


ホームページ運用に必要な機能がすべてそろった、  
新しい概念のサブスクリプション型ホームページ構築サービスです

これから持つべきホームページの機能＆性能がオールインワン
ホームページを活かしていただくために必要な機能や環境を標準搭載でパッケージング。どんなに使ってもコミコミ定額＆低額です。

集客とブランディングに効果的な16種類+フリーページ機能の
ページレイアウトを標準搭載！

運用キットでページの更新やお知らせ発信が自由自在！

様々な機能を操作可能な管理メニュー

ページレイアウトの例16種類のページレイアウト

ホームページに揃えたいページが、初めから16種類のページレイアウトで的確に分類されています。ページ毎に最適な
コンテンツが初期設定されているため、文章や画像を入れ替えるだけで理想的なホームページが簡単にできあがります。

公開側の「すべて」と、それを司る機能側の「すべて」を、契約者専用画面から一括して管理＆コントロールできます。

テキストを直接打ち込んで直感的に編集できます。

ご相談ください

コンセプトページ

カタログページ

アクセスページ

オリジナル動画を挿入し
ダイナミックに表現できる

お店や企業の印象を動画で表現し、大画面
で魅力を伝えることができます。オリジナ
リティ溢れる動画であなただけのホームペ
ージに仕上がります。
※動画の撮影もオプションで承っています
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上記の主要ページレイアウトから更に詳細ページ（第3階層）
をつくることを可能にする機能です。お店のサービス項目毎
や会社の拠点毎などの詳細ページをホームページ内に構成
することが可能になります。

※フリーページはスタンダードプラン以上で利用可能です
※13～15のページはスタンダードプラン以上またはオプションで利用可能です

部分的なレイアウトのブロックが豊富に
登録されており、これを選択、編集する
だけでホームページができあがります。

スニペット（レイアウトブロック）

LINE、Facebook、Twitter、Instagram を
標準連携。各アイコンから SNS アカウン
トへリンクで誘導したり、note 等の外部
メディアの RSS を設定することで最新記事
の取り込みが可能になります。

ホームページ0円制作サービス
「自分で自由に制作」も

「有料でとことんこだわって制作」も可

プロが作る

ホームページをしっかり活かせる機能が標準搭載！さらにまだまだあります！

いますぐ申し込み！

▼各メニューとトップページ編集画面の例

（デイリーレポートメール機能付き）

※1 PWA（Progressive Web Application）：
検索エンジン大手のGoogle社が主導して推進してきた技術で、ホームページでありながらアプリのような動作性を提供することが可能に
なり、ivalueでもWebプッシュ通知を実現しています。ただし、現時点で一部機能はOSにより制限があります。

※2 SPA（Single Page Application）：
多くのホームページでは画面遷移をする際、すべての構成ソースを読み込むため負荷が大きく表示時間を要しますが、SPA技術を採用す
ることで表示に必要な情報要素だけを効率的に呼び出すため、負荷も軽く表示までの時間が速くできます。

ダッシュボード

担当者管理

基本設定

ページ管理
（トップ・固定・システムページ等）

Webプッシュ通知管理

メディア入稿サービス

メールアドレス管理

日次レポート配信管理

ivalueの無料トライアル期間は
しっかり最大60日間。
無料トライアルをお申し込みいただいた月から翌月末
まで、最大60日間お試しいただけます。ご契約前に
機能性などをしっかり確認できるので、安心して導入
検討いただけます。

ドラッグ＆ドロップ

TOPカバー機能
画像5枚まで登録できるスライダー機能を
搭載。動画を設定することもできます。

横からスライドして表示されるグローバル
メニューには多くの情報を設定できます。
16種類のページレイアウトがフルで表示され
ても迷うことなく下層ページへ遷移が可能。

※テーマによって異なります。

たくさんのメニューも
スライド表示でコンパクトに

フッターからも直接各ページに遷移するこ
とが可能。SNSリンクやお問い合わせなど
の大事な導線は、分かりやすくレイアウト
されているので、見る人を迷わせません。

フッターメニュー

ホームへのリンクはもちろん、メール・
電話の問い合わせやSNSへのシェア
ボタンを設置することができます。

スマホ表示でボトム
ナビゲーションの設定も！

スマホ
最適化表示
Responsive Web Design

SNSメニュー

画面上に固定表示ができるサブメニューに
は、ECサイトへのリンクや、お問い合わ
せ、プッシュ通知の導線を設置しユーザー
のアクションを逃しません。

サブメニュー

16種類のページを標準搭載
＼集客に効果的／

簡単HP管理＆お知らせ投稿
( CMS：コンテンツマネジメントシステム )

