
事業案内

ホームページの外注、制作はJ-styleへ！
ユーザーに必要とされ､わかりやすく､
目的を果たせるホームページを作成します



ホームページの発注にお悩みの皆さまへ

各種デザインのご依頼、ホームページ制作のご依頼はJ-styleへお任せください！

J-styleは、「外注先をお探しの企業様」「個人事業主の方や中小企業様」「お店や病院などのオーナー様」からの

ホームページ制作（企画・設計、デザイン、コーディング）、DTP制作（ロゴ制作、チラシ、看板、ポスターなど）をはじめとする、

あらゆるクリエイティブ制作に関わるお仕事のご依頼を承ります。

価格とクオリティの
バランスが取れた外注先が

見つからない…

自社のビジネスにしっかりと
マッチングしたサイトを
作って欲しい…

パソコンが苦手でも価格や
内容などしっかり相談して
制作できる所がいい…

このようなご依頼主様のお悩みに、一つ一つ応えていけるホームページを制作いたします。

述べ500社以上の受注実績と年間50サイト以上の制作実績
大手IT企業、ショッピングモール、総合病院など、業種に問わず数々のサイトを手がけてきた確かなクオリティを実感してください。

企業様のお悩み例 個人事業主様のお悩み例 お店のオーナー様のお悩み例

⽇本編集制作協会 AJEC様、サザンスカイタワー⼋王⼦様、カリーノ江坂様、ORC200様、⼤塚商会様障がい者採⽤情報サイト、東京観光財団様、⽇本⼤学⽣
物資源科学部様、⻘⼭学院様、⽇本サーモニクス様、ライフネット⽣命様、⽇経ナビ様、富⼠通商株式会社様、itcネットワーク様、皇祖皇太神宮様、⽇建⼯
科専⾨学校様、⾼松⾦属様、安曇野⾚⼗字病院様、デジタルハリウッド様、アサヒダイレクト様、チューリッヒ様、踊る秋⽥様、じょぶれい様、⽇本障害者
⻭科学会様、東京都⽴⼼⾝障害者⼝腔保険センター様、グランドナビゲーション様、veasicG様、マイコミジャーナル様、湘南ゼミナール様、早稲⽥育英ゼミ
ナール様、ラーメン頑者様、イノヴァンス様、グロッタアズーラ様、富⼠通商株式会社様、⾚坂加圧スタジオaries様、ヘアアンドメイクブルー様、他多数



