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反響があるまで無制限で何度でもサポートします。
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さい。

ます。
※ドメインとレンタルサーバーはお客様の実費となります。
※当社でご用意する事も可能です。お気軽にご相談ください。

を制作する技術者が直接ご対応いたします。営業マンに比べると、話は上手

でないかもしれません。しかし、営業を介さず希望がダイレクトに伝わるの

で意思の疎通がはかれ、より満足のいくスピーディな制作が可能です。

率良く、スピーディに行っています。

餅は餅屋という事で、それぞれが専門分野に集中して仕上げる事で作業を効

デザインをデザイナー、プログラムをプログラマーが行い効率化。

作業を専⾨スタッフが分業し効率化。

りください。

ります。※もし事務所へお越し頂ける場合は大歓迎です。お気軽にお立ち寄

ら、打ち合わせ・追加・変更・修正を行えますので、お互いに時間の節約にな

メールのみで行えるシステムです。双方が実際に制作中のサイトを見なが

県外や遠方の方もご依頼頂けるように制作からサポートまで全てお電話と

らの経費が制作料金に上乗せになる為、割高になってしまいます。当社では

も1〜2万のコストが発生します。サイトのクオリティには直接関係のないこれ

営業が出張してご説明や打ち合わせを行うと、それだけで１回あたり最低で

わって用意しても良し。安心してお気軽にご相談ください。

さい。文章の作成や提案も行います。全てお任せでも良し、お客さまがこだ

真素材を20,000点以上ご用意しております。サイトの企画や構成もお任せ下

当社の豊富な写真素材をご利用頂けます。モデル、風景、物、さまざまな写

写真、⽂章は「お任せ」でも「提出」して頂いてもOK

4. 「きれいな写真」や「上⼿な⽂章」
は不要です。

たノウハウでお客様のサイトを作成いたします。

門知識と技術が必要です。当社には今まで多数のサイトを上位表示させてき

検索エンジンにヒットしやすくする為には、SEO（検索エンジン最適化）の専

まずは ⾒てもらえなければ、なんの意味もありません

3. 検索でヒットしやすい

となるような他社ウェブサイトや、印刷物などがあれば、お気軽にお伝えくだ

当社では必要ございません。 ホームページ制作費を初回のみお支払い頂き

当社には営業専門スタッフがいません。お客様とのやりとりは実際にサイト

出張 をしません。

「こんなサイトが作成したい」など漠然としたイメージでも構いません。参考

毎月数千円〜数万円の更新保守の契約が必要なサービスもございますが、

営業 スタッフがいません。

たノウハウでお客様のサイトを作成いたします。

門知識と技術が必要です。当社には今まで多数のサイトを上位表示させてき

検索エンジンにヒットしやすくする為には、SEO（検索エンジン最適化）の専

当社をご利⽤頂いた8割以上のお客様 が、ほぼ未 経 験
からスタートし現在も⾃社で管理されています。

6. 簡単な更新なら⾃社でできます

熟 練の デザイナーがお客様 のサイトを制作致します。

ランニングコストをなるべくかけたくない⽅に

当社の 低価格には 理由があります。

5. 思い通りのデザイン・イメージに
仕上がります

2. ⽉額の 保守料や利⽤料は
かかりません

弊社の特徴

SERVICE

1. 他社で50万の⾒積り、
当社なら30万で制作できます
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スマホ対応

納期が早い
（２週間程度〜）

おまかせプランとは︖

SEO・検索に
強い

追加や変更も
安くて早い

制作料が安い

おすすめは「おまかせプラン」

制作料金

PRICE

フリー
ページ

お試し3万円引き！
先着3社様限定。

今だけ。
￥370,000
￥344,000
税抜

「見た目にこだわりたい」「内容を吟味して作り込みたい」「もっと自分の意見を取り入れてほしい」など、お客様のご要望にもお応えさせていただくことも可能ですのでお気軽にご相談ください。