アクセス解析自動レポーティング

Webプッシュ通知　　
届けたい情報は
いますぐに
お客様の手元に

（ PWA技術 ）※1

クラウドホスティングサーバ
( ホームページ＆独自ドメインメール運用 )

高速レスポンス
（ SPA技術 ）※2

独自ドメイン対応

SSL証明書 SLA
（ Webサーバ品質保証 ）

トップページ

アンケート

ダウンロード

お問い合わせ

ニュース

カレンダー

インフォメーション

サービス

コンセプト

プライバシーポリシー

クーポン

リクルート

FAQ

アクセス

ヴォイス

カタログ

コミコミ定額でみんなに
ナイスなホームページを

Nice! Nice! Nice!Nice!Nice!
最新技術も
使えて　　　

毎月定額・低額で
使えて　　　

早くできて商機を
逃さず　　　

集客に効果的で 丁寧なサポートで

コスパ 迅速 技術 集客 運用



バリエーション豊かなデザインテーマで
オリジナリティをしっかり表現できます

サイドからスライドして表示されるシンプル
なグローバルメニュー。メインビジュアルの
写真や動画などを引き立たせます。どのテーマもスマートフォンで

最適なレイアウトに自働可変す
るレスポンシブデザインに対応
しています。また、画面下部に
はお問い合わせフォームや電話
などの機能をアプリのようにボ
タン配置するボトムナビゲー
ションを搭載。モバイルフレン
ドリーな設計のホームページを
提供します。

画面上部に固定されるオーソドックスなタイ
プのグローバルメニュー。サイドには問い合
わせボタンなどを固定表示できます。

サイドにメニューを設置したテーマ。カラー
の印象が最も伝わりやすく、使い勝手と洗練
したイメージを両立したデザインです。

ビジュアルイメージを前面に表現したデザイ
ンテーマ。サイトナビゲーションが上部に配
置され、洗練された印象のデザインです。

全体的に丸みを帯びた柔らかい印象のテーマ。
スタンダードなメニュー構成で視認性が高く、
使い勝手のよい設計のデザインです。

画面全体でコンテンツを表現し、ブロック
ごとに段階的にみせるデザイン。写真や動
画の印象を最大限に表現できるテーマです。

デザインテーマはさらに
今後も拡充していきます！

導入頂いているお客様の活用事例を紹介しています

デザイン性、活用性を考慮したデザインを随時
追加していきます。用途に合った使い方が拡充
されていきますので、どうぞご期待ください！

LP・特設ページ用テーマ

「コーヒー専門店 ほの香」様 「株式会社仙台にしむら」様 「株式会社五大建設足場」様

採用サイト用テーマ ブログ・記事メディア用テーマ

Aテーマ Bテーマ Cテーマ

Dテーマ Eテーマ Fテーマ

PC表示

只今開発中！ 只今開発中！ 只今開発中！

ivalue は業種業態を問
わず、どのような方に
も導入いただけます。
効果を実感いただいた
お客様の声はこちらか
らご覧いただけます。

https://ivalue.jp/works/



ivalue 対応メニュー
契約者様が作成

自分の手で納得いくまで作りたい方

ご契約者様が作成

ー
なし

ー
ご契約者様がご用意

ー
ご契約者様がご用意

ー
ご契約者様が作業

ー
ご契約者様が作業

ー
ご契約者様が作業

（プリセット＋スニペット）

ー
ご契約者が設定

ー
ご契約者様による

画像と動画の各補正（色補正、トリミング、サイズ最適化など）
ご支給いただく画像素材を弊社で最適化する作業について ご支給素材を使用 色補正、トリミング、サイズ最適化

プリセット＋スニペットによる
レイアウト制作と調整
プリセット＋スニペットならびにカスタム対応可能な範囲について プリセット＋スニペット＋カスタム

SEO 設定（ title, description, keyword）
タイトル、ディスクリプション、キーワードの起案と設定について 弊社にてご提案と設定 弊社にてご提案と設定

