
WordPress
お客様によるページ更新を可能にする

カスタムプランのご提案

メディア・ラボでは、格安でWEB サイトを導入することが可能なプランがございます。
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コンセプト

「a-site」とは、お客様に出来るだけお手軽に、そしてハイクオリティなホームページを格安
で提供することを目的にしています。そして、お客様も気軽にサイトを修正できるよう、
CMS機能としてWordPressを基本プランで使用しております。また、プランの中にホームペー
ジを作る上で必要なドメインやサーバーなど、全てがパッケージングされております。
ホームページにつきものの更新作業も月一回の修正費用が含まれておりますので、安心して
運用いただけます。

プランバリエーション

HTML バージョン

ラフデザインなしプラン

スタンダードプラン

レスポンシブルプラン

スタンダードプラン＋簡易スマホ

PCフルカスタム

PCフルカスタム＋簡易スマホ

レスポンシブルフルカスタム

PCカスタム＋スマホカスタム

¥50,000-

¥70,000-

¥100,000-

¥150,000-

¥150,000-

¥200,000～

¥250,000～

¥300,000～

¥350,000～

¥5,000 / 月

¥5,000 / 月

¥5,000 / 月

¥7,000 / 月

¥7,000 / 月

¥5,000 / 月

¥7,000 / 月

¥7,000 / 月

¥7,000 / 月
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WORDPRESS
PC サイト

テンプレート
デザイン

フルカスタク
デザイン スマホ対応

テンプレート
デザイン

フルカスタク
デザイン

レスポンシブ
デザイン

初期費用
（税別価格）

月額費用
（税別価格）

主な基本機能

ドメイン＆サーバー費用込み
通常、サイトを制作する際には、ドメインとサーバーを別会社とご契約いただく必要がありました。これにより、ドメインやサーバーだけ契
約の更新を忘れ、ホームページが閉じてしまうトラブルなどが発生するケースが多々ございました。これを避けるために「a-site」では、全て
を合わせて提供し、契約を一本化。立ち上がった後に余計な心配から開放されます。（提供させていただくドメインは、　「.com」「.net」「.org」「.biz」
「.info」とさせていただきます。）

更新・保守・管理について
WordPress はオープンソースシステムであるため、運用は自己責任となります。そのため、確実な運用には保守管理が必要となります。
「a-site」には保守管理の費用が含まれておりますので、安心して運用いただけます。また社内の情報に変更があった際など、サイトの修正が
必要となります。「a-site」では、この修正・更新作業を月額費用に含めさせていただきました。（サイトの更新・修正は、原則として月に一回となっ
ておりますので、複数の修正が必要な際は、合わせてご要望いただくようご協力ください。また、大幅なサイト修正や、ページの追加には、別途費用がかかりますの

で、ご了承ください。）

サポート各種
「お知らせ」や「ニュース」など、お客様によりワードプレス内で更新していたくことが可能になりますが、記事の更新方法などのサポートをメー
ルまたはお電話にて受けたわまります。ただし、お客様によるプラグインの追加など、サイトのレイアウトが崩れる可能性がありますので、
標準装備プラグイン以外のサポートはいたしかねますので、ご了承ください。また、サイトの更新、改造をお客様にて行った場合、基本的に
自己責任で行っていただきます。（基本的にお客様にお出しするアカウントではプラグインの追加はできません。）

ページ制作
「a-site」では、トップページからお問い合わせページなどの合計で、13 ページまで制作することが可能です。ただし、制作する 1ページはワー
ド文書で 1ページ程度の分量を目安とさせていただいております。

E メールアドレスの提供
「a-site」にご契約いただいたお客様には、20 個まで、メールアドレスを無償で提供いたします。なお、アドレスの追加は弊社にて行いますの
で、お気軽にご依頼ください。（1メールアドレスに割り当てるサーバースペースは、150MB とさせていただきます。）

※PC＆スマホともにフルカスタムデザインに関しましては、デザインによって工数が変わりますので、お見積もりにより対応
させていただきますので、上記金額は目安としてお考えください。
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スマホサイトへの対応

スマホ専用テーマ振り分け仕様
サイトアクセス時に、PCからのアクセスかスマホからのアクセスか
を判別し、別のデザインを表示させる仕様です。

レスポンシブ仕様
PC とスマートフォンの画面サイズの違いを認識し、同じデザインな
がらサイズを最適化させて表示させる仕様です。

「a-site」のサービスが始まった頃は、それほど重要視されなかったスマートフォンへの対応ですが、近年その重要性は年々増しており、現在業
種によっては、スマホからのアクセス数の方が多くなっているサイトが増えてきました。
また、現在Google の検索結果は、PCとスマホで分けられ、スマホからの検索の際、スマホサイトを優先して表示する仕組みになっております。
そのため PCでは上位にヒットするサイトが、スマホでは順位が下がるという結果が多々見受けられます。
このような背景から、「a-site」のサービスでもスマホへの対応プランを標準化し、強くオススメしております。

