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1. CHACO-WEBとは
こんにちは、CHACO-WEB.COMと申します

ホームページの制作でお客様のビジネス促進のお手伝いをしています。
創業から21年、ホームページ制作会社の中では老舗のようなものでしょうか。
Webマーケティングが加速している今、ホームページの重要性は増すばかり。

愛され続けるホームページはビジネスの強力な味方になる。
その思いから、私たちは今日もお客様と向き合っています。

猫とフルーツがトレードマークです。

お客様と向き合い続けて出来上がった
「型破りな制作スタイル」

毎月の管理費用はなし。制作費のみ。
自分で更新しながら育てるホームページを推進。

オンラインできっちり制作。

15年以上前から実践しているCHACO-WEBの制作方針です。
お客様の利益を追求していくうちに、このような方針になりました。

私たちのお客様のほとんどが中小企業です。
中小企業は、人手も予算も時間も限りがあります。

大手企業のようなホームページの作り方はできません。

しかし、ホームページは会社の顔となりマーケティングにも重要な存在です。
中小企業のやり方で、ホームページを活用する方法があるはず。

予算を抑えながらも、品質の良いホームページを持てるようにはどうすればよいか。
辿り着いたのが「月額無料のホームページ制作」です。

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBがいただくのは制作費のみ。
毎月の管理費用はいただきません。

ホームページは3年以上かけて運営するのが基本。
毎月の費用を積み重ねると、トータル費用は膨大な金額になってしまいます。

月額無料にすることで、本質的に予算を抑えてホームページを運営できるのです。

更新も心配ありません。
簡単に更新できるツールを導入して納品しています。
文字や画像の入れ替えなら、ささっと更新できます。

月額無料

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBは全国対応、いえ、世界対応です。
お見積りから制作、納品までの取引がオンラインで完結します。

メール、電話、Skype、Zoomを使いながら、
さまざまな場所のお客様にご利用いただいてきました。

「ネットは苦手と思っていたんですが、意外と進行がスムーズで安心しました」
オンライン取引が流行り出した2020年より前から実践していますが、

皆様にご満足いただいています。

全国対応

育てながら集客につなげるホームページ

集客を増やすには、ネット経由を選択肢から外せない時代となりました。
ウェブマーケティングは、コンテンツが資産。

そして、コンテンツを置いておく場所となるのがホームページです。

今求められるのは、更新しながら育てていくホームページ。

CHACO-WEBが提供するのは、作っておしまいのホームページではありません。
更新できる仕組みを取り入れ、集客につなげていくことができます。

3. 制作サービスのご紹介

CHACO-WEBの制作サービスは、
主にテンプレート利用型と独自デザイン型に分かれています。

テンプレート利用型 独自デザイン型

ビジネスで使えるホームページ品質を、低価格かつ短期納品で制作！
しっかりしたホームページが欲しいけれど、予算はあまりかけたくない。
そんな方にぴったりのホームページ制作です。

CHACO-WEBデザインチームが作成した、完成度の高いテンプレート
（ひな型）を利用して、制作日数と費用を抑えて制作します。

ホームページにかける予算を抑えたい。

事業を始めたばかりなので、手軽なホームページからスタートしたい。

低予算で、できるだけしっかりプロのホームページが欲しい。

デザインのことはわからないから、あるものから選んで決めたい。

今のホームページをできるだけ早くリニューアルしたい。

自分で更新できるホームページが希望。

早めにホームページが欲しい。

こんな方におススメ

テンプレートデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

98,000

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

円（税込価格107,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

スマホにも対応して驚きの安さ！
お手軽レスポンシブ制作　

SSL対応とブログ付 多機能！
お手軽SEO制作

WordPress導入
オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応

テンプレート利用の制作に、集客に必要な項目を追加いたしました。
お知らせ、お客様の声、実績などを発信して、コンテンツを蓄積できる
内部ブログシステムが入っています。
コンテンツマーケティングにも向いています。

SSL対応とブログ付 多機能！お手軽SEO制作には

2つのコースの違いは？

お客様のコンセプトを大切に、
強みと特徴を打ち出すオリジナルホームページ制作です。

お客様の顧客や取引先との信頼関係を築き、
安定した集客をしていくベースとなるホームページを作成します。

会社の顔としてしっかりしたホームページを持ちたい。

オリジナルデザインで自社の信用を上げたい。

自社で更新していきたい。

毎月の費用は抑えつつ、高品質なホームページが欲しい。

ブログで情報発信をしたい。

SNSやコンテンツマーケティングに興味がある。

こんな方におススメ

オリジナルデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

288,000

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

円（税込価格316,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

オリジナルデザイン制作 安定した集客を目指す方へ　
集客型スタンダード制作

オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応
Googleアナリティクス導入
Googleサーチコンソール導入
ファビコン設置

オリジナルデザイン作成に、SEOと集客に必要な機能を追加しました。
コンテンツを増やし、ホームページを育てるために欠かせないブログ機能、
サーチコンソール、アクセス解析（Googleアナリティクス）で
コンテンツを増やし、強化していくことができます。

集客型スタンダード制作 には

2つのコースの違いは？

「ぱっと見でわかる」デザインが素晴らしい！
スマホの操作性にこだわり抜いた、スマホメニューのデザイン制作です。
「問い合わせが増えた」とお客様に好評です。

コンバージョンを増やすスマホメニューデザイン

3. 制作サービスのご紹介

48,000 円（税込価格52,800円）～

現代は、アクセスの大半がスマートフォン。
スマホの操作性がコンバージョン率に影響します。
申し込みや問い合わせ行動までをスムーズに演出し、集客につなげます。

鮮やかな動画付き、不動産向けホームページ、オンラインショップなど
多様なサービスを取り揃えております。

詳しくはホームページをご覧いただくか、無料ご相談をご利用ください。

他にもさまざまな制作に対応しています

ホームページリンク

4. サービスの流れ

お問い合わせ
お見積もり

お申込み
ご契約

ヒアリング
必要素材送信

運営サポート制作の開始

お問い合わせ・お見積もり1
お客様が制作したいホームページのご要望をお聞かせ下さい。
CHACO-WEB担当者より折り返しご連絡させていただきます。
強い営業活動は一切いたしません。
ホームページ制作に関するアドバイス、ご予算内で可能なコース・プランのご提案など、
親身になり格安なお見積もりをいたします。

