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Div Design ホームページ制作メリット
１． 安心のホームページ制作サポート
Div Design では、ホームページ制作が初めての方のために完全制作サポートをしています。作り方やノウハウが
わからなくても一切心配ありません。ホームページ原稿の書き方から、レンタルサーバの契約の仕方までご不明な
点があれば全てサポート致します。
ホームページ制作後も、出来る範囲内であれば可能な限り協力させて頂きます。ホームページの運営・更新を任
せて頂ける場合、ホームページに関する電話相談も無料でサポート致します。特に最初のうちはわからない点も多
いと思います。ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

２．Yahoo!に強い内部 SEO 対策
Div Design は定額のホームページ制作料金のみで内部ＳＥＯ対策まで行ないます。継続してＳＥＯ対策料金は頂
きません。通常はＳＥＯ対策業者が高額の料金を取って行なうことを、ホームページ制作段階から取り組みアクセ
スアップを目指します。内部 SEO 対策は特に Yahoo!に対して効果を発揮します。また当ホームページ上からもリ
ンクを張り、ＳＥＯ効果を上げると共に、外部ＳＥＯ対策についてのアドバイスも行ないます。
※SEO 対策とは、検索エンジンで上位表示されるためにキーワードを選定したり、ホームページの論理構造を整えた
りなど、さまざまな手法で Web サイトを最適化する方法のことです。

３．費用対効果の高い作成料金
Div Design のホームページ制作料金は一般相場のおよそ半額以下です。通常、ホームページ制作会社に頼む場合、
画像加工の料金やデザイン料金などが別途かかります。Div Design では、わかりやすい料金で安心してご依頼して
頂けるように、１ページ単位の定額＆格安料金でホームページ制作を行っています。
格安料金ですが、テンプレート（雛形）による作成ではありません。一つ一つ完全オリジナルデザインでホーム
ページ制作を行ないます。さらに SEO 対策や WEB マーケティングのアドバイスも行い、成果を出すことを考慮し
ながらトータルでのホームページ制作を行ないます。

４．成約に繋げる WEB マーケティング
成約率の高いホームページにするには、サイト作りの仕組みと消費者心理を知らなくてはいけません。店舗を経
営している方などは、消費者心理に詳しい方もいるでしょうが、リアルとネットの消費者心理というものは異なり
ます。ホームページ制作の技術や知識が詳しくても、消費者心理がわからなければ成約に繋げることは出来ません。
成約率を高めるには、Web 上での集客サイクルを知った上で、さまざまな角度から適した媒体へのアプローチが
不可欠です。リアルビジネスで言うところの「集客」→「接客」→「増客」という集客サイクルを、インターネッ
トの世界に当てはめて戦略を組み立てていく必要があるのです。Div Design では、SEO と WEB マーケティング双
方をサポートし、サイトの成約率を高めます。

５．世界標準に準拠した制作方法
Div Design は最新技術の XHTML+CSS により制作を行なっています。インターネット技術の標準化を進める団
体である W3C に準拠した新しい制作方法です。ＳＥＯ対策や未来への対応力等を考慮すれば、これからのホームペ
ージ制作を行なうには間違いなく XHTML+CSS が最適な方法です。
内部の技術的なものは、知識が無い人が外部から見てもわからないものです。パッと見て表示画面が同じならそ
れで良いと考える人もいるかもしれませんが、そうではありません。内部構造は非常に重要です。内部構造は SEO
対策にそのまま繋がります。内部構造が悪くては、いくら SEO 対策をしても効果は表れにくいのです。
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Div Design ホームページ制作料金表
ホームページ制作料金（１ページ）

