WEB 広告

ホームページ制作（オリジナルプラン）

service
guide

千葉県・埼玉県・茨城県のお店を中心に、

集客
サービス

検索対策
（SEO）
に強いホームページを制作します。
主な利用シーン

新規獲得

ほしい！と思っている人の獲得

詳しく知りたい人獲得

不安の払しょく

検 索 対 策（SEO）& デザインもお任せ

千葉県×オーダーカーテン 1位

千葉市×外壁塗装 1位

他検索上位語句多数！

ヘアーステーションフラワー 1位

他検索上位語句多数！

おゆみ野×美容室 5位

お客 様 任せにしないホームページ作成
文 章・コンテンツ作成 全部お任せ下さい！

“ホームページを作成する”
＝
“販促を行う”
という事。お客様の来店・お問い合わせ・商品の購入など、さまざまな目的がある中で、何を
打ち出していくべきか、どんなページを作るべきかなど、ホームページの方向性が販促の成否を決めるといっても過言ではありません。
弊社では基本的に、掲載する内容（文章 ･ コンテンツ）
を全てお客様に委ねることはありません。地域新聞社34年の販促ノウハウでお
客様の理想を形にする WEB サイトを制作します。

POINT
新規集客に必須の SEO 対策

お店に合わせた「エリア×ジャンル」のキー
ワード選定を的確に行い、それに沿ったペ
ージ作成を行います。
SEO 対策がしっかり行われているホーム
ページは、一時的な売上ではなく、長期的
な売上に繋がります。
24時間・365日、効果的な WEB 集客を実
現します。

POINT

.com .jp .net お好きな URL に設定

●スマホ対応

PC・スマホどちらも見やすいページを
作成 (レスポンシブデザイン )

● SEO 対策

検索エンジン上位表示

●オリジナルデザイン制作 お客様のご要望・イメージ・ターゲット
に合わせたデザインで制作
●アクセス解析

GoogleAnalytics 設定無料

●問い合わせフォーム

氏名・住所・TEL 等項目は自由に設定
可能

ちいき密着のアフターフォロー

文章・コンテンツ作成は
お任せください

SEO 対策を行う上で、文章は非常に重要
な要素です。
その為、当社では徹底した取材・お打ち合
わせをした後に文章の作成代行を致しま
す。
その結果お客様は、手間をかけずに強い
ホームページを手に入れることができます。

詳細情報
●独自ドメイン

POINT
多くの WEB 制作会社はメールや電話の
みのサポートが一般的ですが、当社は地域
に根ざした会社です。エリア担当とWEB
事業部が公開後もしっかりサポートさせて
いただきます。アクセス解析サービスがつ
いていますので、ページの見直しや更新も
お気軽にご相談いただけます。

反響事例

料金例

●おゆみ野工房様
【反響】地域に密着したリフォーム店。作成から1年未満で
ターゲットキーワードで上位化に成功。紙＆WEB の販促
が功を奏し、3ヶ月先までご依頼で埋まる、お客様から選
ばれるリフォーム店となりました。
●マリー・イヴォンヌ様
【反響】
フランスの調度品をあしらったお洒落なケーキ屋さ
ん。最大月間4,411PV、訪問数3,257人と検索順位はも
ちろん、クリック率も高いため、多くのユーザーから「見て
もらえる」ホームページとなりました。

●ブログ開設

カンタンに更新できるブログを開設

●ページの修正

月額費用内でページの修正

●バナーの制作

ページ内のリンクを分かりやすく表示

●サポート

制作後も電話・メール等でサポートし
ます

●写真撮影

100枚まで撮影無料

ムページを作成することができました。写真撮影に重きを

● SSL化

HPのセキュリティ強化。 個人情報の
漏洩をガード

ちになる温かいページとなりました。

●ヘアーステイションフラワー様

初期
費用

80万円（税別）から

月額

1万円（税別）から

※ドメイン・サーバー管理や SEO 基本設定、SSL 設定、スマホ対応、
お問い合わせフォーム作成、お知らせ、ニュース更新等も全て費
用に含まれます。

【反響】お客様が絶えない人気の美容室。新規顧客の集客
より、求人に力を入れたいというご意向によりご依頼をい
ただきました。
「ヘアーステイションフラワー」と店名で調
べた時や求人サイトからのリンクから飛べる安心したホー
置き、
「ここのスタッフさんと一緒に働きたい」という気持
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詳しくはコチラ▶ https://chiikinews.co.jp/service/web/homepage/

WEB 広告

ホームページ制作（テンプレートプラン）

service
guide

千葉県・埼玉県・茨城県のお店を中心に、

集客
サービス

予算を抑えながらも使いやすいホームページを制作します。
主な利用シーン

新規獲得

ほしい！と思っている人の獲得

詳しく知りたい人獲得

不安の払しょく

テンプレートですっきり見やすい

こんな方におすすめ！
予算を抑えたい方
とりあえず自社の
  ホームページを持ちたい方
● 少しでも早くサイトが欲しい方
●
●

予 算を抑えて信 頼感を UP させるホームページ
コーポレートサイトもお任せください！

お申 込みの流れ

POINT
多くの WEB 制作会社 はメー
ルや電話のみのサポートが一

本番公開

修 正

作 成

作 成

撮 影 打 ち 合 わせ

お申 込み

無 料 お見 積もり

ご案内

テストサ イ ト 公 開

ちいき密着のアフターフォロー

般的ですが、当社は地域に根
ざした会社です。エリア担当と
WEB 事業部が公開後もしっか
りサポートさせていただきます。
ページの見直しや更新もお気
軽にご相談いただけます。

※制作するページによって作成日数は前後します。詳しくはお問合せください。

詳細情報

おすすめオプション

●独自ドメイン

.com .jp .net お好きな URL に設定

●ロゴ作成

●スマホ対応

PC・スマホどちらも見やすいページを
作成 (レスポンシブデザイン )

ンイメージをご提示いたします。

● SEO 対策

基本設定のみ

●テンプレートデザイン制作 お好きな色、画像、コンテンツなどを
選択し作成
●アクセス解析

オプション

●問い合わせフォーム

氏名・住所・TEL 等項目は自由に設定
可能

●ブログ開設

オプション

●ページの修正

月額費用内でページの修正

●バナーの制作

オプション

●サポート

制作後も電話・メール等でサポートし
ます

●写真撮影

オプション

● SSL化

HPのセキュリティ強化。 個人情報の
漏洩をガード

料金例

企業ロゴからサイトのロゴまで、ご要望に合わせてデザイ

●動画作成

プロモーション動画の作成からインタビュー動画まで、お
客様の魅力を存分に引き出す動画を作成します。

●カスタム投稿機能

ご担当者様自身でホームページ上の商品の入れ替えなど
できるよう、オリジナルの管理画面を作成します。

初期
費用

30万円（税別）から

月額

1万円（税別）から

※ドメイン・サーバー管理や SEO 基本設定、SSL 設定、スマホ対応、
お問い合わせフォーム作成、お知らせ、ニュース更新等も全て費
用に含まれます。

●その他

お客様のご要望次第で様々なオプションをご用意すること
が可能です。
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詳しくはコチラ▶ https://chiikinews.co.jp/service/web/homepage/

