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明日から集客！ホームページ制作 
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“名刺代わりスタートプラン” から “がっつりパーフェクトプラン” まで 5種類の制作プラン をご提案！ 
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1 名刺代わり！ スタートプラン 

名刺代わりに、“低コスト” で制作したい方のプランです。 

スタートプラン     初期費用 ７ 万円※１ 

 

 

 写真・素材やテキストはお客様がご用意 

 デザインはカラーや写真の差替可 

 新着情報などは簡単に更新可 
 

 

 

━内容━ 
基本ページ制作： 4P （トップページ／会社概要／お問合せフォーム／ソーシャルリンク） 

サーバー費用： 月額3000円（年間契約） 無料で独自ドメイン(.com)・メール管理（メール最大30件）付き！ 

更新サポート：  2ヶ月 無料 ※2 

 

 

※1 上記プランはサーバーかメンテナンスをご利用いただく場合の料金で、制作のみの場合は15～20万円程度となります。 

※2 次回、契約更新時に更新有無を選択できます。（セキュリティアップデート／バックアップ＆復旧／更新アプリサポートが可能です。月額5,000円） 

※3 税別価格表記です。 

名
刺 
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２ Web上の会社案内！ シンプルプラン 

しっかりした “会社案内” がWeb上にほしい方のプランです。 

シンプルプラン    初期費用 15 万円※１ 

 

 

 写真・素材やテキストはお客様がご用意 

 デザインはカラーや写真の差替可 

 スマートフォンサイト対応（レスポンシブデザイン） 
 

 

━内容━ 
基本ページ制作： 4P （トップページ／会社概要／お問合せフォーム／ソーシャルリンク） 

フリーページ制作： 会社案内用 １P(A4 1ページ相当のサイズ) 

スマートフォン対応： あり 

サーバー費用： 月額3000円（年間契約） 無料で独自ドメイン(.com)・メール管理（メール最大30件）付き！ 

更新サポート：  2ヶ月 無料 ※2 

 
※1 上記プランはサーバーかメンテナンスをご利用いただく場合の料金で、制作のみの場合は25～30万円程度となります。 

※2 次回、契約更新時に更新有無を選択できます。（セキュリティアップデート／バックアップ＆復旧／更新アプリサポートが可能です。月額5,000円） 

※3 税別価格表記です。 
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3 Web上の営業マン！ ベーシックプラン 

ホームページを “営業マン” としてWeb上にほしい方のプランです。 

ベーシックプラン   初期費用 30 万円※１ 

 

 

 写真・素材は当社素材も可、テキストはお客様がご用意 

 デザインはカラーや写真の差替可 

 スマートフォンサイト対応（レスポンシブデザイン） 
 

 

━内容━ 
基本ページ制作： 4P （トップページ／会社概要／お問合せフォーム／ソーシャルリンク） 

フリーページ制作： 4P(A4 1ページ相当のサイズ) 

スマートフォン対応： あり 

サーバー費用： 月額3000円（年間契約） 無料で独自ドメイン(.com)・メール管理（メール最大30件）付き！ 

更新サポート：  2ヶ月 無料 ※2 

 
※1 上記プランはサーバーかメンテナンスをご利用いただく場合の料金で、制作のみの場合は35～40万円程度となります。 

※2 次回、契約更新時に更新有無を選択できます。（セキュリティアップデート／バックアップ＆復旧／更新アプリサポートが可能です。月額5,000円） 

※3 税別価格表記です。 
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4 Web上の優秀営業マン！ マスタープラン 

ホームページを “優秀な営業マン” としてWeb上にほしい方のプランです。 

マスタープラン    初期費用 40 万円※１ 

 

 

 パンフなどから当社で編集、テキストは当社で編集（一部入稿） 

 オリジナルデザインで修正可 

 スマートフォンサイト対応（レスポンシブデザイン） 
 

 

━内容━ 
基本ページ制作： 4P （トップページ／会社概要／お問合せフォーム／ソーシャルリンク） 

フリーページ制作： 4P(A4 1ページ相当のサイズ) 

スマートフォン対応： あり 

サーバー費用： 月額3000円（年間契約） 無料で独自ドメイン(.com)・メール管理（メール最大30件）付き！ 

更新サポート：  6ヶ月 無料 ※2 

 

※1 上記プランはサーバーかメンテナンスをご利用いただく場合の料金で、制作のみの場合は45～50万円程度となります。 

※2 次回、契約更新時に更新有無を選択できます。（セキュリティアップデート／バックアップ＆復旧／更新アプリサポートが可能です。月額5,000円） 

※3 税別価格表記です。 
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５ 全部おまかせ！ パーフェクトプラン 

なにもかも “全部おまかせ” でホームページがほしい方のプランです。 

パーフェクトプラン  初期費用 50 万円※１ 

 

 

 パンフなどから当社で編集、テキストは当社で編集（一部入稿） 

 オリジナルデザインで修正可 

 スマートフォンサイト対応（レスポンシブデザイン） 
 

 

━内容━ 
基本ページ制作： 4P （トップページ／会社概要／お問合せフォーム／ソーシャルリンク） 

フリーページ制作： 4P(A4 1ページ相当のサイズ) 