35,000 円

詳 細

企画・サイト構成・画像加工・デザイン料金（一般的な会社は別料金です。）

無料

Ｗｅｂコンサルティング料金（集客方法、成約率ＵＰの方法などをお教えします。）

無料

内部 SEO 対策料金（検索エンジンの上位に表示させるための対策料金です。）

無料

● 上記表示価格は１ページの料金となります。（消費税込み）
● ＭＴ（ムーバブルタイプ）を導入する場合、別途 200,000 円（消費税込み）の料金がかかります。
● 制作は XHTML+CSS で行ないます。最新方法のメリットについては当ホームページをご参照ください。
● １ページの内容量は、Ａ４用紙１～２枚のサイズが基本ですが内容量はご相談に応じます。
● 画像加工の料金は頂いておりませんが、写真素材等はお客様でご用意下さい。
こちらで準備することも可能ですが、別途素材料金がかかります。
（料金は写真の種類によって変わります）

※ 上記表示価格には、レンタルサーバー料金・ドメイン取得料金は含まれておりません。
お客様の方で、レンタルサーバー会社とご契約して頂く形になります。
ご希望であれば、Div Design でレンタルサーバー契約代行・ドメイン取得代行を行います。
・レンタルサーバー契約代行料金：5,000 円（税込み）
・ドメイン取得代行料金

：5,000 円（税込み）

≪レンタルサーバーとは≫
ホームページやメール等に必要なデータを置く場所（サーバスペース）をレンタルするサービスのことを言いま
す。レンタルサーバーは、独自ドメインの使用が可能で、ホームページの機能や容量を、用途に合わせて選択する
こと等が出来ます。インターネットへの接続を提供している会社は少ないので、別途、プロバイダーと契約するこ
とが必要となることが多いでしょう。
レンタルサーバー例：さくらのレンタルサーバー（月額 500 円で 3GＢの容量を使用可能）

≪ドメインとは≫
ドメインとは、インターネット上に存在するコンピュータの識別子のことで、インターネット上での住所のよう
なものだと言えます。アルファベット、数字、一部の記号で構成され、同じドメインは２つと存在しません。
ドメインは早い者勝ちなので、先に取得されていた場合、同じドメインを取得することは出来ません。通常、レ
ンタルサーバーと契約すると、レンタルサーバー独自のドメインを利用することになります。
さくらのレンタルサーバーの場合：○○○.sakura.ne.jp

「divdesign.jp」のように独自ドメインをお客様が自由に選びたい場合、ドメイン料金というものがかかります。
さくらのレンタルサーバーの場合：.com .org .net .info .biz（年額 1,800 円）

.jp（年額 3,800 円）

※ ドメインの種類（下記のような意味がありますが、種別の範疇関係無く個人でも取得可能です。）
「.com」主に企業を対象

「.org」主に非営利団体を対象

「.net」主にインターネット関連業種を対象

「.biz」ビジネス用途を対象

「.info」情報サービスを提供する組織を対象

「.jp」日本国内に住所がある個人や法人を対象
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Div Design ホームページ制作料金内訳
≪デザインカンプ料金（ラフデザイン）≫
ホームページ制作を始める前のラフデザインのことです。通常は１つのラフデザインで数万円かかります。Div
Design では基本的にデザインカンプは作成致しません。完成したページからサーバにアップロードしますので、ご
希望の箇所は訂正しながら進行していきます。この方法によりデザインカンプ料金は一切頂きません。

≪基本料金（プレゼンテーション）≫
企画案やトップページの料金などと、制作会社によって異なってきます。Div Design では一切頂きません。基本
料金は定額料金の中に含まれています。

≪企画構成料金（プロデュース）≫
ホームページのコンセプトやサイトマップ制作の料金です。通常 10 万円～数十万円かかります。コンセプトはご
自身で考えて頂くため料金は頂きません。サイトマップはこちらで考慮しますし、企画案などもご協力致しますの
でどうぞご安心ください。ご一緒に良いホームページを作り上げていきましょう。

≪デザイン料金（HTML 制作）≫
一般的にこの料金が一番多くかかります。会社によってデザイン料金と HTML 制作料金を別に請求するところも
あります。相場はトップページで 5～10 万円、その他ページで 2,3 万円といったところです。Div Design では全て
定額料金に含まれています。