「ホームページ制作って高いイメージが・・・」と思っていませんか？
まずはお見積もりから！

お気軽にお問い合わせください。

？

お申込み・ご契約2
お見積りプラン内容と、お客様のご予算が合いましたら、
ホームページ制作の開始となります。
CHACO-WEB.COMではお見積り規定により制作代金の一部または全部を、
制作開始前のご契約時にお預かりしています。

決済が完了次第、ドメイン（ホームページアドレス・URL）とサーバーのご案内を
しております。

制作完了
残金決済・納品

ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
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ー
ム
の
H
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Y

素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
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その思いから、私たちは今日もお客様と向き合っています。

猫とフルーツがトレードマークです。

お客様と向き合い続けて出来上がった
「型破りな制作スタイル」

毎月の管理費用はなし。制作費のみ。
自分で更新しながら育てるホームページを推進。

オンラインできっちり制作。

15年以上前から実践しているCHACO-WEBの制作方針です。
お客様の利益を追求していくうちに、このような方針になりました。

私たちのお客様のほとんどが中小企業です。
中小企業は、人手も予算も時間も限りがあります。

大手企業のようなホームページの作り方はできません。

しかし、ホームページは会社の顔となりマーケティングにも重要な存在です。
中小企業のやり方で、ホームページを活用する方法があるはず。

予算を抑えながらも、品質の良いホームページを持てるようにはどうすればよいか。
辿り着いたのが「月額無料のホームページ制作」です。

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBがいただくのは制作費のみ。
毎月の管理費用はいただきません。

ホームページは3年以上かけて運営するのが基本。
毎月の費用を積み重ねると、トータル費用は膨大な金額になってしまいます。

月額無料にすることで、本質的に予算を抑えてホームページを運営できるのです。

更新も心配ありません。
簡単に更新できるツールを導入して納品しています。
文字や画像の入れ替えなら、ささっと更新できます。

月額無料

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBは全国対応、いえ、世界対応です。
お見積りから制作、納品までの取引がオンラインで完結します。

メール、電話、Skype、Zoomを使いながら、
さまざまな場所のお客様にご利用いただいてきました。

「ネットは苦手と思っていたんですが、意外と進行がスムーズで安心しました」
オンライン取引が流行り出した2020年より前から実践していますが、

皆様にご満足いただいています。

全国対応

育てながら集客につなげるホームページ

集客を増やすには、ネット経由を選択肢から外せない時代となりました。
ウェブマーケティングは、コンテンツが資産。

そして、コンテンツを置いておく場所となるのがホームページです。

今求められるのは、更新しながら育てていくホームページ。

CHACO-WEBが提供するのは、作っておしまいのホームページではありません。
更新できる仕組みを取り入れ、集客につなげていくことができます。

3. 制作サービスのご紹介

CHACO-WEBの制作サービスは、
主にテンプレート利用型と独自デザイン型に分かれています。

テンプレート利用型 独自デザイン型

ビジネスで使えるホームページ品質を、低価格かつ短期納品で制作！
しっかりしたホームページが欲しいけれど、予算はあまりかけたくない。
そんな方にぴったりのホームページ制作です。

CHACO-WEBデザインチームが作成した、完成度の高いテンプレート
（ひな型）を利用して、制作日数と費用を抑えて制作します。

ホームページにかける予算を抑えたい。

事業を始めたばかりなので、手軽なホームページからスタートしたい。

低予算で、できるだけしっかりプロのホームページが欲しい。

デザインのことはわからないから、あるものから選んで決めたい。

今のホームページをできるだけ早くリニューアルしたい。

自分で更新できるホームページが希望。

早めにホームページが欲しい。

こんな方におススメ

テンプレートデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

98,000

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

円（税込価格107,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

スマホにも対応して驚きの安さ！
お手軽レスポンシブ制作　

SSL対応とブログ付 多機能！
お手軽SEO制作

WordPress導入
オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応

テンプレート利用の制作に、集客に必要な項目を追加いたしました。
お知らせ、お客様の声、実績などを発信して、コンテンツを蓄積できる
内部ブログシステムが入っています。
コンテンツマーケティングにも向いています。

SSL対応とブログ付 多機能！お手軽SEO制作には

2つのコースの違いは？

お客様のコンセプトを大切に、
強みと特徴を打ち出すオリジナルホームページ制作です。

お客様の顧客や取引先との信頼関係を築き、
安定した集客をしていくベースとなるホームページを作成します。

会社の顔としてしっかりしたホームページを持ちたい。

オリジナルデザインで自社の信用を上げたい。

自社で更新していきたい。

毎月の費用は抑えつつ、高品質なホームページが欲しい。

ブログで情報発信をしたい。

SNSやコンテンツマーケティングに興味がある。

こんな方におススメ

オリジナルデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

288,000

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

円（税込価格316,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

オリジナルデザイン制作 安定した集客を目指す方へ　
集客型スタンダード制作

オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応
Googleアナリティクス導入
Googleサーチコンソール導入
ファビコン設置

オリジナルデザイン作成に、SEOと集客に必要な機能を追加しました。
コンテンツを増やし、ホームページを育てるために欠かせないブログ機能、
サーチコンソール、アクセス解析（Googleアナリティクス）で
コンテンツを増やし、強化していくことができます。

集客型スタンダード制作 には

2つのコースの違いは？

「ぱっと見でわかる」デザインが素晴らしい！
スマホの操作性にこだわり抜いた、スマホメニューのデザイン制作です。
「問い合わせが増えた」とお客様に好評です。

コンバージョンを増やすスマホメニューデザイン

3. 制作サービスのご紹介

48,000 円（税込価格52,800円）～

現代は、アクセスの大半がスマートフォン。
スマホの操作性がコンバージョン率に影響します。
申し込みや問い合わせ行動までをスムーズに演出し、集客につなげます。

鮮やかな動画付き、不動産向けホームページ、オンラインショップなど
多様なサービスを取り揃えております。

詳しくはホームページをご覧いただくか、無料ご相談をご利用ください。

他にもさまざまな制作に対応しています

ホームページリンク

4. サービスの流れ

お問い合わせ
お見積もり

お申込み
ご契約

ヒアリング
必要素材送信

運営サポート制作の開始

お問い合わせ・お見積もり1
お客様が制作したいホームページのご要望をお聞かせ下さい。
CHACO-WEB担当者より折り返しご連絡させていただきます。
強い営業活動は一切いたしません。
ホームページ制作に関するアドバイス、ご予算内で可能なコース・プランのご提案など、
親身になり格安なお見積もりをいたします。

