発注から納品まで制作の主な流れ
お問い合わせ
まずはメールにてお気軽にお問合せください。
３営業日以内にお返
事をさせていただきます。 ※月・火・土・日・祝、お盆、年末年始はお休
みです。

わがまちくれの活性化をサポート

ホームページ
！
制作します

ヒアリング・お見積り
ホームページの目的・コンセプト等をお伺いし、ご希望のテンプレー
トを決定いただきます。ヒアリングした内容を元にお見積書を提出い
たします。 ※ヒアリングは対面で、ここまでは無料です。

お申込み・ご入金

「チラシ」や「パンフレット」
もトータルで

お見積り金額、制作内容をご納得いただけましたら、制作に必要な費
用を当法人指定の口座に、前金でお振込いただきます。 ※振込手
数料はご負担ください。

デザインできます！

※7

テキスト、写真のご用意・ドメイン、サーバ のご契約

手 軽に更

新
※1

簡単

可能

デ ザイナ

ー
作

高品質

が制

※7 ドメインとはインターネット上の住所で、サーバは用意した住所（ドメイン）に建てる建物みたいなものです。どちら
も基本的に必要となりますので、幾つかおすすめのドメイン、サーバ管理会社をご紹介いたします。

早い

成

ホームページの公開手続きが完了しましたら、最終確認をしていた
だき制作完了となります。 ※追加オプションなどがある場合は、残
金をお振込いただきます。 ※納品は全ての資料が揃ってから、概
ね1ヶ月を目安（オリジナルプランを除く）としています。

で完

検収・納品

約2週 間

〜

ホームページが全て出来上がりましたら、再度ご確認いただきます。
ご了承いただけましたら、ホームページの公開手続きを行います。
※テキストや写真の差し替え等ありましたら、お知らせください。

低価格

能

ご確認・完成

http://kuredesign.net/

作可

テンプレートをベースに、お客様がご希望のホームページに制作し
ていきます。
トップページが出来上がりましたら、デザインをご確認
ください。 ※デザインの修正はこの段階までとなります。

kuredesign@kuresc.net

7万 円 〜
制

トップページの制作・確認

737- 0029 広島県呉市宝町 1-10 - 8F

（呉サポートセンターくれシェンド内）
［開館日］水・木・金（10 時〜16 時）

４つのおすすめポイント

ホームページの制作に必要なテキストや写真等をご用意いただきま
す。この時、
ドメイン、サーバもご契約ください。 ※全ての資料が
揃ってからの制作となります。

http://kuredesign.net

情報発信ツールとして有効活用しよう！

くれデザインのホームページ

地方都市には「リアルな人と人とのお付き合い」という素敵な文化

くれデザインが制作するホームページは、基本的に「あらかじめ

があります。私たちが呉のまちを好きなのも、こうした昔ながらの

デザインされたテンプレートをベースに、決められたページ数及

あたたかさがあるからです。そういった良さを理解しつつ、しっかり

び条件の範囲で制作する形のもの」を指します。完全なオリジナ

※4

※5

と情報を流通させ、人が行き交う状況を作れば、
リアルな付き合い

ルではありませんが、画像とテキストは自由に反映することがで

も更に活性化し、地方都市の良さをもっと発揮できると考えていま

きます。また、
「WEB標準に準拠した質の高いテンプレート」をご

す。また、分からないことがあったら、
「とりあえず検索する」そんな

提供しております。このWEB標準に準拠することは、
「SEO対策

情報発信に不可欠なホームページから各種デザインまで！

人たちは増えています。だからこそ、ホームページで情報を発信す

に直結」するなどのメリットがあります。

ホームページ

こうしたことから、
「市民団体」、
「NPO法人」、
「社会福祉法人」等

ることに意味があるはずです。

※6

テンプレートのメリット

の公益法人や、
「個人事業主」、
「小規模事業者」など、比較的規模

通常の制作と違いオリジナルのデザインを

の小さい団体や事業者の方が地方都市で活動をする上で、ホーム

低価格

ページは効果的な発信ツールと言えます。

ロゴ

チラシ
パンフレット
ポスター

企画提案

新しい情報を提供すること

早い

ホームページは制作したままではなく、常に新しい情報を提供して

くれデザインを企画・運営する「ＮＰＯ法人呉サポートセンターく

務として、別途ご依頼いただくことも可能ですが、ブログの更新作

れシェンド」は、
「デザイナー」
、
「バリアフリーアドバイザー」、
「アー

業のように、ホームページをお客様ご自身で簡単に更新できるシス

ティスト」、
「カメラマン」、
「タウンマネージャー」、
「建築家」など、

テム「CMS」も標準で導入可能です。CMSはコンテンツを増やす

様々なジャンルで活躍する個性豊かな人材が集まり、呉のまちづ

ことが出来るため、SEO対策としても大変有効です。

くり支援を試み続けています。そんな私たちが持つ多彩なジャン

誰もが使いやすいホームページ

信ツールの一つであるホームページを制作いたします。

誰もが見やすく、かつ知りたい情報を探しやすいホームページであ

さらに、ロゴ、チラシ、パンフレット、ポスターなどの各種デザイン

ることは、市民が活用する上で必要な条件の一つではないでしょう

もトータルでデザインします。
トータルデ

か？年齢や身体的制約、利用環境などに関係なく、提供されている

ザインされた情報発信（広報）こそ、まち

情報に問題無くアクセスし、利用できることを「ウェブアクセシビリ

の中で大きなチカラを発揮するはずです。

ティ」
と言います。

地域経済の活性化を応援！
私たちは皆様の「もっと頑張ろう」、「もっと元
気になろう」、「もっと笑顔を増やそう」
という
力を、応援します。
どうぞ、お気軽にお問合わ
せください。
※1 CMSを導入した場合に限ります。