【メリット】
PC・スマホそれぞれに適したデザインを表示させることができる。
（全く別のデザインも可能）

【デメリット】
２つのサイトをつくることと同じような労力がかかるため、コスト
が高くなる。
（弊社提供のスマホテンプレートを利用することでお値打ちに制作す
ることができます）

【メリット】
画面サイズに最適化された一つのデザインを反映させるため、PC・
スマホの二つを作るよりコストが安い。

【デメリット】
PC・スマホで同じデザインを使用するため、ほぼ同じデザインとな
るうえ、レイアウトの細かい調整がしにくいため、レイアウトが限
定される。
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基本的な制作の流れ

お申し込み
ラフデザイン申し込みラフデザイン受付ページより、選択されたテンプレートと、デザインに必要な情報をご記入いただく
フォームにご記入いただき、送信していただくことでお申込みいただくことができます。
（希望のイメージやムード、色合い、業種などをお伺いして、ラフデザインに反映させます）

ラフデザイン制作
ラフデザイン制作お客様からいただいた情報を元に、ラフデザインを 1案提出いたします。（1週間程度）また、オプションの
ご希望など、お見積もりが必要な際は、お見積書を添付させていただきます。

デザインのご確認
デザインのご確認ラフデザインをご確認いただき、修正を入れることで、お客様のイメージするサイトになるかどうかご検討
いただきます。

ご契約＆お支払い
ご契約＆お支払いラフデザインとお見積もりにご納得いただけましたら、ご契約書とご請求書を送付いたします。ご入金とご
契約の完了をもって、この先の作業に入らせていただきます。　

ページ素材のご提供
ページ素材のご提供ご契約いただいたラフデザインに必要なコンテンツをレイアウトしていくために、サイト・ディレクトリー
を提供していただきます。その後、レイアウトイメージを作成し、ご納得いただいたら、いよいよページ制作に必要なコンテ
ンツをいただくことになります。「a-site」では、コンテンツのご用意は、お客様で行っていただくことになりますので、サイ
トに掲載したい内容に関しましては、あらかじめご用意お願いいたします。また、コンテンツの代筆、適正画像での飾りに関
しましては、オプション対応となります。

ドメイン取得＆サーバー設定
ドメイン取得＆サーバー設定ご契約完了後、ご希望のドメインを取得し、サーバーにワードプレスを設置いたします。この際、
ご希望のメールアドレスをお伺いいたしまして、メールアドレスの設定を行います。

Facebook ページ設定
Facebook ページ設定必要に応じて Facebook ページの設定を行い、サイトの中に入れ込む準備をいたします。

サイトの制作
サイトの制作ラフデザインからの修正案、コンテンツ内容などが全て揃いましたら、サイトの制作に入ります。ワードプレス
カスタムの場合、いただきました情報を元に固定ページを弊社で制作し、お客様でご入力いただくブログ部分を残して制作い
たします。コンテンツの量や、オプションの内容によって、制作期間は変わってまいりますが、特殊なケースでなければ 2週
間程度で、サイトが完成いたします。

制作サイトのご確認
制作サイトのご確認ワードプレスのカスタムは基本的に本番環境で制作いたしますので、進捗状況は随時ご確認いただけます
が、一通り完成したところで、お客様にご確認いただきます。

サイト修正
サイト修正仮完成サイトをご確認いただき、文字の校正などの修正点をお伺いいたします。
（サイトのデザイン変更はできません）

最終修正＆完成
最終修正＆完成いただきました修正内容に対応し、完成となります。
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PCサイト・テンプレート・デザイン・サンプル

「a-site」では、９００種を越えるテンプレートから最適なデザインを選び、
ご提案さしあげます。

３種のスマホプランがございます
「a-site」のサービスは、スマートフォンがこれほど流行する前から存在しておりました。そのため、多く
のお客様のサイトは、スマートフォンで見れるものの、モバイル・フレンドリーと呼べるものではありま
せんでした。近年 google の検索結果も、スマホ対応されているかどうかで順位も変わります。そのため
「a-site」では、安価でスマホに対応できるように、Wordpress 専用の「簡易スマホ・デザイン」をご用意
いたしました。「a-site」では、この安価でご利用いただける「簡易スマホ・デザイン」、オリジナリティを
重視する「フルカスタム・デザイン」、PCと連動する「レスポンシブ・デザイン」の３種がございます。
（スマホに対応させるために、すべてのページをスマホを意識した制作となりますし、２つのデザインを管理することになり

ますので、スマホに対応するために、月額保守費用が 2,000 円アップいたします）

簡易スマホ・デザイン（振り分け仕様）
「a-site」でご用意いたします簡易スマホ・デザインは、スマホのみでなく、タブレットなど、様々な大き
さの端末に対応するために、レスポンシブデザインを採用しております。ただし、簡易的なデザインです
ので、細かいカスタムを加えることができませんので、ご了承ください。