ウェブ制作実績（企業様より受託）

大塚商会様 障がい者採用情報サイト
http://jinzai.otsuka-shokai.co.jp/barrierfree/

青山学院中等部様 英語サイト
http://www.agh.aoyama.ed.jp/english/

日建工科専門学校グループ様
http://www.nikkengroup.com

大阪ベイタワー様
http://baytower.jp/

カリーノ江坂様
http://carino-esaka.com

サザンスカイタワー八王子様
http://sst8.jp

日本編集製作協会様
http://www.ajec.or.jp

西麻布イマドキ様
http://imadoki.jp/

ブルーガーデン原宿様
http://bluegarden.jp/



ウェブ制作実績（弊社にて受託）

えびす矯正歯科様
http://ebisu-japan.com

日本障害者歯科学会様
http://www.kokuhoken.or.jp/jsdh-hp/html/

東京都立心身障害者口腔保健センター様
http://tokyo-ohc.org

スカイクルーズ株式会社様
http://sky-crews.com

肉のセルシオ様
http://meat-celsior.com

塩野目歯科医院様
https://shionome-dental.com/

矯正歯科クリニック柏の葉様
http://ortho-clinic-kh.com/

MM歯科・矯正歯科様
http://mm-dental-ortho.com/

パーソナルトレーニング Honest様
http://honest-gym.com/



J-styleへ制作を発注することへのメリット①

共に事業が発展していくための
パートナーでありたいと考えます

「ホームページ」というものをどのように考えるか、

企業様によって考えは様々かと思います。

その考えを共有し、個々の業種や企業様にとって、

ビジネス成功のためにホームページにどんな役割を

与えていくか、その目的を達成させるための要因を

ウェブサイトを通してマネジメントし、最大限に

貢献していけるビジネスパートナーとして努めてま

いります。



J-styleへ制作を発注することへのメリット②

「見た目」も「中身」も良いものに
とことんこだわって制作します！

J-styleは、お客様へお届けする制作物が最高の

価値と満足、成果を生み出すためのものとなる為の

努力を惜しみません。たとえデザインパーツ１つで

あっても妥協することなく、ご要望に叶うものを

とことんこだわりつづけて制作いたします。

企業様へのブランディングやWebの価値をより

一層高めていくことへ共に繋げていきます。



J-styleへ制作を発注することへのメリット③

そして私達は、クライアント様と長く、
深くお付き合いさせて頂くことを

何より大切にします

J-styleが今日まで長らく経営を続けさせて頂けておりますのは、

弊社をご愛願して頂いております、クライアント様方のお陰であることに他なりません。

一度お仕事をご依頼頂いた後でも様々なご相談を頂いております。

素晴らしいクライアント様に長く、深く、愛されているということが、

J-styleの随一のウリであり、何より誇れるものであります。



お店や病院、サロンなどのオーナー様へ

パソコンが苦手でも
しっかり相談して
制作できる所がいい

ホームページのことがわからなくても
ご安心ください！

どなたでもわかるような言葉で丁寧に説明し、
「何か必要なのか」「どんな内容を作ればいい
か」「どのような成果が期待できるか」などを
オーナー様、お客様と同じ目線で一緒に考え、
提案させて頂きます。

よくあるお悩み例1

お客様と一緒に考え、提案しながらわかりやすく納得のいくサイトを制作します

どなたにも

わかりやすく

利用しやすい

サイトを提案

売上げ
アップお店への

来客

お申込み
率アップ

利用者に使いやすく
こちらが伝えたい情報を
見てもらい、成果に
繋げられるのか、
お客様のサービスや
目的にあわせて一緒に
考えながら、易しく
説明を交えて提案させて
いただきます



お店や病院、サロンなどのオーナー様へ

価格や内容に関して
じっくり相談したい

必要な内容だけでも制作できるプランを
提案し、ご予算の相談を承ります

価格ごとにどんなものが作れるのか、どの内容で
あれば予算を絞って対応可能かなど、本当に必要な
ページをしっかり作り込み、オーナー様の無理のな
い形で良いものが提案できるよう親身にご相談を
承ります。

よくあるお悩み例2

サイトに
動きも
つけたい

更新
システムも
つけたい

10ページ
システム込
70万円

10ページ
更新システム,
スマホ対応込
30万円

こんなご要望に

他社の見積りで
予算オーバーしても

ぜひ一度、弊社へ
ご相談ください！

他社制作会社 J-style



お店や病院、サロンなどのオーナー様へ

更新や運用に関する
相談もしたい

簡単でわかりやすい更新ツールの導入や、
公開後の更新依頼も低価格で安心です

「運用費が高い」「出来る部分は自分で更新したい
けどシステムが高い」「更新を依頼すると高い」
店舗様のお悩みに応えるため、弊社では導入費が
基本料に含まれている簡単でわかりやすい更新シス
テムを格安で実装しております。また、更新依頼も
テキスト一箇所から承っておりますので公開後も
安心です。

よくあるお悩み例3

お店の方でも
カンタンに更新できる
更新システムが
制作費込み！

独自マニュアルと
一部メールサポートで
わからなくても

安心！

更新依頼も
3000円~
承ります！



企画・設計→制作→運用を行った成功実例

企画・設計
①メインビジュアル部分にはキャッチコピーを３行で追加して訴求力を高める。
②コンセプトの下に医院様で最も打ち出したいサービスを目立つように配置
③カテゴリごとにテキスト、バナーリンクに分け、差別化を行いナビゲーション強化

デザインコンセプト・ページ制作
病院っぽさをなくした、サロンのような高級感のある質感と色合いで、女性が好感を
もてるデザインへ。情報が煩雑にならず効果的に伝わるよう、要素ごとにグルーピング、
効率的な配置を行うことで、個々の存在感を確立させたページ構築に成功しました。

