web パッケージ

HP_STAR <Original>
【OPTION】

多言語対応

ブログシステム

一斉メール配信システム

【SPEC】
オリジナルホームページ ×

EC カートシステム

予約システム

トラフィックコントロールシステム

オリジナル WEB デザインホームページ
オリジナル性に特化した WEB デザインとコーディングを武器に、
多彩なジャンルでの豊富な実績とノウハウで、クリエイティブ且
つ飽きのこないデザインを駆使し、明確な目的を持ち、伝えたい
情報をお届けできるホームページを企画制作致します。
企業様、個人事業主の皆様のコンセプトや想い、イメージを形に
するオリジナルデザインのホームページです。まずは、お客様の
ご要望をお聞きししっかりとしたヒヤリングのもと、デザイン、
設計、ライティング、構築を一貫して行います。ご要望の際は撮
影にもお伺い致します。

アクセス解析

×

システム OPTION

顧客管理システム

サイト内検索システム

アクセス解析
【重要な情報を詳しく分析】
売上やコンバージョン数に加え、ユーザーの行動や訪問経路を解析できるほか、
サイトを訪れたユーザーのリピート率を高める方法を詳しく分析することができます。
■分析ツール
■コンテンツの分析
■ソーシャル解析
■モバイル アクセス解析
■コンバージョン解析
■広告の分析

レスポンシブデザイン
PC、タブレット、スマートフォンなど、複数の異なる画面サイズ
を Web サイト表示の判断基準にし、ページのレイアウト・デザイ
ンを柔軟に調整、最適化したホームページを制作致します。

【ページ構成】
トップページ
＋
下層５P 〜

下層ページ 例
・業務内容
・ニュース、新着情報
・サービス案内 ・スタッフ紹介
・商品紹介
・資料、PDF ダウンロード
・会社概要
・各種フォーム
etc...
・求人情報
・お問い合わせ

顧客管理システム

一斉メール配信システム

Step

Step

宛先グループ
抽出

多言語対応

Step

メール作成

一斉メール
配信

業務効率化に寄与
顧客管理、会員管理、問合せ、
マイページサービス等を提供する、
安心・多機能の顧客管理システムです。
■顧客管理
顧客（会員）情報を管理。空メール登録、手動登録、
一括登録（CSV）
、検索、一覧、編集、ダウンロードに対応。
■対応履歴
対応履歴（来店履歴や注文履歴）を蓄積。自由にカスタマイズした
項目で履歴登録。検索、一覧、編集、ダウンロードが可能。
■予定管理
お店と顧客とで予定を共有。共有カレンダーを作成し、
個別に予定を共有。リマインダーやカスタマイズ項目にも対応。
■マイページサービス
PC、スマホ対応の会員専用ページを作成。名前や会社名等を差し込んで
顧客個別の情報を表示。ログイン、クーポン、アンケート、問合せ対応。
■問合せ管理サービス
メール、フォーム、電話等の問合せ管理に対応。
返信やテンプレート、検索、一覧、ダウンロードに対応。

メルマガ配信や DM 配信、顧客サービス案内に
複数の配信リストで顧客情報を一元管理できる
一括メール配信システム。ファイル添付、
HTML メール、エラーメール処理等、
充実の機能を搭載！
■リスト管理
顧客リスト管理機能

CSV インポート機能

■メール配信機能
メール配信機能 セグメント配信機能 差出人名指定 HTML メール機能
CC・BCC 指定機能 ファイル添付機能 メール配信履歴機能

￥500,000 〜

ターゲットユーザーに向けたネイティブ視点での
グローバルサイト構築を、ネイティブ・
バイリンガルスタッフが地域・言語に合わせた
Web 設計及び構築により実現します。

対応言語は 80 言語。英語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語
といった言語をはじめ、東欧言語（ロシア語、ポーランド語、
チェコ語等）、東南アジア言語（タイ語、インドネシア語、
ベトナム語等）など、様々な国や言語に対応しています。