≪画像加工料金（イラスト制作）≫
画像を補正したり切り抜いたりする場合などにかかる料金です。デザイン料金に含まれる場合もあります。会社
や加工方法によって一枚数百円～数万円までと幅があり、地図制作にも別途料金がかかります。Div Design では全
て定額料金に含まれており、地図は Google Maps の技術を利用して制作致します。

≪SEO 対策料金（検索エンジン対策）≫
ホームページ制作会社が兼任している場合もありますが、SEO 専門の業者も数多くあります。毎月数万円の料金
を取って行なうところもあれば、上位表示の成果報酬として請求する会社もあります。ただ、スパム行為と呼ばれ
る悪質な対策を行なっている会社もあります。例え一時的に上位表示されたとしても、スパム行為が発覚するとペ
ナルティとして順位の降格、悪質だと判断されれば検索エンジン自体から削除される場合もあるので気をつけまし
ょう。（スパム行為とは検索エンジンの仕組みを利用し欺く行為のことです。）
Div Design では、定額料金で内部 SEO 対策を行います。外部 SEO 対策などのアドバイスも致しますので、ご不
明な点はお尋ねください。Yahoo!、Google、Bing の３大検索エンジンに無料で登録代行も行なっています。

≪その他≫
写真撮影は、お客様自身で行なって頂く必要があります。ご希望であればカメラマンを紹介致します。相場は葉
場広いですが 5 万～10 万円といったところです。１万円程度で簡易撮影キットも手に入るので、ご自身で撮影した
方が安くすみます。
その他、CGI や Flash は使用しないのであれば料金はかかりません。Div Design ではオリジナルの CGI は制作
しておりません。制作を依頼する場合、通常数十万～数百万円はかかります。ホームページの原稿制作はご自身で
行ないましょう。プロのライターに頼むのも手ですが、数万円～数十万円かかることも考慮してください。
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Div Design

サイト運営・更新料金表

サイト運営・更新料金（月額）
お客様がご用意した画像・文章の差し替えを行ないます。文章の更新回

保全コース

数に制限はありません。画像更新は月に 10 点までとなります。10 点超は

15,000 円

１点につき 500 円（税込み）となります。
簡易ＳＥＯ対策付き！お客様がご用意した画像・文章の差し替えを行ない

拡充コース

ます。文章の更新回数に制限はありません。画像更新は月に 30 点までと

30,000 円

なります。30 点超は１点につき 500 円（税込み）となります。
● 上記表示価格は月額の料金となります。（消費税込み）
● 追加ページの制作方法も通常の作成方法と同じＸＨＴＭＬ＋ＣＳＳで行います。
● 追加ページの内容量は、Ａ４用紙１～２枚のサイズが基本ですが内容量はご相談に応じます。
● 画像加工（サイズ変更、色調補正、簡単な合成程度）は１点ごとに 3,000 円（税込み）となります。
画像加工を行なう場合の写真素材等はお客様でご用意下さい。
こちらで準備することも可能ですが、別途素材料金がかかります。
（料金は写真の種類によって変わります）
● ショッピングカートの商品については、商品情報の差し替え１点ごとに 3000 円（税込み）となります。

※ コースの変更や解約は自由です。その際は、メールか電話でご連絡ください。
更新作業を行なわない月に関しては、料金を頂いておりません。
ただし、月に１ページでも更新した場合、その月のサイト運営・更新料金はお支払い頂きます。
例：３ヶ月に１度だけ画像の入れ替えを 10 点まで行なう場合。
更新作業を行なった月にのみ料金が発生。
月額 15,000 円×４回（３ヶ月に１度）＝60,000 円（１年にかかる更新料金）
上記のような方法により、無駄な料金が発生することを防げます。
毎月の料金は安心の完全後払いです。
更新作業が終わった翌月の 15 日までに指定の銀行口座にお支払いください。