「ホームページ制作って高いイメージが・・・」と思っていませんか？
まずはお見積もりから！

お気軽にお問い合わせください。

？

お申込み・ご契約2
お見積りプラン内容と、お客様のご予算が合いましたら、
ホームページ制作の開始となります。
CHACO-WEB.COMではお見積り規定により制作代金の一部または全部を、
制作開始前のご契約時にお預かりしています。

決済が完了次第、ドメイン（ホームページアドレス・URL）とサーバーのご案内を
しております。

制作完了
残金決済・納品

ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
H
A
P
P
Y

チ
ー
ム
の
H
A
P
P
Y

素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
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2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBは全国対応、いえ、世界対応です。
お見積りから制作、納品までの取引がオンラインで完結します。

メール、電話、Skype、Zoomを使いながら、
さまざまな場所のお客様にご利用いただいてきました。

「ネットは苦手と思っていたんですが、意外と進行がスムーズで安心しました」
オンライン取引が流行り出した2020年より前から実践していますが、

皆様にご満足いただいています。

全国対応

育てながら集客につなげるホームページ

集客を増やすには、ネット経由を選択肢から外せない時代となりました。
ウェブマーケティングは、コンテンツが資産。

そして、コンテンツを置いておく場所となるのがホームページです。

今求められるのは、更新しながら育てていくホームページ。

CHACO-WEBが提供するのは、作っておしまいのホームページではありません。
更新できる仕組みを取り入れ、集客につなげていくことができます。

3. 制作サービスのご紹介

CHACO-WEBの制作サービスは、
主にテンプレート利用型と独自デザイン型に分かれています。

テンプレート利用型 独自デザイン型

ビジネスで使えるホームページ品質を、低価格かつ短期納品で制作！
しっかりしたホームページが欲しいけれど、予算はあまりかけたくない。
そんな方にぴったりのホームページ制作です。

CHACO-WEBデザインチームが作成した、完成度の高いテンプレート
（ひな型）を利用して、制作日数と費用を抑えて制作します。

ホームページにかける予算を抑えたい。

事業を始めたばかりなので、手軽なホームページからスタートしたい。

低予算で、できるだけしっかりプロのホームページが欲しい。

デザインのことはわからないから、あるものから選んで決めたい。

今のホームページをできるだけ早くリニューアルしたい。

自分で更新できるホームページが希望。

早めにホームページが欲しい。

こんな方におススメ

テンプレートデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

98,000

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

円（税込価格107,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

スマホにも対応して驚きの安さ！
お手軽レスポンシブ制作　

SSL対応とブログ付 多機能！
お手軽SEO制作

WordPress導入
オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応

テンプレート利用の制作に、集客に必要な項目を追加いたしました。
お知らせ、お客様の声、実績などを発信して、コンテンツを蓄積できる
内部ブログシステムが入っています。
コンテンツマーケティングにも向いています。

SSL対応とブログ付 多機能！お手軽SEO制作には

2つのコースの違いは？

お客様のコンセプトを大切に、
強みと特徴を打ち出すオリジナルホームページ制作です。

お客様の顧客や取引先との信頼関係を築き、
安定した集客をしていくベースとなるホームページを作成します。

会社の顔としてしっかりしたホームページを持ちたい。

オリジナルデザインで自社の信用を上げたい。

自社で更新していきたい。

毎月の費用は抑えつつ、高品質なホームページが欲しい。

ブログで情報発信をしたい。

SNSやコンテンツマーケティングに興味がある。

こんな方におススメ

オリジナルデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

288,000

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

円（税込価格316,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

オリジナルデザイン制作 安定した集客を目指す方へ　
集客型スタンダード制作

オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応
Googleアナリティクス導入
Googleサーチコンソール導入
ファビコン設置

オリジナルデザイン作成に、SEOと集客に必要な機能を追加しました。
コンテンツを増やし、ホームページを育てるために欠かせないブログ機能、
サーチコンソール、アクセス解析（Googleアナリティクス）で
コンテンツを増やし、強化していくことができます。

集客型スタンダード制作 には

2つのコースの違いは？

「ぱっと見でわかる」デザインが素晴らしい！
スマホの操作性にこだわり抜いた、スマホメニューのデザイン制作です。
「問い合わせが増えた」とお客様に好評です。

コンバージョンを増やすスマホメニューデザイン

3. 制作サービスのご紹介

48,000 円（税込価格52,800円）～

現代は、アクセスの大半がスマートフォン。
スマホの操作性がコンバージョン率に影響します。
申し込みや問い合わせ行動までをスムーズに演出し、集客につなげます。

鮮やかな動画付き、不動産向けホームページ、オンラインショップなど
多様なサービスを取り揃えております。

詳しくはホームページをご覧いただくか、無料ご相談をご利用ください。

他にもさまざまな制作に対応しています

ホームページリンク

4. サービスの流れ

お問い合わせ
お見積もり

お申込み
ご契約

ヒアリング
必要素材送信

運営サポート制作の開始

お問い合わせ・お見積もり1
お客様が制作したいホームページのご要望をお聞かせ下さい。
CHACO-WEB担当者より折り返しご連絡させていただきます。
強い営業活動は一切いたしません。
ホームページ制作に関するアドバイス、ご予算内で可能なコース・プランのご提案など、
親身になり格安なお見積もりをいたします。

「ホームページ制作って高いイメージが・・・」と思っていませんか？
まずはお見積もりから！

お気軽にお問い合わせください。

？

お申込み・ご契約2
お見積りプラン内容と、お客様のご予算が合いましたら、
ホームページ制作の開始となります。
CHACO-WEB.COMではお見積り規定により制作代金の一部または全部を、
制作開始前のご契約時にお預かりしています。

決済が完了次第、ドメイン（ホームページアドレス・URL）とサーバーのご案内を
しております。

制作完了
残金決済・納品

ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
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素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
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サーチコンソール、アクセス解析（Googleアナリティクス）で
コンテンツを増やし、強化していくことができます。