その他「こだわりたい」というお客様にも対応しております

修正は微調整を
１回のみ

オプションで
部分的にこだわる
こともできます

追加5ページ

情報量の多いサイト向けのボリュームアッププランです。

フリーページ 5P（ 合 計 1 0 P ）

お試し3万円引き！
先着3社様限定。

今だけ。
￥326,000
￥296,000

基本構成にプラス3ページ、１番人気の定番プランです。

フリーページ 3 P（ 合 計 8 P ）

お試し3万円引き！
先着3社様限定。

今だけ。
￥278,000
￥248,000

税抜

「おまかせ」
とはいえある程度の
ご要望は伺います

お問い合わせ

フリー
ページ

追加3ページ

フリー
ページ

追加１ページ

フリーページ 1 P（ 合 計 ６P ）
本当に必要なページだけを詰め込んだスタートパック。

税抜

サイトマップ

会社案内

トップページ

お知らせ
or
ブログ

全５ページ

トップページ + その他４ページの

基本ページ ５P

税抜

SEO（ 検索エンジン最適化 ）とコストパフォーマンスを最優先に、お客様の事業に
合わせたデザインを「 おまかせ 」で制作いたします。初めてホームページを制作する
企業様や、ページ数が多いウェブサイトのリニューアルにお勧めです。
デザインの時間を大幅に短縮できる為、ご予算の範囲内で、しっかり効果的なホーム
ページをご用意することが可能です。しかも、この価格でスマホにも対応。Google
も推奨しているレスポンシブデザインで制作いたします。
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税抜

税抜

スマホ対応

PC

スマホ対応

交響楽団

PC

琉 球 交響楽団

スマホ対応

精神科・心療内科

PC

うるまこころの クリニック

スマホ対応

ビジネス用レンタカー会社

旅行業

PC

株 式会社ビズクル

制作実績

WORKS

株 式会社 奄美航空
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スマホ対応

PC

ホテル
スマホ対応

琉 球サンロイヤルホテル

PC

医療機関

沖縄 県 ⺠主医療機 関連合 会

PC

耳鼻科
スマホ対応

えび す⽿⿐科

PC

電気計装設計・エンジニアリング業務

東海新栄電⼦⼯業株式会社

⾚ 嶺 総合 造園
スマホ対応

PC

スマホ対応

テニス留学サポート

テニ ス留学専⾨サイト PL AYER S

PC

造園会社様コーポレートサイト

有限会社

人間、思い立つと出来あがるまでが待ち遠しいものですが、途中
経過もご連絡下さり、お互いに確認作業しながら進行すること
ができるので、安心して納品までを楽しみながら待つことが出来
ました。

