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Ｐ１

こんなこんなこんなこんな方方方方のためののためののためののためのサービスサービスサービスサービスですですですです。 。 。 。 

�ホームページを立ち上げたい
�業者に相談したが値段が高い
�プロバイダのHPサービスを利用しているが制限が多い
�自分だけのドメインとメールアドレスを持ちたい
�インターネットショッピングのシステムを作りたい

WebSmithは
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Ｐ２

ホームページホームページホームページホームページをををを作作作作るのはるのはるのはるのは簡単簡単簡単簡単ですですですです

何故何故何故何故そうしないのでしょうそうしないのでしょうそうしないのでしょうそうしないのでしょう？？？？

サーバーサーバーサーバーサーバー借借借借りりりり上上上上げならげならげならげならノープロブレムノープロブレムノープロブレムノープロブレム

ホームページホームページホームページホームページ制作会社制作会社制作会社制作会社とのとのとのとの違違違違いはいはいはいは？？？？

WebSmithはははは．．．．．．．．．．．．

　貴社が今インターネットに接続しているなら、ホームページを立ち上げることはさ
ほど難しいことではありません。
　インターネットサービスプロバイダーのホームページサービスを利用すれば良いの
です。各プロバイダのホームページでは、申込み方法から設定まで懇切丁寧に説明が
あり、全くのシロウトでも簡単にホームページが作れるようになっています。

　WebSmithが提案するのは「Webサーバー借り上げ方式」。
　Webサーバー借り上げ方法なら、プロバイダの提供するサービスの制限を一切無視
して思うままのホームページを実現出来ます。メールアカウントをご自分の会社のド

メインで作ることも簡単です。ちょっと敷居が高いところはWebSmithがお手伝い
します。

　想像してみてください。ホームページは貴社を表現する真っ白なカンバスのような
もの。何をどう描くかは作りながらご自身で決めたいものです。
　ホームページ制作会社は貴社が描きたいことを全て聞き取り、これらの作業を全て
代行します。「何を表現したいんですか？我々が絵筆を持ちますよ」と言っているの
です。一見有り難い申し出ですが、そもそも「何を表現したいか」はさほどまとまっ
ていないのが普通です。
　ワープロをお使いになる方なら、完全な下書きをつくってからこれらの会社に清書
をお願いするようなものだと考えて頂ければよいでしょう。
　更新のたびに費用が発生するのも問題です。

　お客様のホームページ設定代行を行うサービスです。何をどう表現するかはお客様
ご自分で決めてご自分で作って頂くことが大前提。本サービスは当社のお客様への付
加サービスですから費用も最低限で済みます。
　お客様はワープロと同じ要領でホームページ制作ソフトを使ってホームページを作
り、簡単な処理でWebサーバーにアップロードするだけ。その全ての方法を

WebSmithがフォローします。
　さあ、それではさっそくホームページを作るための準備にとりかかりましょう。

など不満は数々あります。詳細は割愛しますが、「あんなＨＰが作ってみたい」、
「こんな機能が実現出来れば」といった作り手の願いを残念ながら殆どかなえること
が出来ません。

・容量が制限される

　ホームページを作るのがそんなに簡単なら、何故皆インターネットサービスプロバ
イダのホームページサービスを利用しないのでしょうか？何故わざわざ自社サーバー
を立ち上げたりするのでしょうか？
　実はインターネットサービスプロバイダーのホームページサービスは、数々の制限
があり使いにくいのです。

・オリジナルＣＧＩが使えない

・営利目的での使用が制限される
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Ｐ３

ホームページホームページホームページホームページ作作作作りのりのりのりの準備準備準備準備((((1111))))－－－－HPHPHPHPのののの現状現状現状現状

1111....維持管理維持管理維持管理維持管理コストコストコストコストはははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？

　こまめな更新／修正とローコスト維持管理はホームページで成功するための必須要
件です。

　WebSmithはこうした理由から、「コンテンツ制作と日頃の維持管理はお客様で
出来るようにノウハウをご提供しよう」と決めました。

　一度ホームページを立ち上げてしまえば、サーバー借り上げによる運営の方が楽天
市場に出店するより遙かに安く運営が可能です。でもサーバーの管理とページの更新
にかかる費用は最低限に抑えたいものですね。

「ホームページで商品の宣伝をしよう」
「ホームページでネットショップを開いて売上げを上げよう」
「ホームページに掲示板を作ってお客さんの意見を集めよう」
などなど、やりたいことは沢山ありますね。
でもちょっと待ってください!!

