福岡みやこ WEB 制作サービス
ホームページは作ってからが重要。
自分で更新したくてもなかなかできないとお困りの方！

管理画面付ホームページで解決です！
ブログ感覚で簡単に更新できる上に、
どこからみてもブログには見えないホームページ
制作費用は標準タイプで５０,０００円から
管理運営費用は、毎月４,９８０円から
◎一般的なＷＥＢ制作会社の制作相場です。
管理画面などがない通常タイプのホームページ制作費

１０万円から（別途サーバー費用）

管理画面付の更新ができるタイプのホームページ制作費

２０万円から５０万円まで

月々の管理費用

１万円から

上記の表で比較いただくとわかるように一般的なＷＥＢ制作会社でホームページを依頼すると、どこも１０
万円からの制作となっています。福岡みやこＷＥＢ制作サービスは、表の中でも「管理画面付の更新ができる
タイプのホームページ制作」を行って、どこの制作会社よりも低価格な標準仕様の５０，０００円という価格
でお届けしています。制作費用が低価格なのは、１２０種類以上あるテンプレートから、ご希望のデザインを
選んでいただくようなシステムのためです。テンプレートから選ぶので、設定もスピーディに行えます。ご確
認いただいたテンプレートの文字や画像・タイトル・バナー・ボタンなどを貴社のＷＥＢサイトご要望に合わ
せて変更していきます。是非一度、次ページプラン内容をご検討いただき、お問い合わせください。
担当者が細かいご説明にあがります。

ページ制作の内容・オプションの内容・プラン内容の変更は予告なく行われる場合がございます。予めご了承ください。

制作工程
① 100 種類のデザインテンプレートよりデザインを選択します。
（サンプル集・・・http://wp-demo.net/）

② サイト内容をヒアリング（アンケート）していきます。その際ヒアリングシートの作成を制作サイドと
一緒に進めていきます。
③ サイトのデザイン・ヒアリングシートの完成後、サーバーの設定・ドメインの設定を行います。
④ サーバーの準備が整いましたら、サンプルサイトを貴社のサーバーに設定いたします。
⑤ サイトに掲載する内容をヒアリングシートを通して作成していきます。その際、必要になる文章・画像
などを、貴社の資料・チラシ・パンフレット・名刺・制作されたワードの文書などをお預かりし、サン
プルサイトを完成させていきます。
⑥ おおむねサンプルサイトが出来上がった時点で、1 度の制作サイドと貴社でサイド確認を行います。その
際、画像の修正・タイトルバナーの修正・コピー文章の修正などをお聞きして、サイトをよりよいもの
にするため内容を詰めていきます。
⑦ 再度サイトの修正を行い、2 度目の制作サイドと貴社サイドで内容確認していきます。お話を
させていただいた上で、サイトの修正を行い、貴社の了解のもと、検索エンジンで検索される
サイトへのお登録を行います。
⑧ その後、サイトの月々の管理方法・修正方法などを説明させていただきます。
⑨ サイトの修正・サポートは毎月こちらでも行います。貴社側で更新を行いたい場合は更新方法
などを随時ご説明いたします。遠方の方は、オンライン教室でご説明させていただきます。
⑩ サイトのアクセスアップ・SEO 対策・アクセス解析などもサイト保守で行います。
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CMS ページ制作