簡単

ベースにするため、
オリジナルデザインより

※2

きるシステム（CMS）を標準で導入してい
ます。
デザイナーが制作したテンプレートをベー

高品質

※2

ルの視点と、まちづくり活動の経験を生かし、呉の皆様の情報発

あらかじめデザインされたテンプレートを

ブログを更新する感覚で、簡単に更新がで

閲覧者とのコミュニケーションが促進され、信頼性の向上にも繋が
ります。こうした更新作業は、くれデザインによる保守及び更新業

いただいております。

も短い時間での納品が可能です。

いく必要があります。タイムリーな情報をより早く提供することで、

くれデザインとは？

起こさない為、その分お安くご提供させて

ス制作しますので、クオリティの高いホーム
ページを持つことが出来ます。

テンプレートのご紹介

※3

総務省からも
「みんなの公共サイト運用モデル」
として、国や地方公
共団体等の広く市民が活用するホームページなどを対象に、実施す
べき取り組み項目とその手順が示されています。
ウェブアクセシビ
リティに準拠又は配慮したホームページについても、ご予算とご要
望に応じて対応いたします。
※2 CMSが導入可能なサーバに限ります。導入可能なドメイン、サーバ管理会社をご紹介いたします。 ※3 ウェブアクセシビ
リティに関する日本工業規格であるJIS X8341-3:2010に基づき、実施すべき取組み項目と手順等を示しています。
http://www.soumu.go.jp/main̲sosiki/joho̲tsusin/w̲access/index̲02.html

A タイプ

B タイプ

※4 テンプレートだけでなく、
オリジナルデザインの制作も可能です。 ※5 制作に必要な原稿及び写真は全てお客様でご
用意いただくことなど、幾つかの前提条件があります。詳しくはくれデザインのホームページをご確認いただくか、お問い
合わせください。 ※6 WEB標準とは、WEB技術の国際標準化団体であるW3Cが策定した仕様やガイドライン。閲覧環
境に依存せず、
どのような環境においても概ね同様の表示・表現を行うことができる技術です。

搭載

準拠

選べる3つのプラン
デザイナーが制作したデザイン性の高いテンプ
レートをベースに、ご予算や用途に合わせてお選
びいただけるように、3つのプランをご用意して
おります。
︵税別︶

7万円プラン

これから開業される方等、
初期投資を抑えたい方の
プランです。

主なプラン内容

●
●

※1

5 ページ以内 ● 簡易 SEO
お問い合わせフォーム

●

︵税別︶

13万円プラン
特におすすめです！

Google Maps

標準的なホームページの
ボリュームプラン。お店や
会社のアピールに最適。

主なプラン内容

●
●

※1

10 ページ以内 ● 簡易 SEO ● Google Maps
お問い合わせフォーム ● ブログ

︵税別︶

18万円プラン

こだわり派のあなたに。
より充実した内容を
お求めのためのプラン。

主なプラン内容

●
●

※1

15 ページ以内 ● 簡易 SEO ● Google Maps ※2
お問い合わせフォーム ● ブログ ● アクセス解析

◎ホームページを開設する為には、上記とは別にお客様で「ドメイン」と「サーバ」
の契約をしていだだく必要があります。詳しくはお問い合わせください。

おすすめオプション
※3

・CMSカスタマイズ ￥2万円〜（内容による）

特におすすめです！

・アクセス解析（Google Analitics） ￥1万円
・画像スライドショー（Javascript） ￥3万円〜（難易度による）
・アクセスカウンター ￥1万円〜（難易度による）
・保守及び更新作業 ￥5千円／月〜（難易度及び更新頻度による）
・更新サポート（相談） ￥2千円／時間〜（相談内容による）
・Facebookの基本ページの制作及びホームページとの連動 ￥５万円
・オリジナルデザイン 応相談
・Webアクセシビリティに準拠または配慮

応相談

・ロゴ・チラシ・パンフレットなど各種デザインの制作

特におすすめです！

応相談

※1 簡易SEOとは、検索エンジン（Yahoo!、Google、Bingなど）で上位に表示されやすくするための技術です。但し、検
索順位を保証するものではなく、本格的なSEO対策については応相談となります。 ※2 Google Analiticsを導入しま
す。 ※3 WordPress又はconcrete5をカスタマイズします。 ※ 金額は全て税別です。