【簡易ＳＥＯ対策について】
Div Design での簡易ＳＥＯ対策とは、内部構造を変えることなく出来る範囲のＳＥＯ対策のことを言います。最
初から Div Design でホームページ作成・もしくはリニューアルを依頼された場合、内部最適化は行いますが、他で
作成されたホームページの更新作業のみをこちらでお任せ頂く場合は、内部最適化までは行いません。
内部構造を変えずにＳＥＯ対策を行える範囲、つまりタイトルや文章を変更・追加することで検索エンジンの順
位アップを狙います。キーワードによっては１位表示の実績もあります。内部構造はＳＥＯ対策として重要ですが、
すでに内部構造が出来上がっている場合や、リニューアルにかける費用が少ない場合には、簡易ＳＥＯ対策でも有
効です。（キーワードによって異なります。）
予算もあり、本格的にＳＥＯ対策を行いたいという場合には、新規ホームページの作成、もしくはホームページ
のリニューアルをお勧め致します。その他、ＳＥＯ対策についてご不明な点はご相談ください。
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Div Design ＳＥＯ対策について
＜SEO 対策とは？＞
SEO とは、Search Engine Optimization（サーチエンジン最適化）の略です。SEO 対策とはサーチエンジンに
上位表示されるために、キーワードを選定したり、ホームページの論理構造を整えたり、さまざまなアプローチで
Web サイトを最適化することを言います。サーチエンジン（検索エンジン）とは、Yahoo!や Google などキーワー
ドを入力し検索が行える Web サイトのことです。
検索エンジンは、クローラーと呼ばれる独自のロボットプログラムをインターネット上に流し、24 時間データを
集め続けています。その集めたデータを基に検索順位を決定しているのです。ロボットは人間の目のように見て判
断しているわけではありません。あくまでもホームページのデータだけを見ているのです。つまり、ロボットに認
識されやすく作成する必要があるということになります。

＜SEO 対策に関わる３つの要因＞
１． 内部要因
内部要因とは、ホームページの内部構造のことです。ホームページが適切な記述に基づいて作成されているか
が重要となります。見た目が同じだったとしても、適切な記述がされていなければ、上位表示されるのは困難に
なるということです。内部構造は非常に重要です。現在ならば XHTML+CSS での記述が Web 標準とされていま
す。ただ、その Web 標準による作成方法でも、適切に記述されていなければ意味がありません。

２． 外部要因
外部要因とは、ホームページへのリンクのことです。必要とされるホームページはリンクも多いということか
ら、リンク数が検索順位にも大きく関わってきます。リンク数を増やすことが大切になりますが、ただ数が多け
れば良いという問題でもなく、その質も重要視されます。どうやってリンク数を増やしていくか。そこが重要な
点になります。

３． 企画要因
企画要因とは、ホームページのコンテンツ（内容）のことです。コンテンツが充実していれば、自然とリンク
は集まります。Yahoo!のように検索ロボットに人の手も加え順位付けを行っている検索エンジンもあります。つ
まり、コンテンツが優れているということは、上位表示される可能性も上がるということです。この企画要因は
究極の SEO 対策とも言えるでしょう。
※今までは上記３つが主な要因でしたが、最近ではクリック数も要因として入ってきています。良いサイトは必
然的にクリック数も増えるからというわけです。これもコンテンツが良ければ自然とクリック数も上がるので、
企画要因とも言えます。ただ、自分でクリックするのは効果がありませんのでやめましょう。

