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■新規制作サイトの基本情報
項目
サイトのトップページURL
サイトタイトル

記入ください

Copyright (C) 2015 XXXXXXXX All Rights Reserved.

Google Analyticsを導入しますか？
FACE BOOKのOGPを導入しますか？
ファビコン作成しておきますか？
アップルタッチアイコン作成しておきますか？

留意点
納品時までにドメインを有効にしてください
全角32文字以内程度
事業名または事業主体名
googleのアクセス解析です（推奨）
導入される場合はコードをご提示ください。
FACE BOOKでおすすめされた時画像入り
で紹介されます（推奨）
FACE BOOKのアプリIDをご提示ください。
基本はお任せ
画像さえ作れば納品後に変えていただけ
基本はお任せ
画像さえ作れば納品後に変えていただけ
ます
を提示ください。

●記載例
項目
サイトのトップページURL
サイトタイトル

例

留意点
納品時までにドメインを有効にしてください
http://example.com/
神戸の個別指導塾 | 神戸市東灘区で個別指導をお探しならICLサンプル全角32文字以内程度
Copyright (C) 2015 XXXXXXXX All Rights Reserved. ICLサンプル塾
事業名または事業主体名
コードは、
googleのアクセス解析です（推奨）
Google Analyticsを導入しますか？
**********************
導入される場合はコードをご提示ください。
FACE BOOKでおすすめされた時画像入り
FACE BOOKのアプリIDは、
FACE BOOKのOGPを導入しますか？
で紹介されます（推奨）
**********************
FACE BOOKのアプリIDをご提示ください。
基本はお任せ
ファビコン作成しておきますか？
作成します
画像さえ作れば納品後に変えていただけ
基本はお任せ
アップルタッチアイコン作成しておきますか？
作成します
画像さえ作れば納品後に変えていただけ
ます
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■納品及びコンテンツ有効化作業のための基本情報
サーバのFTP情報
アクセス先
FTPアカウント
ＦＴＰ初期パスワード
サーバのsend mail パス
サーバのコントロールパネル情報
アクセス先
アカウント
パスワード

記入ください

受け渡しの為に必須
アップロードや納品後の有効化に必須

記入ください

フォーム作成には必須
以下をいただければ上記は不要

を提示ください。
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■サイト全体のデザイン仕様を決める
項目
テンプレートの種類
テンプレートのレイアウト

結論
HTMLテンプレート(UTF-8)

テンプレートのデザイン
レスポンシブWEBデザイン
サイト名

サイト基本情報に同じ

コピーライト

サイト基本情報に同じ

ページの幅
ページ全体の背景色
細かな配色指定

ヘッダー部等の左右飛び出し部分

留意点
固定です
2カラムリバース（サイドバー左側）も可
コーポレイト/クール/プリティ/ヘルシー
/マネーからお選びください
有効か無効かをお決めください
サイト全体の名前で、非常に重要です
全角32文字程度で
Copyright (C) 2015 ******** All Rights Reserved.
********の部分で、通常事業名or事業者名を入れま
950 ～ 980 pxでお決めください
白かサイト・業種に相応しい色
テンプレートデフォルト色あるいはお任せ可
色番号が分かる方は色番号指定下さい
テンプレートデフォルト色あるいはお任せ
特に指定したい場合はお申し出ください
色番号が分かる方は色番号指定下さい
消すか消さないかをお決めください。
（サンプルは消してあります）
ヘッダー部やフッター部は全幅に渡って背景が規定し
てあります。
そのままのサイトも多々ありますが、気になる場合は
消すことができます。
を提示ください。

●記載例
項目
テンプレートの種類
テンプレートのレイアウト

HTMLテンプレート(UTF-8)
2カラム

テンプレートのデザイン

ヘルシー

レスポンシブWEBデザイン

有効

例

留意点
固定です
2カラムリバース（サイドバー左側）も可
コーポレイト/クール/プリティ/ヘルシー
/マネーからお選びください
有効か無効かをお決めください
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サイト名

サイト基本情報に同じ

コピーライト

サイト基本情報に同じ

ページの幅

950px

ページ全体の背景色

グリーン

細かな配色指定

上記テンプレートのデフォルト

ヘッダー部等の左右飛び出し部分

消します

サイト全体の名前で、非常に重要です
全角32文字程度で
Copyright (C) 2015 ******** All Rights Reserved.
********の部分で、通常事業名or事業者名を入れま
950 ～ 980 pxでお決めください
白かサイト・業種に相応しい色
テンプレートデフォルト色あるいはお任せ可
色番号が分かる方は色番号指定下さい
テンプレートデフォルト色あるいはお任せ
特に指定したい場合はお申し出ください
色番号が分かる方は色番号指定下さい
消すか消さないかをお決めください。
（サンプルは消してあります）
ヘッダー部やフッター部は全幅に渡って背景が規定し
てあります。
そのままのサイトも多々ありますが、気になる場合は
消すことができます。

