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基本理念

ご納得いただけるまでご説明します。

[ プロジェクトを成功させる 4 つの理念 ]

すべてワンストップで承ります。

可及的速やかに PDCA を回します。

最先端のソリューションを展開します。

Web の技術や用語は難解なものが多く、 意味不明なワードの羅列に感じられることも多いと思います。 細かな認
識の相違がトラブルに発展することの無いよう、 何をどうすればどうなるのかを腑に落ちるまで解説いたします。

広告宣伝に関することなら何でもご相談下さい。 プロジェクト内容によってフレキ
シブルに制作チームを構成します。 TV や雑誌といった媒体にも通じたブレーンと
の協働でさまざまなメディアミックス戦略を仕掛けるこのも可能です。

やれば必ず上手くいくという施策は存在しません。 むしろ失敗から学ぶことの方が
多いでしょう。 費用対効果や損益分岐を念頭に置きつつ、 ナレッジベースを蓄積す
るための速やかなフィードバックを常に心掛けます。

IT 業界は日進月歩で新しい技術が続々と誕生しており、 その取捨選択や使い方により得られる利益に大きな差が生じます。
SNS （ソーシャルネットワーク） のような諸刃の剣をどう活用するか、 さまざまな局面でアドバイスさせて頂きます。



業務内容

Web を用いた販促や集客をトータルでコンサルティングします。

Web サイト制作
（EC 含む）

Web 広告制作
及び出稿代理

アクセス解析

チラシや DM 等
紙媒体の活用

バナー広告等で
潜在顧客を誘引

即時マーケティングで
確実にニーズを分析

メディア連動の企画を仕掛けて
相乗的な広告効果を

メディア連動の企画を仕掛けて
相乗的な広告効果を



制作の流れ

業種業態 ・ ターゲット ・ コンテンツ ・ スケジュール ・予算等、 サイト制作に

必要な情報を漏らさずヒアリングします。

ヒアリングに基づき、 サイトのアウトラインと立ち位置、 マイルストーン （中

間目標） とゴール （最終目標） を設定。

ワイヤーフレーム （骨組み） とカラーカンプ （見本） 2 ～ 3 案を提出。 サ

イトの見た目や導線、 挙動をビジュアルでお伝えします。

①～③で決定した内容を具体的に形にしていく作業です。 素材供出いただ

いた後はしばらくお待ちください。

作成された各ページを順次テストサーバにて検証 ・修正。 完璧を期すため

にはご依頼主様のご協力が不可欠です。

サイトの完成後 1 ヶ月間は文言等の微修正を無償にて対応させていただ
きます

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

オリエンテーション

コンセプトメイクと目標設定

プロトデザインのご提案

制作 （取材から HTML コーディングまで）

仮アップおよび修正

納品 ・検収期間



業務実績 Web サイト制作

越智眼科医院 （大阪府吹田市）

案件の種別

制作におけるコンセプト

注力したポイント

プロジェクト概要

院長の代替わりにあたっての新規サイト開設

先代院長のカラーを払拭して、 医療施設としての新規性
や先進性を地元の患者様にアピールしたい。

・ 眼科医院なので、 文字の大きさは視力の低い方でも読
めるように
・ 清潔で衛生的なイメージを訴求するために、 基調のカ
ラーはグリーンに。 かつ、 適宜余白を活用する
・ 院長がイケメンなので積極的に露出

URL ： http://ochi-eyeclinic.osaka

制作チーム構成 ：
ディレクター兼デザイナー兼コーダー　1 名
イラストレーター　1 名
カメラマン　1 名



業務実績 Web サイト制作

一般社団法人 大阪市淀川区医師会 （大阪府吹田市）

案件の種別

制作におけるコンセプト

注力したポイント

プロジェクト概要

20 年使用した旧サイトをリニューアル

医師会と区民を繋げるホットラインとして機能するよう、
デザインおよびレイアウトはシンプルかつ明瞭に。

・ 情報量が非常に多いサイトなので、 リンク構成が複雑
にならないように
・ 医師会員向けのコンテンツも内包するため、 情報発信
の対象がブレないように
・ 医院検索システムはオリジナルで制作

URL ： http://yodomed.jp

制作チーム構成 ：
ディレクター兼デザイナー　1 名
コーダー　2 名
プログラマー　1 名



業務実績 Web サイト制作

エステサロンチェーン エイチ ・ ツー ・ オー （関西一円）

案件の種別

制作におけるコンセプト

注力したポイント

プロジェクト概要

エステサロンの主力商品を強力にプッシュするための LP

（ランディングページ）

高級志向を前面に押し出して富裕層にアプローチ。 ホテ
ルエステという消費行動にステイタス感を付与する

・ 安っぽくなりがちな価格訴求をいかに無理なく行うか
・ エステ広告における施術効果の表現はグレーゾーン。
景品表示法や薬事法に抵触しないコピーライティングに
腐心