完成までにかかる制作回数と調整
制作サポートのご対応回数について 1回＋調整（以降、ご契約者様作業） 2～5回程度＋調整

図柄等の制作（フロー図などの図解制作）
ご支給いただく図柄素材を弊社で最適化する作業について ご支給素材を使用 図柄制作可能（5点程度）

文章やテキストのライティング
ページに使用する各種文章のご対応範囲について ご支給素材にて制作 ご支給または弊社で企画制作

写真や画像、動画
ページに使用する各種画像や動画のご対応範囲について ご支給素材にて制作 弊社ライセンス画像使用可能

110,000円～

制作ヒアリングとお打ち合わせ
制作のためのヒアリングと打合せについて( 原則としてオンライン対応 ) 1～2回程度 制限なし

無料トライアル以降のカスタマーサポート
ivalue操作全般に関する各種サポートについて( 電話、メール、オンライン )

ホームページ制作コースと特徴

無料制作サービスについて

有料制作サービス
よりこだわった制作を依頼したい方

打
合
せ

素
材
準
備

制
作
工
程

その他サービス（別途お見積もり）

有料オプションサービス

動画の撮影 110,000円～ 110,000円～

22,000円～

33,000円/月～

別途御見積

別途御見積

写真の撮影

初期プリセット時点で提供される 16 ページ毎の基
本レイアウトに基づいて画像とテキストを入れ替え
ることで対応するサービスです。基本レイアウトに
対して HTML や CSS などのカスタム編集を要する
場合は、有料制作サービスによる対応となります。

ご契約の仕組みについて
ivalueはシステム製品である特性上、ホームページ
の公開・未公開に関わらず、無料トライアル終了月
の翌月1日から初回のご利用料等の決済が生じる定額
型サービスです。公開タイミングをご検討のうえ
お申し込みください。

無料トライアル期間中の公開について
所定の同意書の取り交わしによって、ご契約前の無
料トライアル期間中であっても、各制作サービスや
有料オプションサービス、独自ドメインやメールの
各種設定を進めることができます。詳しくはお問い
合わせください。

ホームページ TOP に配置する動画一点を企画・撮影します。通常の動画撮影
のほか、ドローンによる空中撮影にも対応可能です（ただし、ドローン飛行可
能エリアに限ります）。ivalue ご契約者様の約 6割の方にご利用いただいている
人気のオプションメニューです。  ※撮影作業時間目安：6時間以内

※本資料の表示価格はすべて税込みです

※原則：マニュアルをもとにご契約者様自身にて発行・設定していただく作業です

ホームページ TOP ならびに各ページに使用する写真（商品や店舗、人物など）
を撮影します。ivalue ご契約者様の約 6 割の方にご利用いただいている人気の
オプションメニューです。※撮影作業時間目安：6時間以内

メールアドレスの発行と設定 現地出張時の対応費
初めてメールアドレスを発行・設定する場合、他社サーバーからの移転でメー
ルアドレスを再設定する場合などに対応します。お客様と ivalue カスタマー
サポートを電話やオンラインで結びながら、発行・設定したメールアカウント
の送受信が正常に行えるよう、有人でサポートします。

ivalue は原則としてオンライン形式にてサービスとサポートを提供します。ご
契約者様のご要請等により現地対応が必要になる場合には、要員の移動等に掛
かる費用をご負担いただくことでお請けすることが可能です。※出張対応エリ
ア：ivalue開発チームの事業拠点がある「東京エリア（一都三県）、宮城県、青森県」
以外の道府県は、出張対応となります。

月々おまかせ運用サポート 各媒体のデザイン開発と企画制作

ご契約者様自身が、簡単に情報更新やお知らせ発信ができる ivalue ですが、
公開後のこうした定期作業を、丸ごと「ivalue 開発チーム」に任せることがで
きるサービスです。ivalue 運用のことをプロに任せることで、その分、ご契約
者様が経営や本業に注力できるようになる等のメリットをつくります。
※33,000 円 / 月の作業目安：ページ情報更新 2 回まで / 月＋お知らせ情報
発信 2回まで /月（内容や頻度に応じてお見積もりいたします）

ホームページの印象や内容に合わせて使用すると効果的な「名刺・チラシ・会
社案内・商品パンフレット・ロゴマーク・その他」など、デザイン開発と企画
制作を承ります。お気軽にご相談ください。

サ
ポ
ー
ト

コース毎の特徴 無料　オススメ！

無料制作サービス
プロに制作を代行してもらいたい方