スマートフォン対応： あり 

セキュリティ対応： あり （httpsで制作, 内部SEO対策） 

サーバー費用： 月額3000円（年間契約） 無料で独自ドメイン(.com)・メール管理（メール最大30件）付き！ 

更新サポート：  1年間 無料 ※2 

 

※1 上記プランはサーバーかメンテナンスをご利用いただく場合の料金で、制作のみの場合は45～50万円程度となります。 

※2 次回、契約更新時に更新有無を選択できます。（セキュリティアップデート／バックアップ＆復旧／更新アプリサポートが可能です。月額5,000円） 

※3 税別価格表記です。 



オプションサービス 

フリーページ追加 ￥5,000～20,000/ページ ※1 

原稿制作  ￥12,000～2,0000 /ページ ※2 

写真撮影  ￥85,000/回 ※3 

動画制作  ￥50,000/個 ※4 

ワンポイント修正 ￥3,000～5,000/回 ※1   

広告用バナー制作 ￥3,000～10,000/個 ※1   

多言語化  ￥25,000～50,000/ページ ※1 

動的コンテンツ ￥5,000～ 10,000/個 ※1 

 

ドメインオプション 

.co.jp  ￥10,000/年 ※5 

.jp  ￥5,000/年 

 

 
※1 ヒアリング等を行い都度お見積りをいたします 

※2 翻訳・専門用語がある場合はご相談ください（3ページ以上からご依頼となります） 

※3 最大3時間の撮影となり50カット選べます 

※4 尺は15秒以内です 

※5 登記簿謄本 が必要になることがあります。 

※6 税別価格表記です 

 

 

制作オプション 

◇更新の一部をサポートしてほしい方におススメです 

更新代行プラン  

 月1プラン  ¥10,000/月 ※画像の修正、差し替え1点まで 

  ※テキストのみの修正は3ページまで 

 月4プラン  ¥30,000/月 ※画像の修正、差し替え4点まで 

  ※テキストのみの修正は12ページまで 

 月10プラン ¥70,000/月 ※画像の修正、差し替え10点まで 

  ※テキストのみの修正は30ページまで 

 

◇HTMLが壊れた！更新できない！技術相談におススメです 

技術解析プラン ￥100,000/月 
※貴社で、HTMLなど技術的問題が発生したが、原因が分からい、SNSの操作が分からない、 

相談する人がいない！そんなとき、当社が問題を解析し、報告レポートを作成・対応いたしま
す！ 

 

◇セキュリティやSEO対策が気になる方におススメです 

セキュリティ・SEO対策プラン ￥50,000～100,000 
※https対応、内部SEO、ページ軽量化、AMP対応など貴社に合わせた対応をご提案します。 

 100％セキュリティ防御、SEO効果を保証したサービスではありません。 

 

※ 税別価格表記です 

その他サービス 
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６ 



比較表 

名刺代わり！ 

スタートプラン 
Web上の会社案内！ 

シンプルプラン 
Web上の営業マン！ 

ベーシックプラン 
Web上の優秀営業マン！  

マスタープラン 
全部おまかせ！ 

パーフェクトプラン 

写真・文言 制作 - 
（お客様ご入稿） 

- 
（お客様ご入稿） 

△ 
（当社素材利用可） 

○ 
（当社制作可） 

○ 
（当社制作可） 

構成（レイアウト） - 
（カラーや写真の差替は可） 

- 
（カラーや写真の差替は可） 

- 
（カラーや写真の差替は可） 

○ 
（オリジナルデザインで修正可） 

○ 
（オリジナルデザインで修正可） 

基本ページ(4P）制作 ○ ○ ○ ○ ○ 

フリーページ(4P）制作 - △ 
（1ページ制作可） 

○ ○ ○ 

スマートフォンサイト 対応
（レスポンシブデザイン） - ○ ○ ○ ○ 

セキュリティ・SEO 対応 - 
（オプション対応可） 

- 
（オプション対応可） 

- 
（オプション対応可） 

- 
（オプション対応可） 

○ 

サーバー ○ ○ ○ ○ ○ 

更新サポート 2ヶ月 無料 2ヶ月 無料 2ヶ月 無料 6ヶ月 無料 1年間 無料 

制作日数（概算）※1  5~7日間 7~10日間 10~14日間 14~20日間 約 1ヶ月 

価格 ※2 70,000円 150,000円 300,000円 400,000円 500,000円 
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７ 

※1 ヒアリング等を行いますため、進捗により日数は前後いたします。 

※2 税別価格表記です。 
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株式会社エレクアライズ 

～ずっと便利、ずっと満足。～ 

 

〒190-0023東京都立川市柴崎町
6-17-7 谷口第九ビル2F 

TEL：(042)595-6981 

FAX：(042)595-6982 

http://elecalize.co.jp 
 

資料まとめサイト 

https://elecalize.com/curation/ 

 

http://elecalize.co.jp/
http://elecalize.co.jp/
http://elecalize.co.jp/
https://elecalize.com/curation/