(2)企業ステータスとしてのＨＰは維持出来るか

　商売抜きでＨＰを開設したいという経営者様の殆どは、自社ポリシーの説明や企業
ステータスを重視する傾向にあります。良い方法なのですがこれも注意が必要です。

　インターネット上にお店を出すのは安いし簡単だというのは、あくまで現実社会の
お店に比べればの話です。ホームページの維持にはそれなりの費用が発生します。

　勿論ＨＰから多大な利益を稼ぎ出しているお店もありますからいちがいには申せま
せん。こまめな更新とお客様本意の見やすいＨＰを心がけることが大切です。

　要するに利益が出るかどうかですがこれがなかなかに難しく、楽天のようなショッ
ピングモールサイトに出店するのと同じくらい初期投資費用がかかるホームページ
(以下「ＨＰ」)の開設による場合、ＨＰを開設／運営するための費用とそこから得ら
れる利益を天秤にかけると、利益が出ないお店も多いようです。

(1)利益は出るか

　かの楽天市場(http://www.rakuten.co.jp/)でも、ショッピングモールにお店は出
したものの１年未満で撤退するお店が全体の９割に上るとのことです。出店料に見合
う売上げがないことが大方の理由です。楽天本社はホクホクでしょうが出店した方は
たまったものではありません。

　ＨＰの更新が少ないとせっかくアクセスしてくれたお客さんがすぐに飽きてしま
い、おまけに内容が陳腐化するとかえって企業の評判を落とす結果にもなりかねませ
ん。
　アクセスが少ないからといって一度開設したＨＰを簡単に閉じると、「あそこはア
ブナイのか」などとあらぬ噂の元にもなりかねません。いきおい「悪い評判防止」と
いうある種の脅迫観念にかられてＨＰの維持／更新を行うことになります。

　ご自分でコンテンツの更新をなさらない場合は、更新のたび費用が発生するうえ
サーバの管理費もかかります。気がついたらすっかり会社のお荷物ということにもな
りかねません。
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Ｐ４

ホームページホームページホームページホームページ作作作作りのりのりのりの準備準備準備準備((((2222))))－－－－費用費用費用費用

2222....WebWebWebWebサーバサーバサーバサーバはいくらかかるのかはいくらかかるのかはいくらかかるのかはいくらかかるのか((((HPHPHPHP制作費制作費制作費制作費をををを除除除除くくくく))))

※格安または無料のショッピングモールもありますが、あまりお奨め出来ません。
　無料のため出店者の意識が低く、安易な店が多く、淘汰されないため玉石混交で
　お客が敬遠しがち、などが理由です。加えてホームページを作る手間は変わりま
　せん。

WebSmithは、「2.(2)Webサーバー借り上げ方式」で、「3.(2)自分でHPを制作する
場合」を支援するためのサービスです。

本頁では、平成17年3月現在の各種サービスの費用比較を行います。
※ごく大雑把な値ですので、詳細はお問い合わせください。

(1)ホームページ制作代行会社へ依頼する場合

初期費用：２万円程度(ホームページ制作ソフトや書籍代)
更新費用：０円
※NetscapeComposerやのメモ帳でもホームページは作れますが、出来ればIBMホー
　ムページビルダやテキストエディタなどがあると便利です。

　楽天市場を例にご紹介します。
　　・基本出店料：52,500円／月
　　・システム利用料：売上げの4%(売上百万円まで)
　　・その他：メール配信料、プレゼント・資料請求受付料など

　共用サーバと呼ばれる方式で、小規模ＨＰであれば月額2,000円台から開設可能で
す。開設当初には、この他各種手数料で2万円程度必要になります。
　これより安いサーバーもあるようですが、安心してご紹介出来ません。月額運用費
は、5,000円／月程度かかると考えれば良いでしょう。ＨＰによる粗利がこの額を下
回るようでは開設する意味はないということになります。

(1)インターネットサービスプロバイダのホームページサービス

　各プロバイダによってまちまちですが、インターネット接続契約を結んでいれば小
規模であれば無料で開設出来るところが多いようです。
　大容量のホームページの場合には、容量に見合った課金が行われるのが普通です。

