（堅実・信頼・クール）

水色系（さわやか・清潔感）

茶系（自然・モダン・高級感）

緑系（健康・ナチュラル）

黄・オレンジ系（ポップ・にぎやか）

グレー系（重厚・シック・高級感）

紫系（幻想・神秘的）

御社にてご準備・ご提供いただける各種素材
会社・店舗のロゴデータ、キャラクターデータ（jpg/gif/bmp/ai/eps/psd/ 印刷物）
写真データ（風景・建物外観・内観・人物・動物・商品・飲食物・オブジェクト・サービス・その他）
各種資料・原稿等（テキストデータ・Word・Excel・一太郎・パンフレット・チラシ・その他）

ドメイン

サーバー・ドメインに関して
利用中（サーバー名称：

）

セットで申し込み
その他（

その他・条件・要望等

）

取得済み

新規

http://www.
①http://www.
②http://www.

ＷＥＢサイト制作業務委託基本契約書
お申込者（以下、「甲」という。）と ITS（以下、「乙」という。）は、WEB サイト制作に
関する業務（以下、「本業務」という。）について、下記のとおり契約（以下、「本契約」
という。）を締結する。
第１条（目的）
甲は乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な
協力を行なう。

第２条 ( 本業務 )
乙が甲に提供する業務は次の通りとする。但し、第３条に定める仕様書において本契約と異なる事項を
定めた場合は、その部分について仕様書を優先する。
（１）甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供する HTML によるデザイン・レイ
アウトデータ、およびスクリプト等と組み合わせて、ＷＥＢサイトを制作すること。

第３条（仕様書）
（１）甲が乙に委託する本業務の具体的な名称、内容、仕様、数量、単価、金額、納期、納入形態、納
入場所、支払日、支払方法等その他本業務委託に必要な事項は個別の仕様書において定める。
（２）前項の仕様書については、甲が所定の発注書を乙に提出し、乙が受注書を甲に提出した時点をもっ
て成立する。
（３）甲及び乙の事情により前２項の仕様書の内容を変更する必要が生じた場合には、双方は書面をもっ
て相手方にその旨を通知し、承諾を得るものとする。

第４条（契約期間）
本契約の有効期間は、本契約締結の日から満１ヶ年間とする。但し期間満了の１ヶ月前までに、甲乙い
ずれからも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に１ヶ年間延長するものとし、以
後も同様とする。

第５条（制作料金）
（１）甲は納入物の対価として、乙からの請求にもとづきその制作等に関する料金及び消費税相当額を
乙に支払う。
（２）本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表及び仕様書に定める通りとする。なお、乙は、
ホームページ上の料金表については、告知せずに価格変更をできるものとする。
（３）料金の支払条件は、納品書記載の納品日より１週間以内とし、甲は乙が指定した銀行口座に振り
込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。但し乙が仕様書にて料金の支払い条件を別途明示してい
る場合は、仕様書の記載を優先する。

第６条 ( 着手金 )
乙は、第３条に定める仕様書において本契約と異なる事項を定めた場合以外は、甲による着手金の支払
い後、本業務に着手する。なお乙は、着手後の着手金の返金には一切応じないものとする。

第７条（納品）
（１）乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はインターネット上にてその確認を行なうものとする。
（２）甲は、乙からの確認依頼通知を受領後速やかに、その内容の確認を行なう。甲から乙への確認通
知は確認依頼通知への返信メール、または文書により行なう。確認依頼通知の受領後７日以内に乙宛へ
の連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
（３）甲が制作完了後の更新や修正を希望する場合は、乙規定の方法で知らせる。

第８条 ( 公開 )
乙は、甲による委託料金の完済後、制作物を公開するものとする。なお公開後、制作物に掲載された内
容に関しては、乙は一切の責任を負わない。

第９条 ( 制作物の返品・再制作 )
納品物の再制作の必要がある場合は、費用は甲が負担し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料
金を支払う。なお納品物の返品はできないものとする。

第１０条（所有権の移転、危険負担）
本制作物の所有権は、甲の内容確認後、且つ当該契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲に移
転する。なお本制作物の滅失、毀損その他全ての危険負担についても同時に甲に移転する。

