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WEBサイトの成功企業は20%!!
成功する鍵は､Growth HackとCMS。
※グロースハックとはマーケティングの課題を迅速に改善する手法

改善＝

※サイト一元管理ツール

CMS＝

更新 を迅速に行う 道具 が､

CONTENTS PLAYER
スマホ＆タブレット対応 CSS フレームワークサービス [ コンテンツプレイヤー ]

●ipad/iphone/android/tablet 縦でも横でも全てのデバイスで情報発信。

道具選びが
成功への近道

企業のネット活用のための

ビジネスサーバー

更新 & 表現しやすい

サイト専用 CMS

使いこなすための

操作サポート

この3つをセットにしました

中小企業のためのサイト専用CMSサービス。

見た目ばかりを気にしたサイト運営は失敗します｡GOOGLEロボットを味方にするやサーバー環境があなたのサイトを強くします｡

WEBサイトは人の目線とロボット目線で評価されます｡
成功する鍵は､サーバー運用とツール(CMS)選び。
CONTENTS PLAYERは､WEBの表と裏の両輪を最大活用するサービス!!
スマホ＆タブレット対応 CSS フレームワークサービス [ コンテンツプレイヤー ]
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サイトデザイン&レイアウト随時変更

WEBデザイナー
いらずの

自社で行うSEO(検索エンジン対策)

人の目線

あらゆるデバイスにHTML出力

感性や印象が重視されるソフト対策

スマホ&タブレット

高表現
更新機能

WEB

と言う名の氷山

+
ネットワーク
管理者いらずの

IPアドレス&ドメイン強化対策
サーバー&DBメンテナンス

サイト専用
CMS
搭載

ロボット目線
データやスペックが重視されるハード対策

Googleクローラーロボット対策+ログ解析

ビジネス
サーバー
管理

サイトを作るHTML知識やNET技術の習得は大事ですが､企業にとって最も大事なのはサイトの情報を更新する｢ツールの使い方｣です｡

無料ツールの操作は自習が前提｡
道具を使いこなす鍵である操作方法をサポートします｡
世界の 25% が利用している
無料オープンソース CMS の巨人
自前で構築する

自社
開発
専門業者に依頼する

サーバー
設置

激安サーバー 1,000 円 / 月～
ビジネスサーバー 5,000 円 / 月～
専用サーバー 30,000 円 / 月～
基本自社で管理

サーバーメンテナンススタッフが必要

CMS の
インストール

手動で CMS インストール +DB 設定
デザインテンプレートの選定と適応
スマホ & タブレットデバイスチェック

設定するために専門業者が必要

サイトの
設計･構築

CMS の
アップデート

編集･
デザイン管理

費用概算

大～小規模全方位の BLOG ツール !

BLOG 用に開発されているため
サイト運営には､膨大なライブラリーから選択し､
カスタマイズする必要があります｡
オープン開発のため､頻度の多いバージョンアップ｡
対応するためにライブラリの動作チェックが必要｡

設定するために専門業者が必要

設定するために専門業者が必要

※煩雑な作業が多く､バージョンアップを躊躇する事が多い｡

ベースが BLOG のためシンプルデザイン
複雑なレイアウトには不向きな構造

プログラマー目線で開発されたため
機能やメニューが複雑で習得が難しい｡

知識と根気があれば
初期費用無料､月額 1,000 円で
運用開始ができます !
無料と云ってもライセンスの縛りが強い。
初期状態ではただの BLOG ツール。
しっかり勉強して､サイトへ変貌させる必要あり｡
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当社に依頼する
contents player にマッチした高機能専用サーバーを採用｡
①サーバー管理会社②ネットワーク管理会社③サポート (onelife) の
3 社で 24 時間監視しています｡

デザインは利用者の要望をお聞きしてシステムを設置
スマホ & タブレットのチェックはシステム側でチェック｡
ハード環境に一切の手間はかかりません｡

中小企業向けビジネスサイト専用ツール
サイト運営専用に設計されているため､
ライブラリーを増やす事無く､基本機能のみで運用可能｡

バグ修正やセキュリティーアップデイトは､当社で適宜に行い
バージョンアップ費用は必要ありません｡
長く安心して使い続けることができます｡

複雑なレイアウトを実現するデザイン機能搭載
操作方法は､自分で勉強する｡

あれこれするには､高度な技術が必要
専門業者に依頼して運用開始 !