■補助機能
メールテンプレート機能 エラーメール処理機能
既読チェック機能 クリック URL 機能

導入する機能によりご提供価格が異なります。
（価格の目安）

CSV エクスポート機能

多言語対応

（価格の目安）

￥200,000

導入する言語によりご提供価格が異なります。
（価格の目安）

￥200,000

/1 言語

トラフィックコントロールシステム

（価格の目安）

￥200,000

Traﬃc Control System が SEO 対策を変える
本システムは従来の SEO 対策とは大きく異なり、トラフィック ( アクセス ) に着目下業界初のシステムです。
現在、無数の SEO 対策業者が存在し、どの業者もトラフィック ( アクセス ) 獲得には悩まされています。

ほとんどの SEO 対策業者は、HTML や SSL のチューニング、外部リンク設置、WEB 広告やスポンサー広告の

出稿を行い、アクセス増加を待っている状態です。つまり不確定要素も強く、順位があがってからではないと、
アクセスの増加が期待できないため、検索上位 ( 検索エンジンの 1 〜 2 ページ ) にランクされるのには、
かなり時間がかかってしまいます。

そこで弊社が開発した「トラフィックコントロールシステム (TraﬃcControl System)」は、自在にトラフィック

( アクセス ) をコントロールし、脅威の SEO 効果を実現します。貴方 ( 社 ) の WEB サイトのアクセス数を自在に
操る！ランキングサイトのアクセスの伸び悩んでいる貴方 ( 社 ) に夢と希望を与えます。これで貴方 ( 社 ) の
WEB サイトも超人気サイトの仲間入りです。

トラフィックコントロールシステムの特徴
●サーバーを解した PC が 24 時間稼動し、ランダムなアクセスを供給
●業種に合ったアクセスの波を日単位・月単位で供給
●検索エンジンのキーワードリンクをクリック

●検索エンジン ( ディレクトリ型 ) のリンクをクリック

●ランキングサイトへの IN リンクおよびＯＵＴリンクをクリック
●ポータルサイトのショッピングや商品リンクをクリック
●WEB 広告のリンクをクリック

●スパム回避対策 ( 様々な異なる条件をランダムに変更 )
●従来のＳＥＯ対策と組み合わせれば鬼に金棒

初期費用

ランニング費用（毎月）

ホームページ制作 一式

￥300,000 〜

HP・システム保守管理更新費用

￥15,000 〜

システムオプション拡張設定

￥100,000

サーバー保守管理費用

￥5,000 〜

サーバー設定費

￥30,000

￥20,000 〜

※別途、年間 5000 円のドメイン年間費用がかかります。

ドメイン取得・設定費
内部 SEO 対策

￥20,000
￥50,000

￥500,000 〜
初期費用オプション
・ロゴ制作 ￥50,000 〜
・写真撮影 ￥50,000 〜

・画像制作 ￥50,000 〜

・ライティング構成、キャッチコピー作成 ￥100,000 〜

OPTION
多言語対応

￥200,000 〜（ページ数により変動有り）

ブログシステム

￥100,000

EC カートシステム

￥500,000 〜（商品数により変動有り）

予約システム

￥200,000

顧客管理システム

￥500,000 〜（導入機能により変動有り）

サイト内検索システム ￥200,000 〜（導入機能により変動有り）
TC システム

￥200,000 〜

HP̲STAR× 各種オプションにより、業務の広告機能を
果たし、販路拡大、売上増加につながります。更にオ
プションの追加により業務の効率を大幅に向上させます。

※金額は全て税抜表示
※ページ制作金額は、内容量によって増額させて頂くことがあります。
※保守管理更新費用・サーバー保守管理費用は、複数プランよりご選択いただけます。（現在：スタンダードプラン）
※ドメイン年間費用は、ドメインによって費用が異なります。

MiByuta Co.,Ltd