100 種類以上のテンプレートからお選びいただき、タイトル画像やロゴなどを貴社向けに変更していき
ます。

円～
（上記の金額に下記のサービス内容が入ります。追加機能もできます。）
タイトル画像

ボタン作成

バナー作成

（1 点）

（5 点迄）

（5 点まで）

固定ページの入力

写真の掲載（加工）

投稿ページの入力

お問合せフォーム

（10 ページ迄）

（10 点迄）

（1～2 ページ）

（1 点）

携帯サイトの設置

Twitter との連動

SEO 対策の設置

メールアドレス
（無制限）

管理画面の設置

円～
（上記の金額に下記のサービス内容が入ります。追加機能もできます。）
タイトル画像

ボタン作成

バナー作成

（1 点）

（10 点迄）

（10 点まで）

固定ページの入力

写真の掲載（加工）

投稿ページの入力

お問合せフォーム

（20 ページ迄）

（15 点迄）

（1～2 ページ）

（1 点）

携帯サイトの設置

Twitter との連動

SEO 対策の設置

メールアドレス
（無制限）

管理画面の設置

 管理画面の使い方は、専用のマニュアル本を参照していただき、わからないところは毎月パソコン教室
などでサポートさせていただきます。

ＣＭＳページとは？
福岡みやこでは世界的にも有名は「Wordpress」というＣＭＳ【Contents Management System】（コンテ
ンツマネジメントシステム）を使っています。このＣＭＳを使うことにより専用のホームページソフト（ホ
ームページビルダーや Dreamweaver）などを使わなくてもホームページを更新・追加することができます。
パソコンにもこだわらず、専用の ID・パスワードがあれば、どのパソコンでも更新可能です。複数人で更
新される場合は、専用の ID・パスワードを増やすことも可能です。写真のアップなどもできます。
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※ホームページ追加機能オプションサービス

ホームページのタイトルロゴ

デザインの作成

10,000 円より（1 点）

※専門のデザイナーによる作成です。ホームページ以外にも
チラシ・名刺に使うことが可能です。
ページの追加

3,000 円（１ページ毎）

標準タイプ・多機能タイプの規定サイズを超えた場合
バナー・ボタン・画像の追加

1,000 円～5,000 円（１点毎）

標準タイプ・多機能タイプの規定サイズを超えた場合
お問合せフォームの追加

3,000 円～5,000 円（1 ページ）

ドメイン取得費用 初期設定時・毎年更新時に必要です。

1,800 円（com の場合）

ドメイン希望されない場合は http://****.fmiyako.com

3,800 円（jp の場合）

****の部分に会社名が入ります。
マルチサイト機能の追加

10,000 円（ブログ数は無制限）

1 つのシステムで、複数のブログを持ちたい場合
携帯からのメール投稿機能（写真メール投稿）

3,000 円（1 ブログにつき）

特殊プラグインの追加★

1,000 円～（要見積）

Facebook ページとの連携などなど
タイトルを FLASH（動画）で制作する場合★

10,000 円～50,000 円
内容を確認後、要見積

動画・ビデオデータの掲載（編集を含む）

10,000 円（1 点）

You チューブなど動画が簡単に掲載できるようにしたい

3,000 円

商品写真・人物・建物など掲載写真の撮影に行く

20,000 円から

オーバーチュア・アドワーズ広告の登録代行★

5,000 円/１件（別途広告代）

SEO 対策のための設定（検索エンジンへの登録代行）

5,000 円（検索エンジン 10 サイト）

ショッピングカートの設置★

要見積

※上記オプションサービスに含まれない機能を設置されたい場合は、担当者にご相談ください。簡単なものは、無償
で設置できる場合がございます。内容によっては別途見積りをさせていただきます。
※★がついているサービスは要お見積となります。
制作以外で下記のサービスは保守・業務委託管理以外で受け付けています。担当者にご相談ください。
※オーバーチュア・アドワーズなどの広告サービスへの登録・設置代行

発生する広告費用はサポートには含まれ

ません。あらかじめご了承ください。

平成 23 年 4 月 18 日(月)

4

ページ制作の内容・オプションの内容・プラン内容の変更は予告なく行われる場合がございます。予めご了承ください。

サイト保守・運営・業務委託管理
月々の管理 お任せプラン

スタンダードプラン

毎月

4,980 円コース

サーバーの管理

ページ内容の修正

更新手順のサポート

アクセス解析の分析

Twitter 代行

SEO 対策など

※月々のスタンダードプランが行うサイトに関するサポートには下記の内容が含まれます。


メールアドレスの設置・設定。ご使用されているパソコンでメールアドレスの設定が必要な場合のサポート
などを行います。



基本的にスタンダードプランの更新は御社で行っていただきます。更新する手順のサポートは行います。
お近くの方は教室で来ていただきます。遠方の方はオンラインでのサポートが可能です。
出張でのサポートは別途費用が発生します。（1 時間あたり 3,000 円）