デザイン費用込みで 30 万～ 70 万円
サーバー管理料 5,000 円～ 10,000 円
※サーバープランは激安サーバーがベース

操作サポート別途･ライブラリー追加別途

デザイナー等制作者目線で開発されているため､
機能やメニューがシンプルで習得しやすい｡
更に見出し等の HTML パーツも自在に変更可能

サーバー ・ メール･CMS サイト運営に
必要な全てをワンパックにして提供します !
デザイン +10P 作成済み､即編集可能状態で ID 発行
初期 CMS 設置 +mail アカウント設置 50 万円
サーバー管理 + サポート料 15,000 円
※サーバープランは､ビジネス専用サーバークラス

使い続けるための
ツール操作方法を
無制限サポート込
※適宜 SEO アドバイス
もサポート致します｡

※価格表示は税別価格 (+ 消費税が必要 ) です｡

スマホ時代のインターネット戦略は近年大きく変化し､その変化にコンテンツプレイヤーは完全対応しました｡

スマホ時代のサイト構築のキーワードは､
SEO･MEO･SSLと編集を便利にするWYSIWYG エディタ｡
SEO

Search Engine Optimization

本来の google 検索エンジン対策 + スマホ対応

MEO

SSL

Secure Sockets Layer

インターネット上でデータを暗号化して送受信

WYSIWYG

EDITOR

HTML の編集効率を高めるアイコンエディタ搭載

Map Engine Optimization

googlemap に対する地図エンジン対策

◎
×

｢地域｣+｢業種｣で地図表示

SSL 化による検索上位表示

スマホ化互換専用エディタ

google マイビジネス､google+ を
最大限活用して上位表示を目指す

公的団体の義務化の流れと大企業の
コンプライアンスによる促進激化

オープンソースの汎用エディタと違い､専用に設計
された 100% 活用できる HTML 補助ツール

ハードSEOの提供

SSL対応高機能サーバー

スペック強化＆SSL対応&WEBフォント対応の専用サーバー運用

表現重視CMS

FacebbokやTwitterの手軽さは､画像と文章を入れるだけ｡そのシンプルな操作を繰り返す発想でコンテンツプレイヤーは生まれました｡

SEOに必要な更新頻度は､使いやすさから生まれます｡
シンプル&複雑なレイアウトを可能にする鍵はブロック編集｡
無料オーブソース CMS は､プログラマー主導で開発された機能優先型
コンテンツプレイヤーは､制作者である WEB デザイナー主導で開発した表現優先型
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ブロック追加型編集
最大 495 の領域 !

サイト専用ツールでページを作成する方法は 4 つ部位を組み合わせるだけ｡

[ 見出 ] 部位にテキストを挿入｡自動で H タグになる｡

[ 画像 ] 部位に画像をアップロード｡横幅を指定する｡

[ 本文 ] 部位に複数行テキストを挿入｡

[ 表組 ] 部位に列と行数を設定し表を作成する｡

1P 最大 495 の編集ブロック実装｡
部位毎に CSS パターンを 6 つ用意｡
3 つのページレイアウトを切替｡
アルバム･フォーム･リスト機能を選択｡

編集管理画面

サイトは､企業情報や製品情報､採用情報など､
特色のあるページレイアウトは必須｡最大 465
の編集領域を持つコンテンツプレイヤーなら､思
い通りのレイアウトが可能になります｡

項目 1

項目内容 ( セル入力 )1

項目内容 ( セル入力 )1

項目 2

項目内容 ( セル入力 )2

項目内容 ( セル入力 )2

項目 3

項目内容 ( セル入力 )3

項目内容 ( セル入力 )3

画像を追加してみる

ワープロタイプ編集
編集領域はひとつ !
オープンソース型 CMS で良く｢ワープロのように
簡単に編集できる｣と言われます｡元々 BLOG 専
用に設計されているため､画像 1 点 + 文章のよ
うなシンプルなレイアウトは確かに楽かもしれま
せん｡しかし､右にあるような画像の下に文章､そ
れを横に並べて更に下に文章を配置､複雑さが
増すほど､一つの編集エリアしか持たないワープ
ロタイプの CMS では困難になります｡

[ 本文 ] 部位は､閲覧してくれる人にとっても､検索ロボットにとっても､サイトの意志を伝える重要な部位で
す｡｢ページの属性｣画面で設定した｢検索用キーワード｣との整合性に注意しましょう｡また､テキストの色に
ついては､個別に変更できません｡サイト全体の色調を崩さないために､あえて制限を加えています｡
■一つの [ 本文 ] 部位に対して､最下段に一つの｢一行リンク｣を設定可能です｡
■オプションとして､決められたタグを入力することで､表現に幅が生まれます｡

サイト専用ツールでページを作成する方法は 4 つ部位を組み合わせるだけ｡
[ 見出 ] 部位にテキストを挿入｡自動で H タグになる｡

画像
部位を
追加

[ 画像 ] 部位に画像をアップロード｡横幅を指定する｡

サイズを
50% に
指定

[ 画像 ] 部位に画像をアップロード｡横幅を指定する｡

サイズを
50% に
指定

[ 本文 ] 部位に複数行テキストを挿入｡

[ 表組 ] 部位に列と行数を設定し表を作成する｡

[ 画像 ] 部位はの下部にテキストを入力することで､画像の

[ 画像 ] 部位はの下部にテキストを入力することで､画像の

横幅で折り返すレイアウトを実現することが出来ます｡

横幅で折り返すレイアウトを実現することが出来ます｡

[ 本文 ] 部位は､閲覧してくれる人にとっても､検索ロボットにとっても､サイトの意志を伝える重要な部位で
す｡｢ページの属性｣画面で設定した｢検索用キーワード｣との整合性に注意しましょう｡また､テキストの色に
ついては､個別に変更できません｡サイト全体の色調を崩さないために､あえて制限を加えています｡
■一つの [ 本文 ] 部位に対して､最下段に一つの｢一行リンク｣を設定可能です｡
■オプションとして､決められたタグを入力することで､表現に幅が生まれます｡
項目 1