・リニューアル後、初診予約の数がリニューアル前とくらべて3倍に増加

・内容部分の導線とSEO施策を強化することで新規訪問数も1.5倍に

・低予算でLP（広告用サイト）とリスティング運用を行い、さらに初診予約の数が増加

・現在は運用当時の約半分の予算で月平均25件前後の初診予約の獲得に成功
ソーシャルトピック

メニューのグルーピング
クライアントが打ち出したい要素

ユーザーに需要のある要素

制作・運用で達成した成果

運用・マーケティング施策
①メインビジュアル部分にはキャッチコピーを３行で追加して訴求力を高める。
②コンセプトの下に医院様で最も打ち出したいサービスを目立つように配置
③フェイスブックページ作成でサイトとの連携を強化してソーシャル流入を増加。

えびす矯正歯科様 ページ数：約80ページ 工程日数：約45日

初めて矯正をされる方に医院で行っている治療に関する知識・情報をわかりやすく提供
し、初診のきっかけを促す。



ホームページ制作 ‒ サイト設計・企画-

お客様にとっても、ユーザーにとってもわかりやすく、使いやすいサイトの設計を提案します。

お客様の業種を
リサーチ

リサーチに
基づき
ページ内容
導線設計を
策定

お打ち合わせ
にて
提案及び
ヒアリング

提案書の作成 要件策定書の
作成

マーケティングや運用までを視野に入れたページ構築を行った上での制作を行います

よく「サイトの話をされると専門的なことばかりでよくわからない」という話をよくお聞きします。J-styleでは、お客様のご要望を
交えながら、どんな内容がユーザーにとってわかりやすく、問い合わせなどに結び付きやすいかを一緒に考え、わかりやすい説明を
もって、お客様にもユーザーにも納得して頂ける提案をさせて頂きます。

公開後の運用
更新、管理の
しやすさ

ページ構築
コンテンツ設計
SEO対策

閲覧環境
パソコン

スマートフォン
ユーザー策定
年齢、性別
職業、嗜好

アクセス経路
検索エンジン

SNS,ブックマーク

サイト設計、企画、提案までの流れ

ユーザー層の細かな分析や、目的のページまでの最適なページ

導線の設計、目標に達するまで予算内でどのようなプロモー

ション展開をしていくのか、また、サイト公開後の運用面を

考えた上で管理が容易で、変更、修正が柔軟に行えるには

どのような作りにしたらよいかなど、しっかりとした要件策

定に基づいた上での制作を行います。



ホームページ制作 ‒ デザイン -

業種ごとの特色やイメージカラーを最大限に生かし、こだわりぬいたデザインをサイト上で表現します

ホームページのデザインを見ただけで、その会社様の企業イメージがわかるくらいに、イメージカラーやコンセプトに基づいた
デザインを最大限に表現します。業種ごとの特色や、ターゲットとなるユーザーが魅力を感じるイメージをデザイン上で最大限
に生かして表現することで、企業様のブランディングやWebの価値をより一層高めていくデザインをいたします。

