
売上あげる、お手伝い。

みやあじよ



みやあじよは「売上あげるお手伝い」をコンセプトにお客さまの
売上を上げるために必要なブランディングや、ウェブサイトを制
作する目的の設計、WordPress の制作から、運営に必要な独自ド
メインや Web サーバー、毎月のホームページ変更作業まで一貫
して管理するWEB制作会社です。

みやあじよはお客さまの
売上をあげることを目的
としたWEB制作会社です。

CONCEPT
みやあじよのコンセプト



SALES
売上をあげるために

売上をあげる運用方法はお客さま一人一人
異なります。みやあじよでは具体的に売上
をあげるために必要なプロセスなどをお客
さまと一緒に考え、そのお客さまにあった
運用方法を導き出します。
お客さまの目的に合わせた Web サイトを
制作する為に、まずはしっかりとヒアリン
グさせていただき、目的にあった Web サ
イトをご提案いたします。コンセプトやビ
ジュアルを決める上でのブランディングか
ら SNS 運用、SEO 対策やアクセス解析な
どのマーケティング、そしてディレクショ
ン業務なども一貫して携わらせていただい
ております。

目標と目的
そして改善へ。



SPECIALTY
経験に基づいた得意分野

売り上げをあげる為のあなたに
あったWEBサイトをご提案。

採用サイト制作

ターゲットとなる求職者像をしっかりと把
握し、その企業独自の強みや特性を伝え『欲
しい人材を集めるため』の価値ある採用サイ
トをご提案いたします。

ランディングページ制作

売上をあげる、という目的に絞りそのため
だけに制作を特化することで広告効果を飛
躍的に向上させたランディングページを制
作いたします。

ECサイト制作

商品展開や販売方法、イベント時の対応や
そもそもどこに出店するのか、広告戦略や
SNS の活用の体制づくりなど、全てのこと
を設計した ECサイトをご提案いたします。

コーポレートサイト制作

自社ブランドの認知価値向上とサービスや
会社案内、プレスリリースなどの情報発信
を兼ね備えた価値あるコーポレートサイト
をご提供いたします。



TARGET
主要取引先

取引関係

レディースアパレルブランド、ドッグトレーニング
などの女性向けサービスに関するご依頼が 7 割程度
となっております。しかしながら、ヒアリングを通
じシンプルかつわかりやすいサイト構成・改善案を
ご提案しており、中小企業診断士や人材派遣など硬
いイメージのような業界のコーポレートサイトも手
掛け、幅広い業種・デザインテイストをご提供して
ます。

ほとんどの案件が WEB で、みやあじよを知られた
お客さまからの直接のご依頼が 8 割程度となってお
ります。しっかりとお客様のニーズや方向性、将来
的なビジョンなどを聞き取り一つ一つの案件に沿っ
た制作物をご提供します。

EC サイトやリクルートサイトなどの BtoC を目的と
した WEB サイト制作が得意領域となっています。
BtoB とは違った理論的 + 感情的な顧客心理を理解
したサイトコンセプトから、情報発信性とコンバー
ジョン率の高いWEBサイトをご提供します。

BorC

ターゲット

約60%

BtoB
BtoC

約80%

直接依頼
代理店・業務委託など

約70%約70%

女性向けサービス
男性向け・区別なし



FLOW
制作フロー 01 ヒアリング

現状のお悩みやお考えの目的はもちろん、企業の生い立
ちや企業理念など様々なことを徹底的にお伺いすること
で、企業の強み弱みとなる箇所を引き出します。

02 競合・環境分析
ヒアリングで頂いた情報を基に、競合他社や現在の世相
などの環境分析を行いますことで、大まかなコーポレー
トサイト制作の方向性を決定します。

03 ターゲット調査
そのコーポレートサイトにとって『本当にターゲットと
なる人物像』はなにか調査をし、最適なターゲット像を
選ぶことで制作のズレを抑えます。

04 ゴールの設定
これまでのヒアリング、競合・環境分析・ターゲット調
査から、客観的に制作するコーポレートサイトにとって
最もふさわしい目的を設定します。

05 サイト打ち合わせ
弊オフィスにて設定した『ターゲット』や『目的』をご
提案します。しっかりと打ち合わせすることで、お客様
とわたくしどもの熱量や方向性のズレを無くします。