集客型スタンダード制作 には

2つのコースの違いは？

「ぱっと見でわかる」デザインが素晴らしい！
スマホの操作性にこだわり抜いた、スマホメニューのデザイン制作です。
「問い合わせが増えた」とお客様に好評です。

コンバージョンを増やすスマホメニューデザイン

3. 制作サービスのご紹介

48,000 円（税込価格52,800円）～

現代は、アクセスの大半がスマートフォン。
スマホの操作性がコンバージョン率に影響します。
申し込みや問い合わせ行動までをスムーズに演出し、集客につなげます。

鮮やかな動画付き、不動産向けホームページ、オンラインショップなど
多様なサービスを取り揃えております。

詳しくはホームページをご覧いただくか、無料ご相談をご利用ください。

他にもさまざまな制作に対応しています

ホームページリンク

4. サービスの流れ

お問い合わせ
お見積もり

お申込み
ご契約

ヒアリング
必要素材送信

運営サポート制作の開始

お問い合わせ・お見積もり1
お客様が制作したいホームページのご要望をお聞かせ下さい。
CHACO-WEB担当者より折り返しご連絡させていただきます。
強い営業活動は一切いたしません。
ホームページ制作に関するアドバイス、ご予算内で可能なコース・プランのご提案など、
親身になり格安なお見積もりをいたします。

「ホームページ制作って高いイメージが・・・」と思っていませんか？
まずはお見積もりから！

お気軽にお問い合わせください。

？

お申込み・ご契約2
お見積りプラン内容と、お客様のご予算が合いましたら、
ホームページ制作の開始となります。
CHACO-WEB.COMではお見積り規定により制作代金の一部または全部を、
制作開始前のご契約時にお預かりしています。

決済が完了次第、ドメイン（ホームページアドレス・URL）とサーバーのご案内を
しております。

制作完了
残金決済・納品

ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
H
A
P
P
Y

チ
ー
ム
の
H
A
P
P
Y

素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
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ビジネスで使えるホームページ品質を、低価格かつ短期納品で制作！
しっかりしたホームページが欲しいけれど、予算はあまりかけたくない。
そんな方にぴったりのホームページ制作です。

CHACO-WEBデザインチームが作成した、完成度の高いテンプレート
（ひな型）を利用して、制作日数と費用を抑えて制作します。

ホームページにかける予算を抑えたい。

事業を始めたばかりなので、手軽なホームページからスタートしたい。

低予算で、できるだけしっかりプロのホームページが欲しい。

デザインのことはわからないから、あるものから選んで決めたい。

今のホームページをできるだけ早くリニューアルしたい。

自分で更新できるホームページが希望。

早めにホームページが欲しい。

こんな方におススメ

テンプレートデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

98,000

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

円（税込価格107,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

スマホにも対応して驚きの安さ！
お手軽レスポンシブ制作　

SSL対応とブログ付 多機能！
お手軽SEO制作

WordPress導入
オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応

テンプレート利用の制作に、集客に必要な項目を追加いたしました。
お知らせ、お客様の声、実績などを発信して、コンテンツを蓄積できる
内部ブログシステムが入っています。
コンテンツマーケティングにも向いています。

SSL対応とブログ付 多機能！お手軽SEO制作には

2つのコースの違いは？

お客様のコンセプトを大切に、
強みと特徴を打ち出すオリジナルホームページ制作です。

お客様の顧客や取引先との信頼関係を築き、
安定した集客をしていくベースとなるホームページを作成します。

会社の顔としてしっかりしたホームページを持ちたい。

オリジナルデザインで自社の信用を上げたい。

自社で更新していきたい。

毎月の費用は抑えつつ、高品質なホームページが欲しい。

ブログで情報発信をしたい。

SNSやコンテンツマーケティングに興味がある。

こんな方におススメ

オリジナルデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

288,000

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

円（税込価格316,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

オリジナルデザイン制作 安定した集客を目指す方へ　
集客型スタンダード制作

オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応
Googleアナリティクス導入
Googleサーチコンソール導入
ファビコン設置

オリジナルデザイン作成に、SEOと集客に必要な機能を追加しました。
コンテンツを増やし、ホームページを育てるために欠かせないブログ機能、
サーチコンソール、アクセス解析（Googleアナリティクス）で
コンテンツを増やし、強化していくことができます。

集客型スタンダード制作 には

2つのコースの違いは？

「ぱっと見でわかる」デザインが素晴らしい！
スマホの操作性にこだわり抜いた、スマホメニューのデザイン制作です。
「問い合わせが増えた」とお客様に好評です。

コンバージョンを増やすスマホメニューデザイン

3. 制作サービスのご紹介

48,000 円（税込価格52,800円）～

現代は、アクセスの大半がスマートフォン。
スマホの操作性がコンバージョン率に影響します。
申し込みや問い合わせ行動までをスムーズに演出し、集客につなげます。

鮮やかな動画付き、不動産向けホームページ、オンラインショップなど
多様なサービスを取り揃えております。

詳しくはホームページをご覧いただくか、無料ご相談をご利用ください。

他にもさまざまな制作に対応しています

ホームページリンク

4. サービスの流れ

お問い合わせ
お見積もり

お申込み
ご契約

ヒアリング
必要素材送信

運営サポート制作の開始

お問い合わせ・お見積もり1
お客様が制作したいホームページのご要望をお聞かせ下さい。
CHACO-WEB担当者より折り返しご連絡させていただきます。
強い営業活動は一切いたしません。
ホームページ制作に関するアドバイス、ご予算内で可能なコース・プランのご提案など、
親身になり格安なお見積もりをいたします。

「ホームページ制作って高いイメージが・・・」と思っていませんか？
まずはお見積もりから！

お気軽にお問い合わせください。

？

お申込み・ご契約2
お見積りプラン内容と、お客様のご予算が合いましたら、
ホームページ制作の開始となります。
CHACO-WEB.COMではお見積り規定により制作代金の一部または全部を、
制作開始前のご契約時にお預かりしています。

決済が完了次第、ドメイン（ホームページアドレス・URL）とサーバーのご案内を
しております。

制作完了
残金決済・納品

ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
H
A
P
P
Y

チ
ー
ム
の
H
A
P
P
Y

素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html


CHACO-WEBの
サービス紹介・会社概要

社内で検討されたい方に向けてまとめた資料をご覧いただけます。
CHACO-WEBのホームページ制作サービスと、

運営会社 株式会社Cyber Catsについてご紹介しています。
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1. CHACO-WEBとは
こんにちは、CHACO-WEB.COMと申します

ホームページの制作でお客様のビジネス促進のお手伝いをしています。
創業から21年、ホームページ制作会社の中では老舗のようなものでしょうか。
Webマーケティングが加速している今、ホームページの重要性は増すばかり。