＜Div Design の SEO 対策＞
Div Design ではホームページを作成する段階で内部の最適化を行います。サイト運営・更新の簡易 SEO は、内
部構造の変更を伴わない文章の見直し、タグの追加などによる対策です。本格的に SEO 対策を考えている場合は、
内部の最適化まで考慮する必要があります。
SEO 対策にはさまざまな要因がありますが、内部要因の基本となるべき部分はしっかりと押さえて実行します。
基本を抑えているかいないかで、検索順位は大きく変わってきます。また外部要因や企画要因についてのアドバイ
スも行っておりますので、ご不明な点はお尋ねください。こちらからも提案させて頂きます。
※SEO 対策を専門とする業者には悪質なものも多々存在しています。特に上位表示をした場合の成功報酬を求める
ような会社には注意が必要かと思います。また、SEO 対策は短期で効果が出るわけではありません。数ヶ月～半年
程度、長期的な期間を持って行いましょう。（早ければ数日で効果が表れる場合もあります。
）
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Ｗｅｂコンサルティング

Ｗｅｂコンサルティング料金（１回）
初心者の方にお勧め！
クライアント様のところに訪問し、マンツーマン（複数でも可）にて直接コン

１時間

サルティングを行います。クライアント様のご都合に合わせたお電話にて
のコンサルティングも可能です。（遠方の場合も同様）

30,000 円

ＳＥＯ対策、Ｗｅｂマーケティングなど、クライアント様ご希望の内容にてコ
ンサルティングを行います。
● 上記表示価格は訪問コンサルティングを１回行った際の料金となります。（消費税込み）
● 上記料金の他、クライアント様に訪問する往復の交通費がかかります。
● 遠方で移動に長時間かかる場合、訪問料金を別途請求することがあります。
● コンサルティングの時間延長は、１時間につき 20,000 円です。
（コンサルティング時間延長の際は事前にお伝えください。その場での延長が可能な場合もあります。）

※ 年間契約などは現在のところ行っておりません。１回ごとのコンサルティングとなります。
（必要な場合のみコンサルティングを行うことで、費用を安く抑えることが出来ます。）

【Web コンサルティングについて】
クライアント様のホームページを見ながら、直接コンサルティングを行います。サイト診断をしながら、訂正箇
所について提案させて頂きます。SEO 対策についても細かくお教え致します。また、Web マーケティングとして集
客方法から接客方法まで、お客様に合った提案を行います。集客方法には無料のもの、有料のものと両方あります
が、無料のものでも充分効果が出せるものです。どうぞお気軽にご相談して頂ければと思います。
クライアント様のところまでお伺いしますが、ご都合が合わない場合やご希望の場合には、電話でのコンサルテ
ィングも行っております。遠方の方についても同様です。遠方でも直接来て欲しいというご希望がある場合には、
訪問料金などが別途掛かりますがご相談に乗りますのでお問い合わせください。

≪こんな方には特にお勧めです！≫
１．自分でホームページの更新作業は出来るけど、SEO の知識が無い。
２．ホームページを作ったけれど、集客方法がわからない。
３．ホームページへのアクセスはあるのに、成約まで結びつかない。
４．ブログを始めたいけど、何を書いていいのかわからない。
５．インターネットで事業を始めたいけれど、何から始めていいのかもわからない。
６．何かあった時に相談出来る人が欲しいけれど、継続的に支払う費用がもったいない。
７．効果があるかどうかわからないコンサルティングに、高い料金は払えない。
※Div Design が言う Web マーケティングとは、ホームページの構成・商品やサービスのコンセプト、価格設定、
プロモーション（広告・宣伝）などを通じて、顧客を満足させる仕組みを作り上げることです。
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CGI 設置代行料金表

CGI 設置代行料金（１式）
カウンター機能
掲示板(BBS)
アクセス解析
入力フォーム
ショッピングカート
(買い物カゴ)

ホームページに訪れたユーザーのアクセス数をカウントする機能
です。
文字通りの掲示板のような機能です。顧客とのやり取りや、最新
情報の掲載などに使用出来ます。
サイトにアクセスしてきたユーザーの数、閲覧ページ数、滞在時間
など、サイトの状況を客観的に判断出来ます。
お問い合わせや注文の際、ユーザーに住所などの必要事項の情
報を入力してもらうためのものです。
購入する商品情報を一時的に保存し、総額から送料、消費税まで
計算する EC サイトには必須のプログラムです。