06 デザインのご提案
コーポレートサイトのデザインをご提案します。お打ち
合わせでお客様としっかりとズレを無くしていますの
で、的確なデザイン提案を致します。

07 構築・運用
決定したデザインを基に、コーポレートサイト構築のた
めのHTMLコーディングを行います。正しいHTMLコー
ディングはそれだけで、SEO対策にります。

08 保守・解析
納品した後のコーポレートサイトに問題が発生しないよ
う保守を致します。また、解析用コードを埋め込むこと
により実践的な解析戦略を行うことが可能です

設
計
か
ら
保
守
ま
で

安
心
で
き
る
ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
の

W
E
B
制
作
会
社
で
す
︒



FOCUS
注力している分野

さまざまな経験や観点から
売り上げ改善を促します。

SNSなどの集客支援
SNS( ソーシャルネットワークサービス)も今や WEB
サイトを導入するにおいて、大切な入り口の一つです。
みやあじよでは企業にあったSNSやCMSなど導入から
運用方法までしっかりとサポートいたします。

ブランディング
新たな商品やサービスのブランドネームからロゴ、
キャッチコピー、コンセプトカラーなどブランドのコ
ンセプト設計からブランディングの戦略まで幅広くご
提案いたします。

マルチデバイス対応
スマートフォンで Web サイトを見る機会が増えた現
在ではマルチデバイス対応サイトが主体になりつつあ
ります。みやあじよは豊富なマルチデバイス対応構築
実績をもっておりますので、是非一度ご相談ください。



PHILOSOPHY
みやあじよが大切にしていること

情報のたくさん詰まったにぎやかなサ
イトももちろんお作りできますが私た
ちみやあじよが得意なデザインは、シ
ンプルで整理された、「見やすい」サイ
トです。ちょっとした工夫を施したり、
文字のサイズや間隔を変えるだけでも、
魅力的なデザインは作れます。見やす
い Web サイトはわかりやすく、そして
わかりやすいサイトは使いやすい、み
やあじよではそういったユーザビリ
ティを大切に制作しています。

シンプルな
デザインにも
良さがある。





WORKS
実績

施工事例画像が映えるよう、白・明朝体のベース
と「クローバー」をイメージしたディープグリー
ンを差し色に、高級感のあるサイトデザインに仕
上げました。
スタッフブログや施工事例だけではなく、店舗別
にスタッフ様を更新できるよう入力フィールドを
実装し、柔軟な更新が可能となっております。

株式会社クローバーガーデン様

「和む、安らぐ、楽しめる、くつろぐ場所の提案」
ガーデンエクステリアの専門業者



WORKS
実績

「敷居が低く、大人可愛い」デザインのコンセプト
に沿って、サイトをご覧になったママさんたちが
「こんな風にキラキラしてみたい」「お茶会やイベ
ントに参加してみたい」と感じていただけるよう、
エレガントキュートな花柄を背景に配置いたしま
した。

板橋区マムスマイル様

「ママが幸せで笑顔になることで、
子供そして家族が幸せで笑顔になる！」
板橋区ママのためのオウンドメディア



WORKS
実績

「VANLOON」「minikin」の 2 つのブランドをお持
ちでしたので、それぞれの導線及びデザインを明
確化することにより、ブランドの認知強度を強め
ることに注力いたしました。
商品のお写真が大変素敵でしたので、魅力がユー
ザーに対して強く伝わるレイアウトに仕上げてい
ます。

minikin HANDMADE JEWELRY 様

「着ける人の魅力を最大に引き出す」
ジュエリーブランド



WORKS
実績

既にブログ記事のストックがあったので、これま
での操作感を維持するためブログの WordPress
テーマは据え置きにしつつ、「コンセプト」「トレー
ニングプラン」「ご利用案内」「アクセス」などのペー
ジをオリジナルデザインで制作いたしました。