(2)Webサーバー借り上げ方式

(3)ショッピングモール

3333....HPHPHPHP製作製作製作製作にはいくらかかるのかにはいくらかかるのかにはいくらかかるのかにはいくらかかるのか

初期費用：１０～２０万円程度(ページ数=10ページ程度)
更新費用：５万円程度／１回(１ページあたり5千～1万円程度)
※ホームページ代行サービスはピンキリです。上記は低い方の料金とお考えくださ
い。

(2)自分でＨＰを製作する場合
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ホームページホームページホームページホームページ作作作作りのりのりのりの準備準備準備準備((((3333))))－－－－調査調査調査調査

4444....オークションオークションオークションオークションでででで試試試試してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう

　出品はしなくても、オークションで何か欲しいものを買ってみたり、貴社で扱って
いる商品と同じような出品の入札状況を見て回るのも良いでしょう。

※同じ楽天でも「楽天市場」はオークションサイトではありませんのでご注意！

　ホームページ制作の前に、まずはヤフー(http://auctions.yahoo.co.jp/jp/)や
ビッダーズ(http://www.bidders.co.jp/)、楽天フリマ
(http://furima.rakuten.co.jp/)などのオークションサイトに貴社製品を出品するこ
とをお奨めします。オークションと聞くと個人同士が自分の持っているモノを売り買
いしており中には盗品もあるなどあまり良い印象はないかも知れませんが、上記３社
のような大手のオークションは専門業者も多数参入しておりなかなかに活況です。
オークションの特徴は以下のとおりです。

「とにかく早くホームページが作れればいいんだ」というお客様はこのページを読み
飛ばして頂いてかまいません。
　本頁は、ＨＰ開設前のウォーミングアップのご提案です。

・出品が簡単で手数料も安い
・型落ち品や新古品でも売りやすい
・出品手数料、送料、代金振込手数料(代引き手数料)、その他の
　雑費を落札者負担とすることが可能
・値段の折り合いがつかなければ売らなくてもＯＫ
・お店で売れてしまったらゴメンで済む
・落札者が商品に不満を持ち返品してきてもその商品をまた出品出来る
・何か大失敗をしても影響が少ない
・ＨＰを作る手間が要らない

　何故オークションをお奨めするかというと、殆どお金をかけずに出品出来ることは
勿論ですが、貴社の商品を誰がどのくらいの値段で欲しがるか、どんな表現をすると
お客が食いついてくるか等のＨＰ開設にとって重要な勘どころの情報を無料で入手出
来るからです。
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ホームページホームページホームページホームページをををを開設開設開設開設するするするする

5555....HPHPHPHPのののの準備準備準備準備

①サーバの申込み
②ドメイン名の登録
③ＨＰ作成ソフトの準備
④仮Webページの制作
⑤試験運転／ページの修正
⑥本運用／ページの更新

6666....作業作業作業作業のののの流流流流れれれれ

ウォーミングアップが済んだら、いよいよ貴社ホームページを立ち上げましょう。

HP開設までの手順はおおむね以下のとおりです。

　本来ですと、既にＨＰを開設しており、そこそこに利益の上がっている同業他社に
ノウハウを伝授してもらいたいところなのですが、残念ながら競合相手に簡単に開示
出来るような情報にはロクなものがありません。但し、既に開設してある他社のＨＰ
を覗くことは何ら問題ありません。勿論ごく親しい経営者で信頼出来る方に恵まれて
いるならば、是非ノウハウを聞き出すべきです。

　また、以上述べたような理由からＨＰ制作代行業者に管理を任せるのはやめた方が
良いでしょう。彼らは途方もない金額をふっかけて来ますし(作る側にしてみれば大
企業からの引き合いでも中小企業からの引き合いでもかかる手間は一緒なのである意
味しょうがないのですが)、こちらに何らかの知識がないとＨＰの出来映えも言われ
るがままになりがちです。また、こちらの要望を伝える作業というのは以外と手間取
るもので、頼んだ後からいっそ自分でやりたいと言い出す顧客も大勢いるようです。

　但し、ＨＰの作成にあたりどうしても専門的な知識が必要な範囲、例えばＣＧＩプ
ログラミングやクラッキング／ウィルス防止対策、Flashコンテンツの制作などは業
者に頼んだ方がトータルコストを安く上げることが出来るかもしれません。