愛され続けるホームページはビジネスの強力な味方になる。
その思いから、私たちは今日もお客様と向き合っています。

猫とフルーツがトレードマークです。

お客様と向き合い続けて出来上がった
「型破りな制作スタイル」

毎月の管理費用はなし。制作費のみ。
自分で更新しながら育てるホームページを推進。

オンラインできっちり制作。

15年以上前から実践しているCHACO-WEBの制作方針です。
お客様の利益を追求していくうちに、このような方針になりました。

私たちのお客様のほとんどが中小企業です。
中小企業は、人手も予算も時間も限りがあります。

大手企業のようなホームページの作り方はできません。

しかし、ホームページは会社の顔となりマーケティングにも重要な存在です。
中小企業のやり方で、ホームページを活用する方法があるはず。

予算を抑えながらも、品質の良いホームページを持てるようにはどうすればよいか。
辿り着いたのが「月額無料のホームページ制作」です。

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBがいただくのは制作費のみ。
毎月の管理費用はいただきません。

ホームページは3年以上かけて運営するのが基本。
毎月の費用を積み重ねると、トータル費用は膨大な金額になってしまいます。

月額無料にすることで、本質的に予算を抑えてホームページを運営できるのです。

更新も心配ありません。
簡単に更新できるツールを導入して納品しています。
文字や画像の入れ替えなら、ささっと更新できます。

月額無料

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBは全国対応、いえ、世界対応です。
お見積りから制作、納品までの取引がオンラインで完結します。

メール、電話、Skype、Zoomを使いながら、
さまざまな場所のお客様にご利用いただいてきました。

「ネットは苦手と思っていたんですが、意外と進行がスムーズで安心しました」
オンライン取引が流行り出した2020年より前から実践していますが、

皆様にご満足いただいています。

全国対応

育てながら集客につなげるホームページ

集客を増やすには、ネット経由を選択肢から外せない時代となりました。
ウェブマーケティングは、コンテンツが資産。

そして、コンテンツを置いておく場所となるのがホームページです。

今求められるのは、更新しながら育てていくホームページ。

CHACO-WEBが提供するのは、作っておしまいのホームページではありません。
更新できる仕組みを取り入れ、集客につなげていくことができます。

3. 制作サービスのご紹介

CHACO-WEBの制作サービスは、
主にテンプレート利用型と独自デザイン型に分かれています。

テンプレート利用型 独自デザイン型

06

3. 制作サービスのご紹介

98,000

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

円（税込価格107,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

スマホにも対応して驚きの安さ！
お手軽レスポンシブ制作　

SSL対応とブログ付 多機能！
お手軽SEO制作

WordPress導入
オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応

テンプレート利用の制作に、集客に必要な項目を追加いたしました。
お知らせ、お客様の声、実績などを発信して、コンテンツを蓄積できる
内部ブログシステムが入っています。
コンテンツマーケティングにも向いています。

SSL対応とブログ付 多機能！お手軽SEO制作には

2つのコースの違いは？

お客様のコンセプトを大切に、
強みと特徴を打ち出すオリジナルホームページ制作です。

お客様の顧客や取引先との信頼関係を築き、
安定した集客をしていくベースとなるホームページを作成します。

会社の顔としてしっかりしたホームページを持ちたい。

オリジナルデザインで自社の信用を上げたい。

自社で更新していきたい。

毎月の費用は抑えつつ、高品質なホームページが欲しい。

ブログで情報発信をしたい。

SNSやコンテンツマーケティングに興味がある。

こんな方におススメ

オリジナルデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

288,000

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

円（税込価格316,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

オリジナルデザイン制作 安定した集客を目指す方へ　
集客型スタンダード制作

オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応
Googleアナリティクス導入
Googleサーチコンソール導入
ファビコン設置

オリジナルデザイン作成に、SEOと集客に必要な機能を追加しました。
コンテンツを増やし、ホームページを育てるために欠かせないブログ機能、
サーチコンソール、アクセス解析（Googleアナリティクス）で
コンテンツを増やし、強化していくことができます。

集客型スタンダード制作 には

2つのコースの違いは？

4. サービスの流れ

お問い合わせ
お見積もり

お申込み
ご契約

ヒアリング
必要素材送信

運営サポート制作の開始

お問い合わせ・お見積もり1
お客様が制作したいホームページのご要望をお聞かせ下さい。
CHACO-WEB担当者より折り返しご連絡させていただきます。
強い営業活動は一切いたしません。
ホームページ制作に関するアドバイス、ご予算内で可能なコース・プランのご提案など、
親身になり格安なお見積もりをいたします。

「ホームページ制作って高いイメージが・・・」と思っていませんか？
まずはお見積もりから！

お気軽にお問い合わせください。

？

お申込み・ご契約2
お見積りプラン内容と、お客様のご予算が合いましたら、
ホームページ制作の開始となります。
CHACO-WEB.COMではお見積り規定により制作代金の一部または全部を、
制作開始前のご契約時にお預かりしています。

決済が完了次第、ドメイン（ホームページアドレス・URL）とサーバーのご案内を
しております。

制作完了
残金決済・納品

ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
H
A
P
P
Y

チ
ー
ム
の
H
A
P
P
Y

素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
https://jcis.co.jp/
https://kandn.xyz/
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CHACO-WEBの
サービス紹介・会社概要

社内で検討されたい方に向けてまとめた資料をご覧いただけます。
CHACO-WEBのホームページ制作サービスと、

運営会社 株式会社Cyber Catsについてご紹介しています。

目次

1. CHACO-WEBとは
こんにちは、CHACO-WEB.COMと申します
お客様と向き合い続けて出来上がった「型破りな制作スタイル」

2. 予算を抑えつつ、集客に活かすホームページ
月額無料
育てながら集客につなげるホームページ
全国対応

3. 制作サービスのご紹介
テンプレートデザインコース
オリジナルデザインコース
スマートフォンメニュー作成

4. サービスの流れ

5. 実績のご紹介

6. お客様にお願いしたいこと
7. お悩み・ご相談を無料受付中
8. 会社概要

1. CHACO-WEBとは
こんにちは、CHACO-WEB.COMと申します

ホームページの制作でお客様のビジネス促進のお手伝いをしています。
創業から21年、ホームページ制作会社の中では老舗のようなものでしょうか。
Webマーケティングが加速している今、ホームページの重要性は増すばかり。

愛され続けるホームページはビジネスの強力な味方になる。
その思いから、私たちは今日もお客様と向き合っています。

猫とフルーツがトレードマークです。

お客様と向き合い続けて出来上がった
「型破りな制作スタイル」

毎月の管理費用はなし。制作費のみ。
自分で更新しながら育てるホームページを推進。

オンラインできっちり制作。

15年以上前から実践しているCHACO-WEBの制作方針です。
お客様の利益を追求していくうちに、このような方針になりました。

私たちのお客様のほとんどが中小企業です。
中小企業は、人手も予算も時間も限りがあります。

大手企業のようなホームページの作り方はできません。

しかし、ホームページは会社の顔となりマーケティングにも重要な存在です。
中小企業のやり方で、ホームページを活用する方法があるはず。

予算を抑えながらも、品質の良いホームページを持てるようにはどうすればよいか。
辿り着いたのが「月額無料のホームページ制作」です。

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBがいただくのは制作費のみ。
毎月の管理費用はいただきません。