項目内容 ( セル入力 )1

項目内容 ( セル入力 )1

項目 2

項目内容 ( セル入力 )2

項目内容 ( セル入力 )2

項目 3

項目内容 ( セル入力 )3

項目内容 ( セル入力 )3

完全スマホ対応版

を活用し運用 & 更新されている導入企業様のご紹介

名古屋市 / 観戦チケット･インターネット販売のワールドスポーツコミュニティー様 / worldsports-c.com

岐阜市 / 車の修理･車検のことならフルタ自動車鈑金様 / furuban1551.com

岐阜市 / 税理士法人アンビシャス会計事務所様 / snbc.co.jp

名古屋市 /V リーグ所属男子バレーボール部ジェイテクト STINGS 様 / jtekt-stings.jp

｢サイト構築に人が居ない､知識がない｣と悩んだら､
更新することだけに専念できるcontents playerを導入して下さい｡
手間のかかる
サーバーを設定

使いやすい
気軽にいつでも
CMS ツールを設置 操作方法サポート

この3つを手に入れたら､後はビジネスモデルや広告を考えて情報発信｡
WEBを武器に出来るCMSサービスです｡
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料金体系

※価格表示は税別価格 (+ 消費税が必要 ) です｡

■contenst player による CMS 初回構築費用
①初期サイトデザイン及び見出･画像･本文･表組部位の切替用 CSS パーツ設置｡
②スマホ & タブレット &PC レイアウトに対応したレスポンシブ CSS 及び基本 jquery の設置｡
③TOP ページを含む 10 ページのページ制作費用※最大 200 ページまで新規ページを作成可能｡
④初期ドメイン取得費用を含みます｡※次年度よりドメイン更新費用が年 1 回発生します｡com･net の場合は 8,000 円､jp の場合は 10,000 円､co.jp の場合は 12,000 円｡
⑤取得ドメインに合わせたメールアカウントを 10 個まで設定可能｡※11 個目の設定時から初回費用として 1,500 円が必要です｡
⑥Google Analytics アクセス解析初期設置※Google のアカウントがない場合は､新規取得いたします｡
⑦編集管理画面の管理者 ID･PASS の発行｡

初回
費用

500,000円

初回
費用

100,000円

月額
費用

15,000円

■contenst player SSL( 暗号化通信 ) 初期設置費用
①https:// によるサイト全体の暗号化通信のサーバー設置及びサイト構築費用｡
②Let's Encrypt( レッツエンクリプト ) による SSLサーバー証明書を採用､年間の固定費用は無料｡
※Let's Encrypt とは､非営利団体の ISRG (Internet Security Research Group) が認証局を運営する無料 SSLサーバー証明書団体です｡

■contenst player 月額費用 ( サーバー管理 + サポート費用 )
①ビジネスクラスサーバーによる 24 時間監視サーバー保守管理｡
②表現指向 CMS ツール contents player の ASP 利用サービス｡
③contents player の操作方法や活用方法の電話及び mail での無制限サポート｡
④サイト維持のための SEO アドバイスや SNS を連動方法等､ご要望時にヘルプサポートいたします｡

■contenst player オプション費用
①新規ページのデザイン作成費用 1 ページ 7,500 円より制作いたします｡
②yahoo!! 及び google リスティング広告代行 月額予算は自由設定 / 月額費用の 20% を代行費用として必要です｡
③facebook･Twitter･google+ 等の SNS アカウントの設置及び初期ページ作成費用として 1 案件 15,000 円の費用がかかります｡
④取得ドメイン内に他社広告の無い､簡易 BLOG を 1 アカウント 30,000 円で設置｡複数設置が可能です｡
⑤グループを一つ追加することで､200 ページの容量が増えます｡1 グループ拡張に付き 50,000 円の設置費用が必要です｡※月額費用は変わりません｡

■自社ショッピングサイトプラン (contents plater+ASP カート機能 )
①上記サイト構築費用にショップカート設置及びカート決済デザイン費用 100,000 円を追加することで､本格的な EC サイトを構築します｡
②ショッピング ASP サービス ( 他社製 ) のご利用には月額 5,000 円の別途料金が必要となります｡
③カートタグの設置方法や決済方法のサポートが含まれてます｡