歯科医院のデザインイメージ例 ヘアサロンのデザインイメージ例 ショッピングモールのデザインイメージ例



ホームページ制作 ‒ ページ構築 -

検索流入によるキーワードマッチングに最適化します

最適化された標準的なマークアップによる構築を行うことにより、

オーガニック検索（一般の人がキーワードで普通に検索する）では

徐々に検索エンジンでのマッチングに最適化され、競合の少ない

キーワードや、地域＋サービス名などの組み合わせでは、自然と

上位表示されるような構造になっております。

※競合の多いキーワードやビッグワード（極めて検索需要の大きな

キーワード）などによっては上位表示が難しい場合がございます。

コンバージョン（お問合わせや申し込みなど、成果に結びつくこと）に繋がるページ作りを意識します

「恵比寿＋矯正歯科」で1位
※広告表示を除きます

「弁天町＋ショッピングモール」で1位

google検索での上位表示の実績例
chromeブラウザシークレット
モードにて検証
※順位は常に変動しております。

見やすく

わかりやすく

伝わりやすく

この３つを基本として

ユーザーが必要としている

情報をきちんと捉えられるよう

ページの内容を構築します

トップ
ページ

サービス
内容

お問い
合わせ

コンセプト

料金

アクセス
ユーザーがアクセスするページの流れを想定してそれぞれの流れに

スムーズにナビゲーションできるよう考えたコンテンツ作りをします ユーザーの行動シミュレート例



ホームページ制作 ‒ スマートフォン対応 -

今のホームページはスマホからの閲覧がおよそ7割！スマートフォン対応が必須になってきています！

近年、インターネットをスマートフォンから閲覧する割合が著しく増加して

おります。今までモバイルとは無縁の業種のサイトも、その5～6割以上は

スマートフォンからのアクセスになる傾向が増えております。

また、今年よりgoogleのサイトポリシーが変更となり、パソコンサイトしか

ないホームページはスマートフォンサイトからの検索結果から除外する方向

となり、スマホサイトの重要性がより確かなものとなりました。

J-styleはスマートフォンサイトも、制作費の中で標準対応！
今まで、パソコンとは別にスマートフォンサイトが必要となった

場合には、6割程の別予算でスマートフォンサイトを追加作成するのが

一般的でしたが、弊社では予めスマートフォンに調整可能な構成で

パソコンサイトを作成することで、複雑な構成のサイトでなければ

調整費用として、通常の制作費の中で標準対応いたします。

一般ユーザーを対象としたサイトでは大幅に見やすいサイト環境への

向上につながります。

パソコンサイトを、そのままスマホサイズへ変換して対応！



ホームページ制作 ‒ スマートフォン対応 -

スマートフォンが出始めの当初からスマホサイトを制作してきたJ-styleだから出来るコト

J-styleでは、スマートフォンが普及し始めた当初より早期対応に着手し、コンテンツの最適化や更新システムのモバイル実装など、

様々な要件にマッチしたサイトを数多く制作して参りました。現在でも日々進化を遂げていくモバイルサイトに最適化された実装を

行い、実用性を考えたスマホサイトを、正しい知識と実績を積み重ねた技術をもって、提供させて頂きます。

押しやすい
ナビゲーションの
形や大きさ

コンテンツの
適切な
レイアウト

画像の見やすさ
文字の
読みやすさ

これらのノウハウをしっかりと反映させ、適切なサイトを作り
スマートフォンに対応させることで、パソコンのみのサイトと比べ、

アクセスや問い合わせなども倍近くの増加が見込めます！

“モバイルファースト”というスマートフォン閲覧を中心に考えたサイト構築でユーザー環境の向上へ

今はスマホで
「⾒つけて」
スマホで

「アクセス」する
時代！

J-styleなら
パソコンも

スマホもセットで
対応してくれる
から安⼼！



「Wordpress」をカスタマイズしたサイト更新システム

「お手軽さ」「わかりやすさ」「使いやすさ」を追求した更新管理システムを提供しております。

J-styleでは、文字の変更や、追加などによる更新費用を出来るだけお客様にご負担なされないよう、パソコンの苦手な方でも簡単に

更新出来る、サイト更新システムを提供しております。また、今までの更新システムとは違い、お客様の更新したい箇所、更新した

いやり方にあわせて予め設計する、非常に自由度の高いカスタムメイド型のシステムをお届けいたします。

操作はカンタン！どの更新もほぼ３ステップで完了！