フルカスタム・デザイン（振り分け仕様）
「s-site」では完全にオリジナルでデザインするフルカスタムデザインもご用意しております。フルカスタ
ムで作るため、スマートフォンに対応させた訴求が可能になります。

レスポンシブ・デザイン
レスポンシブ・デザインとは、画面のサイズによって、ページ内のレイアウトとサイズが最適化するデザ
インです。レイアウトとサイズが最適化される作りであるため、別の画像を表示させたり、全く別のデザ
インをスマホに割りあてるものではありません。レスポンシブデザインの中にテンプレートからの制作と
フルカスタムの２種類のプランをご用意しております。

その他
「a-site」のサービスにはありませんが、既存のデザインテンプレートをご指定いただいたカスタムや、全
てを完全にカスタムで制作することも可能です。その場合は、別途お見積もりにて対応させていただきます。

a-site のスマホサイト対応について

簡易スマホ・デザイン

「a-site」では、専用スマホデザイ
ンをご用意しております。

※フルカスタムは要お見積もりとなります。
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a-site の基本仕様（契約前にご確認いただきたい事項）

「a-site」の契約期間について
「a-site」は契約期間を 2年とさせていただいております。また契約が 2年をこえる場合は、自動的に更新
されます。
本サービスは、安価でオリジナルなWEBサイトをお作りいただいた上に、安心できる運用を可能にするサー
ビスとなります。弊社では、安価なサービス提供となっても、できるだけお客様と繋がっていたいという
思いから生まれたサービスですので、末長いご契約の継続にご理解のほどよろしくお願い致します。

サイトで使用する画像について
「a-site」では、トップページのデザインを提案にする際に訴求する画像をつけてご提案差し上げておりま
す。ご提案差し上げた画像に関しましては、初期サイト制作費用に含まれております。また、お客様にご
用意いただいた画像を使う琴も可能です。このほかサイトないで訴求画像が必要となった場合、画像をご
用意することも可能です。弊社で画像を選別し、ご提案差し上げる場合は、追加画像ごと 20,000 円（税別）
～の費用がかかりますので、ご了承ください。

サービスドメイン以外のドメインの使用について
「a-site」では、「.com」「.net」「.org」「.biz」「.info」のドメインを無料にてご提供いたします。このほか
のドメインに関しましては、年間 10,000 円（税別）のオプション費用が発生いたしますので、ご了承く
ださい。（ご請求は半年ごとに 5,000 円（税別）ご請求さしあげます）

サイト制作費用のお支払いについて
初期のサイト制作費用のお支払いは、業務仕掛りの際に、お見積もり額の 50%をお支払いいただきます。
これまでサイト完成後のお支払いいただいておりましたが、お支払いがないことでコンテンツのご提供が
遅れるケースがございましたので、スムーズなサイト制作のために、このような対応とさせていただきま
しのたで、ご理解ください。またサイトの制作に入りますと、完成までの期間もドメインとサーバーの運
用が開始されますので、サイト完成までは月額 1,000 円（税抜）いただきます。また、サイト完成時には、
初期制作費用の残金と合わせまして、3月末または 9月末までの保守管理費用を合わせてご請求さしあげ
ます。完成後の弊社からのご請求は、3月、9月に半年分のご請求を差し上げる形になります。

「a-site」で無料制作できるページについて
「a-site」で無料制作できるページ数は８ページとなります。また１ページと算出する目安は、ワード原稿、
サイトアップ時に A4１ページを目安といたします。基本的に原稿はご提供いただく前提でおりますが、
極端に文字を小さいと想定以上のボリュームになる可能性がございますので、基本的にデータを確認させ
ていただきました後、お見積もり金額が変わる可能性もございます。８ページを超えるページ制作も可能
ですので、必要な場合は、別途お見積もりさせていただきます。（ページ制作費目安：15000 円～）

WordPress プラグインの導入について
WordPress をご利用になる大きなメリットとして、プラグインの利用がございます。「a-site」では、基本
的なプラグインの導入をいたしております。これによりメールフォームの利用、基本的な SEO対策、ログ
インセキュリティ、OPG設定などの機能を得る琴が可能です。
このほか、トップページの画像切り替え効果プラグインや、イベント予約など、オプションにてプラグイ
ン導入も可能ですので、必要な機能についてはお気軽にご相談ください。

保守・管理について
「a-site」では、月に一回以上、お客様の投稿のバックアップをとっております。またサイトのカスタムデー
タは、完成時にとっておりますので、なにかあった場合も、すぐに復旧することが可能です。

契約期間

ドメイン無料
.com .net .org

.biz.info

初期仕掛り費用
お見積もりの

バックアップで

無料
ページ
まで制作

基本プラグイン
導入済み
安心運用