ホームページは3年以上かけて運営するのが基本。
毎月の費用を積み重ねると、トータル費用は膨大な金額になってしまいます。

月額無料にすることで、本質的に予算を抑えてホームページを運営できるのです。

更新も心配ありません。
簡単に更新できるツールを導入して納品しています。
文字や画像の入れ替えなら、ささっと更新できます。

月額無料

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBは全国対応、いえ、世界対応です。
お見積りから制作、納品までの取引がオンラインで完結します。

メール、電話、Skype、Zoomを使いながら、
さまざまな場所のお客様にご利用いただいてきました。

「ネットは苦手と思っていたんですが、意外と進行がスムーズで安心しました」
オンライン取引が流行り出した2020年より前から実践していますが、

皆様にご満足いただいています。

全国対応

育てながら集客につなげるホームページ

集客を増やすには、ネット経由を選択肢から外せない時代となりました。
ウェブマーケティングは、コンテンツが資産。

そして、コンテンツを置いておく場所となるのがホームページです。

今求められるのは、更新しながら育てていくホームページ。

CHACO-WEBが提供するのは、作っておしまいのホームページではありません。
更新できる仕組みを取り入れ、集客につなげていくことができます。

3. 制作サービスのご紹介

CHACO-WEBの制作サービスは、
主にテンプレート利用型と独自デザイン型に分かれています。

テンプレート利用型 独自デザイン型
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3. 制作サービスのご紹介

98,000

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

円（税込価格107,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

スマホにも対応して驚きの安さ！
お手軽レスポンシブ制作　

SSL対応とブログ付 多機能！
お手軽SEO制作

WordPress導入
オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応

テンプレート利用の制作に、集客に必要な項目を追加いたしました。
お知らせ、お客様の声、実績などを発信して、コンテンツを蓄積できる
内部ブログシステムが入っています。
コンテンツマーケティングにも向いています。

SSL対応とブログ付 多機能！お手軽SEO制作には

2つのコースの違いは？
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3. 制作サービスのご紹介

288,000

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

円（税込価格316,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

オリジナルデザイン制作 安定した集客を目指す方へ　
集客型スタンダード制作

オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応
Googleアナリティクス導入
Googleサーチコンソール導入
ファビコン設置

オリジナルデザイン作成に、SEOと集客に必要な機能を追加しました。
コンテンツを増やし、ホームページを育てるために欠かせないブログ機能、
サーチコンソール、アクセス解析（Googleアナリティクス）で
コンテンツを増やし、強化していくことができます。

集客型スタンダード制作 には

2つのコースの違いは？

4. サービスの流れ

お問い合わせ
お見積もり

お申込み
ご契約

ヒアリング
必要素材送信

運営サポート制作の開始

お問い合わせ・お見積もり1
お客様が制作したいホームページのご要望をお聞かせ下さい。
CHACO-WEB担当者より折り返しご連絡させていただきます。
強い営業活動は一切いたしません。
ホームページ制作に関するアドバイス、ご予算内で可能なコース・プランのご提案など、
親身になり格安なお見積もりをいたします。

「ホームページ制作って高いイメージが・・・」と思っていませんか？
まずはお見積もりから！

お気軽にお問い合わせください。

？

お申込み・ご契約2
お見積りプラン内容と、お客様のご予算が合いましたら、
ホームページ制作の開始となります。
CHACO-WEB.COMではお見積り規定により制作代金の一部または全部を、
制作開始前のご契約時にお預かりしています。

決済が完了次第、ドメイン（ホームページアドレス・URL）とサーバーのご案内を
しております。

制作完了
残金決済・納品

ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
H
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ー
ム
の
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Y

素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
https://www.cheerfullheart.com/
https://sato-soudan.com/
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ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
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様
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素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
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納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。
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ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。
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素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英
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5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
H
A
P
P
Y

チ
ー
ム
の
H
A
P
P
Y

素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
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契約時のサポートはご安心ください

6. お客様にお願いしたいこと

7. お悩み・ご相談を無料受付中

慣れない方でもスムーズに取得ができるよう、
管理しやすく手頃な価格のドメイン・サーバー会社のご案内

取得や契約のサポート
を無料で行っております。

ホームページの制作やリニューアルは、わからないことだらけ。
ぜひお気軽にCHACO-WEBまでご相談ください。

お客様のお話を伺いながら、ベストな提案をいたします。

「初めてホームページを作成したいけれど、何からはじめればいいの？」
「取引先に信用されるしっかりしたホームページにするには？」
「リニューアルをしたいけれど、運営費を安くできますか？」
「できるだけ予算をかけずに、良いホームページを作りたい」

「集客をしたいけれど、低予算でできますか？」

問い合わせへリンク

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
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の
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の
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素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html


CHACO-WEBの
サービス紹介・会社概要

社内で検討されたい方に向けてまとめた資料をご覧いただけます。
CHACO-WEBのホームページ制作サービスと、

運営会社 株式会社Cyber Catsについてご紹介しています。
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8. 会社概要

1. CHACO-WEBとは
こんにちは、CHACO-WEB.COMと申します

ホームページの制作でお客様のビジネス促進のお手伝いをしています。
創業から21年、ホームページ制作会社の中では老舗のようなものでしょうか。
Webマーケティングが加速している今、ホームページの重要性は増すばかり。

愛され続けるホームページはビジネスの強力な味方になる。
その思いから、私たちは今日もお客様と向き合っています。

猫とフルーツがトレードマークです。

お客様と向き合い続けて出来上がった
「型破りな制作スタイル」

毎月の管理費用はなし。制作費のみ。
自分で更新しながら育てるホームページを推進。

オンラインできっちり制作。

15年以上前から実践しているCHACO-WEBの制作方針です。
お客様の利益を追求していくうちに、このような方針になりました。

私たちのお客様のほとんどが中小企業です。
中小企業は、人手も予算も時間も限りがあります。

大手企業のようなホームページの作り方はできません。

しかし、ホームページは会社の顔となりマーケティングにも重要な存在です。
中小企業のやり方で、ホームページを活用する方法があるはず。

予算を抑えながらも、品質の良いホームページを持てるようにはどうすればよいか。
辿り着いたのが「月額無料のホームページ制作」です。

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBがいただくのは制作費のみ。
毎月の管理費用はいただきません。