第１１条（瑕疵担保責任）
前条の所有権移転から９０日以内に、本制作物に隠れた瑕疵が発見された場合、乙は速やかに甲と協議
し、必要な無償修補、対価の減額等を含む合理的措置を取り決めるものとする。但し当該瑕疵の原因が、
本制作物に対して乙以外の者による造作・工作がなされたことによる場合にはこの限りではない。

第１２条（アフターサービス）
甲及び甲の顧客に対する本制作物のアフターサービス（何ら瑕疵のない本制作物について、甲がさらに
変更・修正が必要と判断する場合の変更・修正業務を含む。）は、甲の費用をもって甲が行なうものとする。

第１３条（著作権）
（１）本制作物の著作権は、当該契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲に移転する。
（２）甲が本制作物の使用に関して、第三者から権利侵害等の理由に基づく苦情又は請求を受けた場合は、
甲は乙に対し遅滞なくその旨を通知し、甲乙は、協議により必要且つ可能な対策を講ずるものとする。
但し、甲と第三者との紛争の原因が、制作物作成過程において甲の指示、仕様に起因する場合は、乙は
責任を負わない。

第１４条（知的財産権の帰属）
（１）本制作物の制作過程において行なった考案等の著作権その他の権利を含む知的財産権は、甲が行
なった場合は甲に、乙が行った場合は乙に、甲乙共同で行なった場合には甲乙共有（持分は別段の定め
がない限り均等）に帰属する。
（２）甲及び乙は、本制作物に限り、前項に定める双方の知的財産権を無償で全部又は一部を改変、加
工その他の変更を含む自己利用をすることができる。
（３）甲は、乙を除く第三者の利用に対して、本制作物の複製、翻案等を行なってはならない。また、
甲が新たに制作するサイトに対して、本制作物の複製、翻案等を使用する場合は、甲乙は事前に協議し、
合意の上これを行なう。
（４）乙は、本制作物に関する商品名又はサイト名に関する商標権登録のための出願をしてはならない。

第１５条（再委託）
（１）乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
（２）乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の
義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものと
する。

第１６条（秘密保持）
（１）甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の
業務上、技術上、その他一切の情報（個人情報を含む。）については秘密情報として扱うものとし、相
手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定めら
れた業務以外の目的で使用してはならない。
（２）前項の秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。

第１７条（不可抗力）
（１）地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、
本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないも
のとする。
（２）前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応につい
て協議する。

第１８条（損害賠償）
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損
害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、甲乙が本業
務の対価として定めた委託料相当額を累積限度額とする。

第１９条（契約の解除）
甲及び乙は、次の場合に本契約を解除することができるものとする。
（１）相手方が本契約の条項に違反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後３０日以内に
当該違反が是正されなかったとき。
（２）甲から提供されたテキスト原稿及び画像等のデータに、法令または公序良俗に反するものが含ま
れる、もしくは含まれる可能性があると乙が判断したとき。
（３）甲及び乙が自らの責めに帰すべき事由によって本契約が解除されたことにより相手方に損害が発
生した場合、相手方の請求により、第１８条の規定にもとづく損害賠償をしなければならない。

第２０条（協議）
本契約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するもの
とする。

第２１条（管轄裁判所）
本契約の履行に関して生じた紛争については、地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2008 年 7 月 1 日

実施

2013 年 12 月 1 日

改定

※本内容は予告なく変更になる場合があります｡
〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町 5-11-10 サニーヒルＴ102
ＩＴＳ
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会社概要
事業内容
■社名

ITS( アイティーエス）/SOHO 個人事業

■住所

〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町 5-11-10-102

■電話番号

0859-30-2608

■URL

https://its-oﬃce.jp/

■E-mail

info@its-oﬃce.jp

■代表者名

須山

■設立

2008 年 6 月

■営業内容

WEB サイト企画、制作、運用・パンフレット・チラシの企画・広告作成

■営業時間

10:00 〜 19:00

■休業日

土・日・祝日

アクセスマップ

忠

Innovation Technology System Development