■ヘッダー部のイメージを決める
項目
ヘッダー部全体のイメージ
ヘッダー背景
ヘッダータイトルのタイプ

ヘッダー部テキスト

結論

留意点
基本的にはお任せとなりますが、全体のイメージをご
提示
画像を使いますか？
画像を使わず白地またはカラー無地にしますか？
ロゴ画像にしますか？ロゴテキストにしますか？
コーポレートの場合、会社ロゴと文章を組み合わせた
画像が最適
コーポレイトの場合はサンプル例を推奨。
（電話番号と問合せフォームへのリンクボタンセット）
それ以外ご希望は20文字×4行程度をご提示くださ
い。
使わないこともできます
を提示ください。
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●記載例
項目

例

ヘッダー部全体のイメージ

提出する全体イメージでお任せします

ヘッダー背景

画像

ヘッダータイトルのタイプ

画像

ヘッダー部テキスト

サンプル例でお願いします。
（電話番号と問合せフォームへのリンクボタンセット）

留意点
基本的にはお任せとなりますが、全体のイメージをご
提示
画像を使いますか？
画像を使わず白地またはカラー無地にしますか？
ロゴ画像にしますか？ロゴテキストにしますか？
コーポレートの場合、会社ロゴと文章を組み合わせた
画像が最適
コーポレイトの場合はサンプル例を推奨。
（電話番号と問合せフォームへのリンクボタンセット）
それ以外ご希望は20文字×4行程度をご提示くださ
い。
使わないこともできます

■サイドバー部・フッター部の項目と内容を決める
項目
カレンダーのタイプ
カレンダーの予定表
（googleカレンダーの場合）
カレンダーの予定表
（サンプル形式のカレンダーの場合）
プロフィール
不要なメニュー
加えたいメニュー

結論

留意点
サンプル形式のカレンダーかgoogleカレンダーかを選
択ください。
googleにてご自身で作成し埋め込みコードを
ご提示ください。
「第何週何曜日はＸＸＸ」「毎月○日はＸＸＸの日」
直近で○月○日はＸＸＸ（イベント・キャンペーン）
等決まっておられましたらご提示ください。
使う画像と原稿をご提示ください（必須）
原稿はコンテンツとともにWORDでお願いします
画像サイズは200×200以上でお願いします
サイドバーにプロフィールを置かない場合は不要です
サンプルで不要なメニューがあれば記載ください。
加えたいメニューがあれば記載ください。
原稿の提示もお願いいたします。

デザイン基本情報6/7
ページへリンクするボタンバナーを入れたい場合、
お任せで標準的なボタンを設置します。
バナーサイズは234×60
リンク先のページ名を指定ください。
画像と入れ込む文章をご提示の場合や対象ページの
メイン画像を縮小で使う場合は無料
イメージ提示でのお任せは追加料金要
ご提供の場合の画像サイズは幅500以上推奨
リンク先のページ名を指定ください。
画像をご提示ください。
事業所の外観が分かる写真がベスト。
提供画像サイズは長辺1000～1200推奨

ボタンバナー

イベントバナー

フッター部アドレス

を提示ください。

●記載例
項目

結論

カレンダーのタイプ

サンプル形式

カレンダーの予定表
（googleカレンダーの場合）

使いません

留意点
サンプル形式のカレンダーかgoogleカレンダーかを選
択ください。
googleにてご自身で作成し埋め込みコードを
ご提示ください。

毎月1日は特別講義の日
「第何週何曜日はＸＸＸ」「毎月○日はＸＸＸの日」
カレンダーの予定表
第2木曜日は無料学習相談日
直近で○月○日はＸＸＸ（イベント・キャンペーン）
（サンプル形式のカレンダーの場合） 本日お申込みの場合の無料体験予定日→○日後に設定
等決まっておられましたらご提示ください。
第4火曜日は無料学習相談日
使う画像と原稿をご提示ください（必須）
原稿はコンテンツとともにWORDでお願いします
画像は提供します（縮小して必要部を使ってください）
プロフィール
画像サイズは200×200以上でお願いします
原稿は別途提出いたします
サイドバーにプロフィールを置かない場合は不要です
不要なメニュー
なし
サンプルで不要なメニューがあれば記載ください。
加えたいメニューがあれば記載ください。
加えたいメニュー
なし
原稿の提示もお願いいたします。
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ボタンバナー

【無料体験授業お申込み】・・・フォームにリンク
【授業料】・・・授業料ページにリンク

イベントバナー

【夏期セミナー受講受付】
・・・2015夏期セミナーのご案内ページにリンク
画像は提出します

フッター部アドレス

画像提出します

ページへリンクするボタンバナーを入れたい場合、
お任せで標準的なボタンを設置します。
バナーサイズは234×60
リンク先のページ名を指定ください。
画像と入れ込む文章をご提示の場合や対象ページの
メイン画像を縮小で使う場合は無料
イメージ提示でのお任せは追加料金要
ご提供の場合の画像サイズは幅500以上推奨
リンク先のページ名を指定ください。
画像をご提示ください。
事業所の外観が分かる写真がベスト。
提供画像サイズは長辺1000～1200推奨