もに迅速に創って下さる所が満足感となり、もう4度目のホーム

ページ改訂そして新規製作となりました。

今回は、前面改訂にて新規にホームページを作り直ししました

が、お値段も良心的ですし、とても満足しております。

話口での無駄のない対応に信頼を置いてます。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

り、助かっております。また、まだ未熟だった数年前でも、こうし

た方がベストですよ〜と、優しくアドバイス下さり、以前は頑固

とても良心的に、迅速丁寧に製作して頂ける為、また少しゆとり
が出来たら、バージョンアップしながらよりよいホームページに仕
上げてゆきたいと思っています。

リーズナブルだと思っております。ある所では、１００万仕事の

ホームページ製作だったりしますので、、、、。

仕上げてゆきたいと思っています。

が出来たら、バージョンアップしながらよりよいホームページに

とても良心的に、迅速丁寧に製作して頂ける為、また少しゆとり

ページ製作だったりしますので、、、、。

必要経費の中で、満足のいくホームページを創って頂けるので、

ズナブルだと思っております。ある所では、１００万仕事のホーム

要経費の中で、満足のいくホームページを創って頂けるので、リー

他者のホームページ会社も検索しましたが、無駄を省きながら必

他者のホームページ会社も検索しましたが、無駄を省きながら

価格についてはいかが ですか︖

雰囲気のホームページとなっております。

特に女性的なイメージもご理解下さり、今回は最高に満足にいく

ます。

お任せにて信頼のもと、素敵なホームページを創って頂いており

当 社 か ら 出 張 が な い 点、イン ター ネット・
電 話・メールで制 作 が 進 む点についてはい
かが でしたか︖

お電話での依頼の為、お会いしたことは一度もありませんが、電

して下さり、お任せ部分に関しても、的確なデザインを挿入下さ

で、やりにくいお客だったかもしれない私ですが、最近はかなり

雰囲気に、ずっとお願いしております。

私の我が儘な希望に沿って、出来るだけ要望に近い画像を提供

もう、数年のお付き合いになりますが、親切丁寧な相談しやすい

担当者の対応についてはいかが ですか︖

に製作完了して頂けるので、とてもよかったです。

す。特殊な業種だけに内容を理解して頂きながら丁寧な対応とと

デザイン、仕上 がりについてはいかが です
か︖

いつも、急がせての製作希望でしたが、丁寧に最初の提案どおり

第一回目の初めてのホームページからお願いさせて頂いておりま

ht tp://w w w.water-liliy.info

私は、出張は特に必要ないです。今後も自信を持って続けて下さい。

当 社 か ら出 張 が な い 点、イン ター ネット・電 話・メールで 制 作 が 進 む 点
についてはいかが でしたか︖

行や制作状況を教えてくれたので。

とても良かった。制作当初、ネットのつながらない環境にいたのでやりずらかったと思いますが、丁寧に進

担当者の対応についてはいかが ですか︖

早からず、遅からず。作業が丁寧な証拠だと思います。

納品されるまでの期間についてはいかが でしたか︖

安い。見積もりよりアップするときはその都度、価格を教えてくれたので、安心でした。

価格についてはいかが ですか︖

'ペンとつるはし'をうまく表現しています。

た。非常に満足しています。

最初は少し足りないかと思いましたが、仕上がってくるにつれてシンプルで見易く、かっこいいと思えまし

デザイン、仕上 がりについてはいかが ですか︖

制作実績を拝見して。特にdream seeds さんとか良かった。

ホームページ制作所に依 頼したポイントを教 えてください。

ht tp://w w w.slr-ser vice.com/

様

⼤島 ⾠哉

吉村 悦⼦

様

S & LR社会保険労務⼠事務所

Healing Room ウォーターリリー

納品されるまでの期間についてはいかが で
したか︖

お客様の声

VOICE

ホームページ 制 作 所に依 頼した ポイント を
教 えてください。
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ご依頼方法