らしくらし様

茨城県守谷市の愛犬と飼い主が
「らしく」生きるためのドッグトレーニング



WORKS
実績

『自社サイト内に販売経路を確保』のため、カラー
ミーを使用し、ウェブサイトを完全にリニューア
ル。情報発信が容易にできるよう、WordPress に
てブログ機能を搭載しております。将来的には色々
な商品展開も行えるよう、併せて企業ロゴを新規
作成致しました。
また、現在は顧客獲得のための Twitter などの各
種 SNS広告運用をお手伝いしております。

kurico tokyo 様

「使いたいから、つくる。」　
ダイレクトに伝わるコンセプト設計



WORKS
実績

取り扱われている商品が草木染めというナチュラ
ルなもの、特に抗菌作用や防臭効果などの高い柿
渋染を、今までの一色・地味なものという前提を
払拭したいとのことで、
様々な色をに落とし込んでおられましたのでそれ
に合うよう「色が映える」「画像が映える」「製品
へのこだわりが映える」この点を意識し制作させ
ていただきました。

kikyu 様

大阪府池田市の「柿渋染め」と
「草木染め」で生活を彩る草木染め工房



WORKS
実績

求人情報はカスタム投稿機能を用いて各項目を入
力できるようにし、各求人情報一覧、または詳細
ページからエントリーフォームへと進むと、自動
でエントリーを希望する求人がメールフォームに
記載されます。
写真をセクションごとの背景画像やページ全体に
配置し、海外のウェブサイトを意識したシンプル
デザインに仕上げました。

株式会社サンウェル様

優秀な人材とつながる
グローバルな人材紹介

人材派遣企業



WORKS
実績

メニューやブログの更新がスムーズに行えるよう、
CMS（WordPress）を導入いたしました。
また季節ごとに人気メニューが推移するのに合わ
せて、随時メニューの入れ替えができるようなピッ
クアップメニューを構築いたしました。
オーナー様ご自身が気持ちよくご利用でき、また
長くご愛用いただけるよう、サロンの雰囲気に沿っ
た高級感のあるデザインテイストに仕上げました。

Beauty Therapy Rupo 様

石川県で高いコルギ技術を持つ
トータルビューティーサロン



WORKS
実績

店舗の規模に合わせて、大手買取専門店にみられ
る量販的なデザインではなく、ブランドの高級感
を崩さないよう上品なデザインに仕上げました。
懸念していたロゴは、オーナー様ご自身が再度コ
ンセプトを考え、「高額≒高級感と、他社とは違う
『キラリ』と光る何かを持ったショップでありたい」
という想いを体現した、シンプルで汎用性のある
イニシャルロゴとなりました。

ブランドショップ nico 様

業界随一の高額買取を目指す、
シャネル専門買取店



WORKS
実績

NAJA（ナジャ）の由来でもあるネイティブアメリ
カンの「子宮」を意味する言葉であることと、メ
ニューの中心でもあることからご要望を受け、子
宮をメインのモチーフにすることとなりました。
しかしながら、ダイレクトな表現だと少し印象が
強くなりすぎるため、「太陽のようなエネルギーを
与えたい」というスパのイメージから、太陽のよ
うなエネルギーの中心に抽象化した子宮のモチー
フを配置いたしました。

NAJA SPA 様

女性の心と体を癒やす
子宮（ナジャ）とマタニティ

のためのスパ



WORKS
実績

リペア実績のお写真をご準備いただいた際に、質
感と塗装技術に美しさを感じました。
工房内や塗装風景のお写真からもオーナー様のお
人柄が感じられましたので、それらを活かせるよ
うシンプルなでデザインに仕上げました。
普段から SNS での告知や投稿をしっかりと行って
おられるので、ウェブサイトでもリペアマガジン
とリペア実績を更新いただくことにより、長期的
なコンテンツ SEO の効果が期待できるウェブサイ
トとなりました。

色禅様

豊富な経験と実績に基づいた
プロの技術を提供する、補修リペア専門業者