10,000 円
30,000 円
50,000 円
60,000 円
300,000 円

● 上記料金は設置代行の料金に CGI 料金も含まれています。

【ＣＧＩについて】
Div Design は CGI Perl 専門サイトである「futomi’s CGI Cafe」とパートナー契約を結んでおり、
ご希望があれば、お客様のページに「futomi’s CGI Cafe」の CGI を設置致します。
「futomi’s CGI Cafe」の CGI は非常に使いやすくお勧め出来るものです。
「futomi’s CGI Cafe」の CGI には以下のようなものがあります。
アニメーションカウンター（GIF・Flash）：アクセスカウンターがアニメーションで動きます。
郵便番号・住所検索 CGI：郵便番号から住所検索が可能です。
メールフォーム CGI（Standard 版）
：メール送信に一通りの機能を備えた CGI です。
メールフォーム CGI（Professional 版）
：Standard 版の上位バージョンの CGI です。
メールフォーム CGI（eCommerce 版）
：Professional 版の上位バージョンの CGI です。
高機能アクセス解析 CGI（Standard 版）：ページビューを解析し表示する CGI です。
高機能アクセス解析 CGI（Professional 版）
：Standaed 版の上位バージョンの CGI です。
※通常、メールフォームは eCommerce 版を、アクセス解析は Professional 版を設置致します。
※運営者が同じでも別サイトの場合は、サイト数分の料金が必要となります。
※上記料金表に無い CGI の設置につきましては、お見積りが必要となりますのでご相談ください。
その他の CGI や、それぞれの詳細内容に関しましては、「futomi’s CGI Cafe」のサイトをご覧下さい。
http://www.futomi.com/index.html

≪CGI とは≫
CGI は簡単に言うとプログラムの一種です。上記プログラムの他、チャットや投票ランキングなども CGI で制作
されています。オリジナルのものを一から作成すると数十万～数百万円かかります。それではコストがかかりすぎ
るので、一般的にホームページを作成する場合、レンタル CGI を使用することが多いです。
「futomi’s CGI Cafe」
もレンタル CGI を有料（一部無料）で配布しています。その他、無料で配布しているところもあります。
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Flash・バナー制作料金表

バナー制作料金（１作品）
静止バナー
動画バナー
Flash バナー

GIF 形式ファイルでの静止バナー広告です。静的なバナーや安価なバ
ナーを求めている場合にお手頃なバナーです。
GIF 形式ファイルでの動画バナー広告です。バナーに動きをつけて目立
たせたい場合、表現力をつけたい場合にお勧めのバナーです。
Flash での動画バナー広告です。滑らかな動きを求め、高いクリック率・
集客力を期待する場合に最適のバナーです。

15,000 円
30,000 円
50,000 円

● Banners and Buttons（一般的なバナー広告）なら（468×60）のフルバナーまで均一料金です。（税込み）
Rectangles and Pop-Ups（長方形・矩形型）もしくは、
Skyscrapers（高層ビル型）に関してはプラス 5,000 円で承ります。
● バナーに使用する写真素材等はお客様でご用意下さい。
こちらで準備することも可能ですが、別途素材料金がかかります。
（料金は写真の種類によって変わります）