WEB ページの簡単な内容修正（大幅な変更でページの追加に該当する場合は、別途ページ制作料をいただ
く場合があります。）



SEO 対策などのご相談。（他社への検索サービスへの登録希望の場合は別途費用が発生）



オーバーチュア・アドワーズ等の広告設置代行はおこないますが、その際発生する広告費用はサポートには
含まれません。同様に Yahoo などのカテゴリ広告の代行は行いますが、その費用は含まれません。

月々の管理 安心お任せプラン

プラミアムプラン

毎月９,800 円コース
サーバーの管理

ページ内容の修正

すべてこちらでサポート

アクセス解析の分析・管理

Twitter 代行

SEO 対策など

※月々のプラミアムプランが行うサイトに関するサポートには下記の内容が含まれます。


メールアドレスの設置・設定。ご使用されているパソコンでメールアドレスの設定が必要な場合のサポートな
どを行います。



WEB ページの内容修正 簡単な修正から大幅な内容変更まで、プラミアムプランに含まれますので、
すべて、こちらで行います。
ご自分で更新をご希望の場合はサポートも行います。遠方の方はオンラインでのサポートが可能です。



アクセス解析に応じて、ページの更新・内容変更などのアドバイスを行い。承諾後

管理者側でページを作成

してアップもしくはページ修正などの作業を行います。


SEO 対策などのご相談。（他社への検索サービスへの登録希望の場合は別途費用が発生）



オーバーチュア・アドワーズ等の広告設置代行はおこないますが、その際発生する広告費用はサポートには含
まれません。同様に Yahoo などのカテゴリ広告の代行は行いますが、その費用は含まれません。



サーバーの管理 保守 きちんと表示しているかなどの運用管理
ドメインは 1 年契約での更新となります。毎年更新費用が別途かかります。
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ホームページ制作 FAQ

よくあるご質問

Q（質問）ドメインやサーバーがありません。取得からお願いできますか？
A（答え）サーバー・ドメインの取得は可能です。サーバー代は、管理料に含まれます。
ドメインは初回時と年間間の更新料が発生します。更新近くになりましたら、こちらからお知ら
せいたします。また既にサーバーやドメインをお持ちの場合はそのサーバーを利用することは可
能です。

Q（質問）制作料金はどのくらいですか？
A（答え）標準の制作費用は 10 ページぐらいの内容で 50,000 円からとなります。20 頁を超える
ホームページは 100,000 円となっています。標準の 10 ページ+2 ページなどページは別途①ペー
ジ 3,000 円で追加できます。

Q（質問）制作期間はどのくらいですか？
A（答え）内容によって異なりますが、サーバーにサンプルを設置するのは最短で３日間あれば
可能です。サンプルを確認後、サイトの構成などをさらに打ち合わせていき、１か月をめどに制
作いたします。制作が開始されましたら別途見積書し内容のご確認を頂きます。

Q（質問）制作後自分で更新したいのですが？
A（答え）可能です。こちらのシステムはご自分で更新できる管理画面をご用意しています。使
い方などのマニュアルもありますし、教室・お電話でのサポートも行います。遠方の方はオンラ
イン教室のサポートもあります。また数カ月に１度 使い方セミナーも行っています。

Q（質問）検索エンジンの上位に表示させたいのですが？
A（答え）SEO 対策などはサポートで行います。Yahoo などの検索サービスで、人気キーワード
で上位表示されることはなかなか困難です。その中でも少しでも上位に、多くの方に検索で来て
もらうためのアクセス分析は行っていきます。

Q（質問）管理をお願いしたいのですが？
管理には、スタンダードプランとプレミアムプランがあります。
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