ORDER

STEP

STEP

STEP

詳細ページの制作
→ 確認

STEP

が見つかりましたら無償にて対応させ

て頂きます。

の運営・更新管理を行って頂きます。

お気軽にご連絡ください。

完成・公開後でも、不具合や誤字脱字

不具合・誤字脱字
| 無 期限 対応

トし、お客さまに実際にホームページ

07

ホームページの更新方法などをサポー

06

運 ⽤サポート | 無
期限 対応

業に入ります。

す。問題無ければ、トップページは完了

STEP

題無ければ、ホームページの仕上げ作

い。インターネット上でご確認頂けま

ページから制作を開始いたします。

完成後運営サポート

に入ります。

となり、その他ページのデザイン制作

インターネットでご確認頂けます。問

で、ご確認ください。

ご提出いたしますので、ご確認くださ

なります。まず全体的な構成とトップ

成、およびトップページのデザインを

ジのデザインをご提出いたしますの

約7営業日〜10営業日ほどで詳細ペー

04

お見積もりをご提出いたします。

全体 構成およびト
ップページ デザイ
ン制作 → 確認

約7営業日〜10営業日ほどで全体の構

03

ば、着手金をお支払い頂き制作開始と

着⼿⾦のお⽀払い
、ご依 頼 完了 → 制
作開始

伺い、プランやページ構成を検討し、

02

制作、お見積もり内容に問題がなけれ

まずは お電話かメ
ールでご連 絡くだ
さい。

制作中

お客様のご希望や作成したい内容を

01

STEP

ご依頼時

⽂章の 作成はもちろん写真素 材などもお任せください。

ホームページ制作所ではできるだけ簡単でお客 様の負 担 が少ない⽅法で制作を進めていきます。

ご依 頼 から制作、完成までの流れ
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STEP

全体 の最 終確認 →
テスト公開

サービスは完了となります。

ます。問題無ければ一般公開し制作

き、誤字脱字をお客様と一緒に確認し

ますので、全体の動 作やページの動

イトが完成します。テスト公開いたし

約7営業日〜10営業日ほどでウェブサ

05

よくあるご質問

FAQ

ります。詳細な納期は、お電話等でご確認ください。

あとで追 加ページを依 頼することもできますか︖
はい、もちろん可能です。追加ページのご依頼も承っております。

⾃社までお越し頂きご説明頂くことはできませんか︖

申し訳ありません。当社のシステム上、出張してご説明や営業する事ができません。

銀行振込、口座引き落としが可能です。

⽀払い⽅法は︖

ください。

お電話やメール等でお気軽にご相談ください。

完成後に変更したい内容が出てきたらどうすれば良いですか︖

ございません。予めご了承ください。

検 索エンジンで１番⽬に表 ⽰できますか︖

制作料⾦以外に必要な費⽤はありますか︖

上位に表示しやすいよう制作時に可能なSEOは施しておりますが、検索エンジンでの順位はお約束するサービスでは

ださい。

着手金のご入金をもって制作開始となります。

ドメインとレンタルサーバーを取得される場合は、その費用が契約する会社に対し発生します。既にホームページをお

サポートに有効期限はございません。ホームページの運営で困った事がございましたら、いつでもお気軽にご相談く

制作料金は制作着手前に半金をご入金頂きます。

持ちの場合は、そのままご利用頂く事ができます。当社でご紹介、ご用意させて頂く事も可能ですのでお気軽にご相談

サポートに有効期限はありますか︖

完成後について

生します。

※カートやシステム制作は基本パックには含まれません。オプションとなりますので、ご要望により別途追加費用が発

プログラマも常駐しておりますので、お客様のご要望やご予算に合わせて制作・カスタマイズが可能です。

ショッピングカートやシステム制作は可能ですか︖

制作料はどのタイミング で⽀払いますか︖

お⽀払いについて

提案する事も可能です。お任せください。

ご安心ください。当社では多数の写真素材データをご用意しております。原稿に関しましても、要点だけ伺い文章をご

写真や原稿の準備が 不安です・・・

ご依頼時の混雑状況や、制作内容に大きく左右されますが、大体通常の会社サイトの場合で１ヶ月〜２ヶ月程度とな

当社では、８割以上のお客様がほぼ初心者の状態から始めて現在更新・運営できています。完成後も更新方法やSEO

などサポートは無期限で行っておりますのでご安心ください。

金額は制作するページ内容により変動しますが、8,000円〜となります。

制作期間はどれぐらいかかりますか︖

制作について

ホームページは初⼼者ですが⼤丈夫ですか︖

ご依 頼について
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スポット修正

SPOT

098-988-8008

※修正内容の依頼方法はお電話でもサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。

TEL:

MAIL:

info@styleweb.me

http://www.web2pdfconvert.com/

050-3730-6759

→

※修正内容は濃いペンで記載をお願いします。

FAX:

PDF変換サイト

用すると綺麗に印刷できます。

変更箇所が多い場合に

て頂きFAXで送付してください。WEBサイトをPDFにしてくれるサービスを利

おすすめ

扱えるユーザー様の場合、画像で送って頂いても構いません。

FA Xで

修正したい箇所（ページ）を印刷して頂き、ペンなどで修正内容を書き入れ

おすすめ

ページのURLも貼り付けて頂ければ、よりわかりやすいです。画像データを

少量の場合

メールで修正箇所を箇条書きなどで記して送信してください。変更したい

メールで

変更箇所が少ない場合は、お気軽にお電話でご依頼ください。お客様のサ

少量の場合

イトのURLを口頭で教えて頂き、お電話で修正内容を確認します。

お電話で

ご依 頼 ⽅法も簡単です

により変動いたします。

動いたします。

※料金はあくまでも目安となります。お客様のご要望やサイトの構造

\1000〜

\2000〜

\500〜

\500〜

※料金はあくまでも目安となります。お客様のご要望やサイトの構造により変

初回だけ、サーバー接続設定費用5,250円が必要となります。2回目

自作したが、作成方法が完璧ではない。

配置変更

バナー 作成

画像 変更

テキスト変更

料⾦の⽬安

以降のご依頼では不要です。

初期サーバー接続設定費⽤5,250円

い。といったお客様に大変ご好評を頂いているサービスです。

ホームページを少しだけ直したいけど、どこに頼めば良いかわからな

たweb制作会社となんらかの理由で連絡がとれないなど、既にある

例えば、webサイト担当の前任者が辞めてしまった、いつも頼んでい

スポット修正とは︖

直したい時に、直したいところだけ。
ちょっとした⽂章の変更や画像の差し替えなどに対応します。

頼んでいた制作会社が倒産してしまった。

前任者が辞めてしまった。

抱えていませんか︖

お悩み

.07

会社案内

COMPANY

スタッフ紹介

.08

デザイン&コーディング
知的に見えますが天然が入っており、
とってもチャーミング。企業系のサイト
からガーリーなデザインまで幅広く対
応します。

ICHIRO NAKAMURA
デザイン＆コーディング
兄貴？弟？お父さん？的な存在。超〜
カッコいいサイト、クールなサイトを作
らせたい時は、ぜひ彼をご指名くださ

代表＆受注

デザイン、プログラミング、SEO、マーケ

ティング、インフラなど、さまざまな知

識で、あの手この手で制作コストを下

げるのが得意です。

ASUKA TOMA

デザイン&コーディング

主にコーディング、経理、スタッフマネ

ジメント担当。事務作業からコーディ

ングまで頼りになるお姉さんです。

SATOMI SUNAKAWA
デザイン＆コーディング
さまざまなジャンルの制作をそつなく
こなす、おっとり系オールラウンダーで
す。彼女の書くイラストは心をほっこり
和ませます。

SHOGO MAESHIRO

コーディング

クールで頼れるプログラミング担当。

ギタリストでもある彼がプログラムの

旋律を奏でれば、お客様のお悩みもサ

クッと解決いたします。

い。

KAORI ARAKAKI

DAI MIYAZATO

沖縄ホームページ制作所

宮里 大

〒901-1303

サイト名

代表者

所在地

050-3730-6759

info@styleweb.me

平成19年5月

ホームページの制作・運営・管理

FAX

MAIL

設⽴

事業内容

メゾン小橋川401

各種web（ウェブ）システム制作・開発（PHP、MySQL etc.）

iPhone、Androidアプリ制作・開発

フェイスブックページ作成

ブログカスタマイズ

携帯、モバイルサイトの制作・運営・管理

098-988-8008

TEL

沖縄県島尻郡与那原町与那原2925-1

スタイルウェブ

事業者名

会社概要

会社案内

COMPANY

事業内容

資本⾦

設⽴

MAIL

FAX

TEL

所在地

代表取締役

会社名

メゾン小橋川401

ドメイン・レンタルサーバー（ホスティング）サービス

ホームページの保守・運営・管理・メンテナンス

1,000,000円

平成28年4月

info@styleweb.me

050-3730-6759

098-988-8008

沖縄県島尻郡与那原町与那原2925-1

〒901-1303

宮里 大

株式会社スタイルウェブサービス