ホームページは3年以上かけて運営するのが基本。
毎月の費用を積み重ねると、トータル費用は膨大な金額になってしまいます。

月額無料にすることで、本質的に予算を抑えてホームページを運営できるのです。

更新も心配ありません。
簡単に更新できるツールを導入して納品しています。
文字や画像の入れ替えなら、ささっと更新できます。

月額無料

2. 予算を抑えつつ、集客に活かす
ホームページ

CHACO-WEBは全国対応、いえ、世界対応です。
お見積りから制作、納品までの取引がオンラインで完結します。

メール、電話、Skype、Zoomを使いながら、
さまざまな場所のお客様にご利用いただいてきました。

「ネットは苦手と思っていたんですが、意外と進行がスムーズで安心しました」
オンライン取引が流行り出した2020年より前から実践していますが、

皆様にご満足いただいています。

全国対応

育てながら集客につなげるホームページ

集客を増やすには、ネット経由を選択肢から外せない時代となりました。
ウェブマーケティングは、コンテンツが資産。

そして、コンテンツを置いておく場所となるのがホームページです。

今求められるのは、更新しながら育てていくホームページ。

CHACO-WEBが提供するのは、作っておしまいのホームページではありません。
更新できる仕組みを取り入れ、集客につなげていくことができます。

3. 制作サービスのご紹介

CHACO-WEBの制作サービスは、
主にテンプレート利用型と独自デザイン型に分かれています。

テンプレート利用型 独自デザイン型

ビジネスで使えるホームページ品質を、低価格かつ短期納品で制作！
しっかりしたホームページが欲しいけれど、予算はあまりかけたくない。
そんな方にぴったりのホームページ制作です。

CHACO-WEBデザインチームが作成した、完成度の高いテンプレート
（ひな型）を利用して、制作日数と費用を抑えて制作します。

ホームページにかける予算を抑えたい。

事業を始めたばかりなので、手軽なホームページからスタートしたい。

低予算で、できるだけしっかりプロのホームページが欲しい。

デザインのことはわからないから、あるものから選んで決めたい。

今のホームページをできるだけ早くリニューアルしたい。

自分で更新できるホームページが希望。

早めにホームページが欲しい。

こんな方におススメ

テンプレートデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

98,000

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

月額無料
スマートフォン・タブレット表示対応
文字と画像をかんたん更新（らくらく更新ボタン）
5ページまでの制作
お急ぎ納品も可能
選べる高品質デザイン
メールフォーム

円（税込価格107,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

スマホにも対応して驚きの安さ！
お手軽レスポンシブ制作　

SSL対応とブログ付 多機能！
お手軽SEO制作

WordPress導入
オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応

テンプレート利用の制作に、集客に必要な項目を追加いたしました。
お知らせ、お客様の声、実績などを発信して、コンテンツを蓄積できる
内部ブログシステムが入っています。
コンテンツマーケティングにも向いています。

SSL対応とブログ付 多機能！お手軽SEO制作には

2つのコースの違いは？

お客様のコンセプトを大切に、
強みと特徴を打ち出すオリジナルホームページ制作です。

お客様の顧客や取引先との信頼関係を築き、
安定した集客をしていくベースとなるホームページを作成します。

会社の顔としてしっかりしたホームページを持ちたい。

オリジナルデザインで自社の信用を上げたい。

自社で更新していきたい。

毎月の費用は抑えつつ、高品質なホームページが欲しい。

ブログで情報発信をしたい。

SNSやコンテンツマーケティングに興味がある。

こんな方におススメ

オリジナルデザインコース

3. 制作サービスのご紹介3. 制作サービスのご紹介

288,000

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

月額無料
プロによるオリジナルデザイン
スマートフォン・タブレット表示対応
WordPressで簡単更新
5ページまでの制作
内部SEO対策
画像スライド機能
メールフォーム

円（税込価格316,800円）～ 188,000 円（税込価格206,800円）～

オリジナルデザイン制作 安定した集客を目指す方へ　
集客型スタンダード制作

オリジナルブログ（WordPress）
全ページSSL対応
Googleアナリティクス導入
Googleサーチコンソール導入
ファビコン設置

オリジナルデザイン作成に、SEOと集客に必要な機能を追加しました。
コンテンツを増やし、ホームページを育てるために欠かせないブログ機能、
サーチコンソール、アクセス解析（Googleアナリティクス）で
コンテンツを増やし、強化していくことができます。

集客型スタンダード制作 には

2つのコースの違いは？

4. サービスの流れ

お問い合わせ
お見積もり

お申込み
ご契約

ヒアリング
必要素材送信

運営サポート制作の開始

お問い合わせ・お見積もり1
お客様が制作したいホームページのご要望をお聞かせ下さい。
CHACO-WEB担当者より折り返しご連絡させていただきます。
強い営業活動は一切いたしません。
ホームページ制作に関するアドバイス、ご予算内で可能なコース・プランのご提案など、
親身になり格安なお見積もりをいたします。

「ホームページ制作って高いイメージが・・・」と思っていませんか？
まずはお見積もりから！

お気軽にお問い合わせください。

？

お申込み・ご契約2
お見積りプラン内容と、お客様のご予算が合いましたら、
ホームページ制作の開始となります。
CHACO-WEB.COMではお見積り規定により制作代金の一部または全部を、
制作開始前のご契約時にお預かりしています。

決済が完了次第、ドメイン（ホームページアドレス・URL）とサーバーのご案内を
しております。

制作完了
残金決済・納品

ヒアリング・必要素材送信3
ホームページ制作、いろんなイメージをお持ちだと思います。
そのイメージをCHACO-WEB担当者と打ち合わせをしながら形にしていきます。
お見積りの時と一部重なる部分もあるかと思いますが、
細かいところまでの打ち合わせを再度コンピューターを見ながら進行していきます。
制作担当者がお客様イメージを最大限に実現し、ホームページを制作します。
（テンプレートコースの場合は、デザインを選んでいただく形になります）

ホームページの制作には、資料が必要となります。

ホームページ制作に必要な画像
掲載する文章（テキスト原稿）
をメールで制作担当者に送って頂いております。

4. サービスの流れ

＊郵送・FAXは受け付けておりません。ご確認前に万が一、郵送でお送り頂いてもご返却できないことをご了承ください。
＊原稿作成の代行も可能です。当社専属ライターによる原稿立案（50,000円～）のご利用も可能です。
CHACO-WEBは日本全国・世界各国のお客様のホームページを作り続けて、実績も400,000ページを越えました。