URL ： http://www.h2o-e.co.jp/lp1808/

制作チーム構成 ：
ディレクター兼デザイナー兼コーダー　1 名



業務実績 Web サイト制作 （過去）

プロジェクト概要

アリスデンタルクリニック 一般社団法人 自然治癒力学校 株式会社ヴァーチェ ひまわり保育園

大阪市長　吉村洋文 株式会社アローズ 株式会社天真堂ショップ 児童発達支援センター しおん



 06-4395-5761
http://amor-wax.com
info@amor-wax.com

ブラジリアンワックス 
アモール
〒550-0015 
大阪市西区南堀江1-19-7 
シエロ南堀江３０２号

初回限定

￥3,000
 （V/I/O）

梶原 節子
代 表

Se t suko  Ka j i h a r a

Brazilian wax

豊田真理
Mari Toyota

ヘアメイク / 着付師

hair  make up & dressing

 06-4981-4667
19:00～24:00

火曜（祝日明けは営業､翌水曜休み）

〒550-0014

大阪市西区北堀江1-16-27 
牧野第二ビル1F

zzz

kashin0113

華 台湾火鍋

 Bar

C A C C I N
か し ん

業務実績 ペーパーメディア制作

名　刺 雑誌広告

診察券

D　M

さまざまな業種業態や訴求スタイルの販促ツール制作に携わ

り、 デザイン力を培いました。 また、 メディアミックスやソーシャ

ルネットワークとの連携を常に念頭に置いています。

[             DTP もお任せください。           ]

user

user

user



業務実績 通販カタログ制作

旬のうまい便 （通販カタログ）

案件の種別

注力したポイント

プロジェクト概要

冬季限定通販カタログのアートディレクション

命題は 「読ませない」 こと。 美味しそうという思いを購
買に直結させるためのヴィジュアルインパクトを最重要
視し、 商品撮影の段階から色味や光沢をこだわり抜く

約 40 ページのカタログと 100 ページ超の EC サイト
において企画、 台割、 レイアウトデザイン、 撮影から
一部の実制作まで

制作チーム構成 ：
アートディレクター　1 名
グラフィックデザイナー　2 名
Web デザイナー　1 名
他コピーライター、 イラストレーター、 カメラマン



制作料金表

制作料金 / 基本 制作料金 / オプション

各種申請 ・ 管理代行

TOP ページデザイン
50,000 円～
（A4/1P）

サイトの入口となるページのデザイ
ン費です

TOP ページコーディング
25,000 円～
（A4/1P）

サイトの入口となるページの
HTML コーディング費です

下層ページコーディング 8,000 円～
（A4/1P）

サイトの 2 ページ目以降の HTML
コーディング費です

下層ページデザイン 30,000 円～
サイトの 2 ページ目以降全体のデ
ザイン費です

レンタルサーバ契約代行 5,000 円
サイトのデータを設置するサーバス
ペースの契約を代行します

ドメイン取得代行 5,000 円
「×××.com」 のような、 サイトの住所

にあたるドメイン名の取得を代行します

Google プレイス申請代行 5,000 円
Google プレイスの煩雑な手続きを
代行します

Google ウェブマスターツール
設定代行 10,000 円

サイトの状態を管理するためのツー
ルです

GoogleAnalytics 設定代行 10,000 円
一般的なアクセス解析ツールであ
る GoogleAnalytics を設定します

リスティング広告出稿代行 取引規模
による

GDN、 YDN など各種 Web 広告へ
の出稿を代行します

全体管理費
25,000 円～
（A4/1P）

工程の管理や素材のやりとりなど
実制作以外に必要な費用です

取材費 15,000 円～
（1 日）

5,000 円～
（400 字）

会社 ・ 店舗に直接伺ってサイトに
必要な情報を取材をします

リライト費 2,000 円～
（400 字）

8,000 円～
（300×300px ～）

5,000 円～
（1 点）

3,000 円～
（1 点）

ご手配いただいたテキスト素材を
Web 用に書き直します

ライティング費 取材した内容を書き起こします

撮影費 30,000 円～
会社 ・店舗に直接伺ってサイトに必
要な写真を撮影します （感材費込）

下層ページデザイン
オリジナルの地図をイラストレー
ターで描き起こします

イラスト作成費
サイトに使用するキャラクターや挿
絵を描き起こします

アイコン作成費
SNS マークやボタン等の小さいピ
クト素材を描き起こします

ブログ制作 30,000 円～
WordPress を専門に承っておりま
す

内的 SEO 対策 10,000 円～
SEO の基本である HTML 内のキー
ワードバランス調整などを行います

※上記金額はすべて参考価格です。 案件の規模や求められる品質 ・納期に
よって変動します



Webサイトの企画・制作・運営
バナー広告等の出稿管理
SNS・クラウド化全般のコンサルティング
スマートフォン（iPhone）活用支援
各種印刷物のDTP デザイン

《トランプ》 ジョーカーのようにあらゆるカードの代わりになる万能カード

《コンピューター》 どんな文字列にも合致する記号

予測のできない人、 未知数の人

1.

2.

3.

プロフィール

Wild Card [wáildkɑrd]
ワ イ ル ド カ ー ド

梅田直人

事業内容 Adobe Illustrator/Photoshop /DreamWeaver
Macromedia Fireworks
WordPress
Google Web Developer Tools

制作環境

使用言語 楽天市場 /Yahoo! ショッピング /カラーミーショップ
MakeShop/ ショップサーブ
WordPress プラグイン「Welcart」

EC 用 CMS/ASP
使用経験

代表 ：

大阪市西区南堀江拠点 ：

･･･
･･･
･･･
･･･

★★★★
★★★★
★
★★

HTML5
CSS3
PHP
jQuery