　Google(http://www.google.co.jp/)、Goo(http://goo.ne.jp/)、
Yahoo(http://www.yahoo.co.jp/)等の検索サイトで「ホームページ制作代行」などを
キーワードにして検索してみてください。ＨＰ制作を手がける会社が星の数ほど出て
きます。大体どのくらいの費用が発生するかもご希望の内容によって様々ですから簡
単な見積をとってみるのも良いでしょう。

　要するに「出来ることは自分でやって、面倒なことはプロに任せる」のが上手なＨ
Ｐの作り方です(勿論資金が潤沢にあれば全てお任せでもかまいません)。
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WebSmithWebSmithWebSmithWebSmithがおがおがおがお手伝手伝手伝手伝いすることいすることいすることいすること

*1

*2

*3

　仮Webページは、トップのホームページと数頁のサブページで構成さ
れたお仕着せのページとなります。お客様からのご要望でお作りするも
のではありませんので、内容の不備はご容赦ください。

　Ｗｅｂサーバーのレンタルに係る実費を別途ご請求致します。
例：ドメイン申請料、サーバー初期設定料 etc.
(おおむね２万円以下：ご利用になるサーバーにより上下します)

WebSmithは、前頁６項の
　　①サーバの申込み
　　②ドメイン名の登録
　　③ＨＰ作成ソフトの準備
　　④仮Webページの制作
　　⑤試験運転／ページの修正
　　⑥本運用／ページの更新
のうち、①から④までを一貫してサポートするサービスです。
お客様に最適なレンタルサーバの申込みを行い、簡単なホームページが開ける状態ま
でを担当します。お客様はこの間ノータッチでＯＫ。煩わしい各種の申し込みや料金
の払い込みも一括して処理し、他の料金と合算して当社へまとめてお支払い頂きま
す。
　④までが完了した時点で、Webページ制作ソフトと、ページの修正方法、各種ＣＧ
Ｉの利用方法などを記した運用マニュアルをお客様にお引き渡し致します。

ごごごご利用条件利用条件利用条件利用条件

⑤試験運転／ページの修正
⑥本運用／ページの更新

作業支援のみ承ります。
サポートに費やした時間×2,500円
を手数料として頂戴致します(*3)

サーバー利用料金の払い込み
無料にて承ります。
※他のレンタル料金と併せてサーバー利
用料金をお預かり致します。

　⑤以降の作業はお客様がご自身で行うことになりますが、ここでの不明点、疑問点
等はWebSmithサービスの一環としてサポート致します。

①サーバの申込み
②ドメイン名の登録

WebSmith は、弊社パソコンレンタルサービスMinerva をお申込みただ

いたお客様を対象としたサービスです。単独でのご利用はお受けしておりませ
んのでご了承ください。

　サポート時間とは、お客様個人にお電話にてご説明する時間や、その
他お客様個人に対しての対応時間を意味します。取り扱い説明書の作成
時間等は一切含みません(訪問サポートは交通費実費を加算)。

　サポート作業完了後、「本日のサポート時間は＊＊分でした」とメー
ルまたは電話にてご連絡致しますのでご確認ください。

　本来、サポート時間も無料とするべきなのですが、一部のお客様に
延々とサポートを要求されて他のお客様へのサービスが滞る等の支障の
ないよう料金を設定させて頂いております。何卒ご了承ください。

　また運用中のサーバートラブルなど技術的な問題はなかなか判りにくいものです
が、WebSmithはこれらの問い合わせも代行して処理します。

料金体系料金体系料金体系料金体系

③ＨＰ作成ソフトの準備
④仮Webページの制作(*2)

無料にて承ります(*1)

ソフトウエア購入実費＋１万円

作業内容 料金

HTCHTCHTCHTC 　ホロンテック ｶﾀﾛｸﾞ№ 05003



Ｐ８

有限会社有限会社有限会社有限会社ホロンテックホロンテックホロンテックホロンテック

〒231-0838
横浜市中区豆口台１－５

電話：045-623-1620

FAX ：045-623-1657

Mail：cj@holontec.com

Web ：http://holontec.com

担当：松島

古物商許可　神奈川県公安委員会　第451320000984号

◆ご利用上のご注意

お問い合わせ窓口

WebsmithWebsmithWebsmithWebsmith は、ホロンテックのＰＣレンタルサービス（MinervaMinervaMinervaMinerva シリーズ）をお申
込み頂いたお客様のみご利用頂けるサービスです。

HolonTecInc.HolonTecInc.
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