制作の開始4
制作スタッフが資料やお客様のイメージをもとに、ホームページ制作を開始します。
お客様は、制作過程の様子を、ご自分のご家庭・会社のパソコンで
確認することができますので、お客様の意見を聞きながら制作が進みます。
（テンプレートコースの場合は、デザインの変更や修正は出来ません。
全ページを作成し、ご提出となります。）

お客様の「最終OK」がでた時点でホームページの完成です。

制作完了・残金決済・納品5
ホームページ制作がすべて終了しましたら、制作完了をご確認いただき
納品・ホームページの公開となります。

制作料金残金がある場合には制作完了をご確認いただき残金のご精算となります。
お振込をお願い致します。
ご入金が確認でき次第、納品・ホームページの公開となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

4. サービスの流れ

運営サポート6
かんたんに更新できるツールを使って、どんどんホームページを魅力的に育てましょう！
「月々０円」でずっとホームページをお使いいただけます。

CHACO-WEBは、お客様が安心してホームページを運営するサポートをいたします。
更新機能の使い方など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

5. 実績のご紹介

細かい修正をその都度丁寧にかつ早急に御対応していただいた担当者様には
感謝しかありません。ここで制作していただいて本当に良かったです。
ありがとうございました。

京都府 
治療院

ht tps://www.hashimoto -chi r youin.jp

はしもと治療院
橋本様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページを作成するに当たり、何となく漠然としたイメージはあったのですが、 
制作者に伝えることが 難しいと思っていました。 
ご丁寧な対応で、修正を繰り返しながら作り上げて頂きました。 
非常に気に入っています。ありがとうございました。

東京都
士業事務所

ht tps://www.kondo- roumu.com

近藤経営労務事務所　
近藤様

オリジナルデザインコース（プラン詳細はこちら）

ホームページのリニューアルのため、極力早く安く定額費用がかからないところを
探しておりました。
複数のテンプレートから選べることで完成イメージが想像しやすく、公開後は
当社で編集が可能とのことでCHACO-WEB様に決定しました。
SEOに関する内容など丁寧に教えていただき、スムーズに原稿作成をすることが
できました。原稿提出から仮作成版のご提示までの期間が非常に早く、
公開納品までの間に画像の微調整要望や今後の編集方法の教示など親切に
ご対応いただきました。
納品後の挙動が不安定な部分へのアフターケアもしっかりしていただけて
おります。完成したホームページはイメージ通りであり、当社内でも好評です。

神奈川県
会社案内

ht tps://jcis.co.jp/

日本信用情報
サービス株式会社様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

初めてホームページを作成するにあたり、インターネットで探していたところ「語学学校」と検索して、 CHACO-WEBさんがヒットしました。
決め手になったのは、ブログ記事が非常に的を得ていたことです。
SEO対策などよりも、中身が大事！
何を伝えたいのかを、まずは明確にする。という部分と語学スクールのHPにおいて、何が大切なのか、どんなことを記載すべきかも学ばせていただきました。

無料相談でも、丁寧にご説明いただいたこと。
小手先の集客テクニックではなく、中身があるアドバイスをしてくださったこと。
ワードプレスを使って、自分で更新が可能だということ。
またお値段も魅力的でした。

非常に丁寧に作っていただきました。
格安のHP作成会社は、対応がよくない、という噂も聞いていましたが、作成担当者の方は、私の要望に応えて、図や文字の変更も迅速な対応いただきました。

今までは、フリーソフト（アメブロ）などを使って、HPを作っていましたが
やはりプロの方は違う！と感動しました。
ありがとうございました。

ペルー
語学学校

ht tps://spanish -emiko.com/

近藤経営労務事務所　
近藤様

テンプレートデザインコース（プラン詳細はこちら）

5. 実績のご紹介6. お客様にお願いしたいこと

ドメインとサーバーの管理をお願いしています

CHACO-WEBは、ドメインとサーバーの管理代行をしておりません。
ドメインとサーバーは、会社の顔となるホームページとして、とても重要な情報です。

そのため、ドメイン・サーバーの管理費はいただきません。

基本的な管理は
　　　

の2点だけです。

これができていれば、普段のホームページ運営は問題ありません。
管理代行で毎月1万円以上かけることを考えると、
お客様に管理していただくのがベストと考えています。

契約した情報をなくさないように保管する。
忘れずに契約を更新する。

ドメインは、ネット上の住所
（世界に一つだけです）
「ホームページアドレス」「URL」などと呼ばれるのがドメインです。
ネット上の住所と考えてよいでしょう。
例えば、「chaco-web.com」は、私たちCHACO-WEBの住所です。
世界中に一つしか存在しません。

サーバーは、
ホームページデータを入れておく箱
サーバーは、データを入れておく箱のような存在です。

レンタルサーバーにある箱の1区画を契約し、
取得したドメイン（住所）を接続。
作ったホームページデータを、サーバーという箱に入れると、
インターネット上にホームページが公開される仕組みです。

愛されるホームページを作り続ける
関わる人すべてのハッピーにフォーカスする

8. 会社概要

お客様の事業に少しでも役立つ存在として、
ホームページをお届けする。
作っておしまいではなく、周囲から愛され、
人が集まるホームページにこだわる。
それがお客様のHAPPYにつながると考え、
サービスの基本としています。

お
客
様
の
H
A
P
P
Y

チ
ー
ム
の
H
A
P
P
Y

素晴らしいサービスを提供するためには、
提供する側もハッピーであることが不可欠です。

私たちは、チーム一人一人が
ハッピーでいられることを大切にしています。

会社概要

サイト名
CHACO-WEB.COM

所在地
東京都千代田区六番町4-11 4F

運営会社
株式会社Cyber Cats

電話番号
03-6808-1575

メールアドレス
info@chaco-web.com

ホームページ
https://www.chaco-web.com/

取引銀行
三井住友銀行

営業形態
テレワーク導入

ご注文方法
電話・メール・スカイプ

引き渡し時期
打ち合わせ時に確認

納品方法
データアップロード

お支払い方法
銀行振込・クレジットカード

返品交換
お客様のご都合による商品の交換や返金には応じられません。

代表取締役社長
横山克英

https://www.chaco-web.com/index.html
https://www.chaco-web.com/contactus.html
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