≪Flash とは≫
Flash とは、Macromedia という会社が提供しているソフトで、用途的には、ホームページ上でイラストやアニ
メを動かしたり、効果音を出したりする事が出来ます。Flash を使用することで視覚的効果はアップしますが、使
用しすぎると敬遠される場合もあるので、目的をしっかりと決めて適度に使用することが必要となります。
大きなメリットとして、静的なものの中に動きを持たせられるのでユーザーの目を惹くことが出来ます。広告と
して大きな効果を発揮することが多いです。デメリットとして、制作コストの増加・SEO 対策に不向きということ
などが挙げられます。
≪バナーとは≫
インターネット広告の一種で、Web サイトに広告を貼り、広告主の Web サイトにリンクする手法のことで、イン
ターネット広告の中ではもっとも多く使用されています。画像の表示回数に応じて課金するインプレッション保証
型、クリック回数に応じて課金するクリック保証型、商品購入や資料請求などの成果件数に応じて課金する成果保
証型があります。
※ Div Design での Flash 制作は現在バナー広告のみとなっております。通常の Flash 制作は終了致しました。
デザインよりも情報伝達力を重視したホームページを格安で提供しようと考えた結果、Flash は必要無いという
結論に達しました。Flash にはメリットもありますが、デメリットも多くあります。一番のデメリットは多大な
コストです。そして Flash 制作に気を取られている Web サイトは自己満足になってしまいがちです。SEO の効
果も下がってしまいます。Flash を制作する予算があるのならば、それをページ数の増加や広告費に使用する方
が効果的です。Flash は必ずしも必要なものではない、ということを考慮して検討して頂けたらと思います。
Flash が全て悪いというわけではありません。バナー広告や、一部を目立たせるための小さな Flash などは宣伝
効果も高いと思います。ただし、全面 Flash による制作はユーザー視点からしてもお勧め出来ません。Div Design
は格安で効果のあるホームページを制作することを旨としておりますので、どうぞご了承ください。
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制作の流れ

１ ． お 問い 合 わせ
お問い合わせフォーム、メール、電話、FAX にてご連絡下さい。質問にもお答え致します。

２ ． 打 ち 合 わ せ （ ヒ ア リ ン グ）
お客様と制作内容の打ち合わせをさせて頂きます。お客様が遠方の場合、電話やメールのみでの打ち合わせも
可能です。ホームページの目的、内容、イメージなどをお聞かせ下さい。ラフスケッチのデザイン案や参考サイ
トがありましたらご用意して頂けると、よりイメージに近づけるかと思います。

３ ． お 見積 も り
打ち合わせ内容を元にページ数、CGI の有無などで総額をお見積もりさせて頂きます。（見積書をお送り致し
ます）なお、格安の制作料金を提供する為、基本的にデザインカンプの提出は行なっておりません。

４ ． ご 契約
お見積もりの金額・内容に同意頂けましたらご連絡下さい。契約書をお送り致します。契約内容をご参照の上、
契約者ご本人様が署名捺印をし、制作料金をご指定の口座に入金をして下さい。契約書がこちらに届き、入金を
確認した時点でご契約完了となります。契約の際に納期も決定致します。

５ ． 資 料等 の 受け 取 り
ホームページ制作に必要な原稿・画像などの資料を CD-R もしくはメールでご送付下さい。契約書と一緒に
ご送付頂いても構いません。デザイン案・参考サイトなどありましたがご一緒にお願い致します。写真などの素
材はこちらで準備することも可能ですが、別途素材料金がかかります。（料金は写真の種類によって変わります）

６ ． 制 作開 始
契約書・資料の受け取り後、トップページから制作を始め、完成したページからアップロードしていきます。
お客様にご確認して頂き、ご希望の箇所は訂正しながら進めていくことが可能です。なお、お客様の資料の準備
が遅れてしまう際は、当初定めた納期も延期となる場合がありますのでご了承ください。

７． ホ ーム ペ ージ 完 成
ホームページ完成後、お客様にご確認頂きましたらホームページの公開（アップロード）での引渡しとなり
ます。お預かりした資料に関しましては、必要なものに関してはホームページ公開後に返送致します。作成中、
お客様からページや機能追加の要望があった際は、請求書を追加でお送り致しますので、納品後２週間以内に指
定の銀行口座までご入金をよろしくお願い致します。銀行振込みの控えが領収書として使用出来ますので、原則
として領収書は発行しておりません。
※ ホームページ完成後、こちらでサイト運営・更新を行なって欲しいといった場合にはご連絡下さい。
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