1.更新したいメニューを選んで 2.タイトルと、読込クリック、入力部分に必要事項を記入して 3.「公開」ボタンを押すだけ！

この更新システムを、サイト制作料金の中
に格安で標準搭載しております！

さらに、弊社独自のわかりやすい
操作マニュアル＋一定期間内にて
一部無料のメールサポートで
お客様がつかえるようになるよう
徹底サポート！



「Wordpress」をカスタマイズしたサイト更新システム

ページごとの内容にあわせ設計された更新画面！さらに、ご要望に応じて後からのカスタマイズが可能！

弊社の更新システムは、例えば会社概要のページなら「会社名」「電話番号」「取引先」など、ページと連動した

項目が予めフォーマットとして用意されているので、”どの場所を変えたらいいのか”が、すぐにわかる設計になっております。

さらに、『この場所に画像を入れられるようにしたい‥』などといった追加のご要望や、『この項目は選択式で更新出来るように

したい』などといった仕様変更も可能な限り対応。よりカスタマイズし、より使いやすくアップデートを行っていくことが出来る、

まさに弊社独自のカスタマイズによって ”ご要望にあわせて設計ができる” 画期的な更新システムです。

写真をつけた
メニューも

⼊れられたら
いいなあ

よくある、ニュースなどにあわせた形式の更新はもちろんのこと
ページの形式にあわせて

料理プランのメニューリストなども、形を崩さずキレイに更新！

こんな追加のご要望にも 写真を追加できる機能をプラスしてアップデート サイトに写真が表示されるように！

更新管理画⾯
実際のサイト 更新管理画⾯

実際のサイト

実際のサイト

更新管理画⾯

＋



「Wordpress」をカスタマイズしたサイト更新システム

便利な拡張機能や、外部機能と連動してサイトをパワーアップ！自動アップデートでセキュリティも安心！
更新システム「Wordpress」の特徴は、拡張機能によるアップデートにあります。更新ツールとしてだけではなく、今まで予算が足
りなくて組めなかった様々なシステム要件を解決できるツールがたくさんあるので、様々なご相談に対応いたします。

「あげ忘れ」「消し忘れ」にも安心！

ワードプレスには「予約投稿」という、あらかじめアップする日時を決めて
時間になったら自動アップされる機能があります。
担当者様が不在のトキでも、この機能を使えば決められた日時に更新出来る
のでとても安心！また、一部の項目には、決められた日付が終わると自動的
に投稿が非表示になる、掲載期限の設定を付与することができます。

未来の日付で投稿の予約ができる！ 一部の項目には公開期限の設定が可能！

様々なしくみと連動させてコンテンツを強化！

更新システム＋外部の機能と様々に連動させて、画像ギャラリーの追加や
住所入力からの地図表示など、さらにホームページをパワーアップさせるこ
とができます。また、ポータルサイトのような大規模なコンテンツを作成す
ることも可能です。

住所を入れるだけでサイトに地図を表示 画像を複数アップしてギャラリーを表示

アップデートと内部拡張プラグインでセキュリティを強化！

ワードプレスは、常に自動アップデートにより最新のシステムに保たれるの
でセキュリティも安心です。また、内部のプラグイン機能でさらにセキュリ
ティを高めております。

常に自動更新にてバージョン管理されてます

カレンダーからイベント情報を表示

複数検索からリストアップできる
データベースを構築して
大規模ポータルサイトのような
ボリュームのあるサイトも作成し
システムでの一括管理も可能

ログイン時にもプラグインで
セキュリティ強化の対応が可能



お見積りと納期の目安について

企画・構成
お打ち合わせ

デザイン制作
ページ構築

更新システム
(wordpress)

対応
スマートフォン

対応

全て込みで 10ページ 30万円～
個人の方や、予算の限られているお客様など、ページボリュームに応じて金額ご相談可能です

納期目安 [ページ数] 10P：15~18営業日 20P：20~27営業日 50P：35~42営業日

企画・構成費 デザイン制作 ページ制作 wordpress対応 スマートフォン対応

60,000円～ 70,000円～ 12,000円～ 50,000円～ 100,000円～

企画・構成費 初回お打ち合わせ、提案書、要件策定書の制作費用
デザイン制作 1案による価格。2案目以降は追加40,000円~
ページ制作 ベースとなるhtml,css構築を含むページ制作料金
wordpress対応 簡易インストール、初期設定、カスタム投稿の設定
スマートフォン対応 レスポンシブ対応によるスマートフォン最適化

20ページの場合
基本10P＋見出し5p＋下層5P=400,000円

50ページの場合
基本10P＋見出し10p＋下層30P=850,000円

見積り例

▼下記は単価ごとの内訳です、部分的なご依頼もお気軽にお申しつけくださいませ。



受注から納品まで、制作の流れについて

1.受注依頼の確認
↓

提案書、概算見積の送付

2.初回お打ち合わせ
↓

具体的なご要望に基づく
要件の策定

3.見積書の提出
↓

ご依頼の確定、提案書と
要件策定書の提出

4.デザイン制作
↓

修正ご確認、校了にて
最終イメージの確定

5.内部ページ実装
↓

Wordpress設計
コーディング

6.テストアップ確認
↓

動的コンテンツ検証
ページ内容の修正

7.最終確認
↓

修正完了後、公開
スケジュールの決定

8.アップロード納品
↓

請求書の送付

1.メール・お電話にてご依頼を確認させて頂き、ご依頼内容に基づく提案、概算見積を連絡いたします。

2.お客様のもとへお伺いさせて頂き、ご要望を具体的にヒアリングし、デザインや内容、システムに関する提案をさせて頂きます。

3. 正式な見積書をお送りします。ご検討後、正式なご依頼を頂きましたら、お打合せでの内容に基づく要件策定書をお送りします。

4. まずはデザインイメージを制作いたします。進捗を確認しながら細かな修正や具体的な変更に至るまで柔軟に対応します。

5.デザインが確定次第、ページ・更新システムの実装を開始いたします。お客様には必要な写真や文章などのご準備をお願いします。

6.サンプルサイトをテストURLへアップします。ページの動きや文章の間違いなど細かくチェック、ご要望とあわせて修正を行います。

7.全ての修正が完了後、本公開前の最終確認を行って頂き、確認のお返事を頂きましたら公開スケジュールをお知らせいたします。

8.本アップロードの連絡、ご確認をもって納品とさせて頂きます。納品後、請求書または領収書を発行して送付させて頂きます。



ご要望に関してよくあるご質問

制作物のクオリティや、各種要件に関する技術的な部分は問題ありませんか？

別途、弊社の制作実績を拝見して頂きますので、クオリティに関してはそちらで確認して頂くことが出来ます。また、制作に関する要件等に関し
ては、必要に応じて個別に要件策定書やガイドラインを作成し、テストページ等で事前に検証・提案の上、ご検討頂くことが可能です。

急ぎの対応や、制作途中でのキャンセルは可能ですか？

お急ぎの場合でも納期に応じて迅速に対応させて頂きます。また、お見積り、制作に着手する前の段階まででのキャンセルは無料です。
制作途中のキャンセルにつきましては、弊社作業分までのご精算をして頂き、キャンセルとなりますので、全額お支払して頂く必要はございません。

ホームページに関する知識があまりなくても大丈夫ですか？

はい、企業様にあわせてわかりやすくフォロー致します。先方様へお伝えするご説明事項等に関してましても、補足記載など、やり取りのお手伝
いをさせて頂きます。ドメインのホスティングやレンタルサーバーの用意など、イチから提案させて頂くことも可能です。

修正は無料ですか？予算について相談は可能ですか？

制作料金の範囲内での修正や変更対応であれば、修正込みで対応しております。また、料金表は弊社から提示させて頂く場合の目安の金額です。
予算や制作内容に応じてご相談を承っておりますので、料金表の金額より低い予算でのご相談におきましても、お気軽にお申し付け下さい。

SEOやアクセスアップ、運用面に関しても相談可能ですか？

内部構造におけるSEO施策やご要望に応じてgoogle analyticsの導入など、制作上における基本的な施策はご予算内で対応させて頂きます。
また、月々のご予算にあわせてリスティング、マーケティング施策やアクセス解析など、保守・運用サポートもさせて頂いております。

個人情報や機密情報、お渡し頂くデータに関する管理は大丈夫ですか？

まず、契約時にNDA（機密保持契約）を企業様からのご用意がない場合は弊社で作成したものをお送りさせて頂き、締結いたします。
個人情報や相互のデータのやり取りに関しましては、弊社で厳重に管理させて頂き、情報漏えいの防止に努めます。

上記以外でも、メールやお電話にて、どのようなことでも随時返答いたしますので、お気軽にお問合わせ下さい。


