
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



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。





WORKS 
実績-コーポレートサイト

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コーポレートサイト



WORKS 
実績-コーポレートサイト

素敵なオフィスや社員様の明るく賑やかな雰囲気
を表現できるよう、コーポレートカラーから派⽣
した⾚・⻘・⿈・緑の4⾊をカラーリングとして
採⽤しました。イベント募集ページでは更新作業
を短縮できるよう、イベントの⾃動締切機能と参
加申し込みフォームの希望⽇程選択プルダウンへ
の⾃動⽇程反映機能をカスタマイズいたしまし
た。

フジミレニアム有限会社様 
 

新しい介護の形をdesignする、介護福祉事業所�

コーポレートサイト



WORKS 
実績-採⽤サイト

トップページのファーストビューには実際に施⼯
した様⼦がイメージできる"3DCAD"のアニメー
ションを組み込み、採⽤情報ページでは掲載⽤に
当社ディレクションによるインタビューと写真撮
影を⾏いました。設備事業のクリーンな印象が伝
わるようなイメージを使⽤し、アニメーションを
⼊れたシンプルで美しいデザインに仕上げました 

株式会社⼋神様 

快適な空間づくりに取り組み続け、「困った」�

を解決する会社の求⼈特化型サイト



WORKS 
実績

沖縄の海らしいブルーやエメラルドグリーンを基
調としたカラーを使⽤し、またリニューアルに伴
い新たに写真撮影を⾏い、沖縄の⾃然溢れる⾵景
を取り込みました。⼈物写真やメインビジュアル
には動画を掲載し、実際に働いているイメージや
社内の雰囲気が伝わるようにしました。 

株式会社Kくりえいと様

沖縄県内で活躍する「街のでんきやさん」の�

採⽤サイト



WORKS 
実績-ECサイト

当初より楽天市場を利⽤しての通販サイトをご希
望でしたので、良い品質の材料と、⾼品質なメ
ニューが伝わる楽天市場の店舗サイト及び、商品
ページを制作しております。また、インターネッ
ト上にて広報活動を⾏う際に、フックとなるキャ
ラクターのご提案とロゴも併せてご提案いたまし
た。

Castellina様

「おいしいひとときを提供する」東京発イタリアンの�

特別な通販サイト



WORKS 
実績-ECサイト

「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。さらにWordPress
の構築も併せて⾏うことで、お客様ご⾃⾝でコン
テンツや商品の追加を⾏うことが可能となり、ス
ピーディーな運営・運⽤ができるECサイトとな
りました。

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サイト



WORKS 
実績-サービスサイト

ウェブサイトに掲載する写真は新規に撮影いただ
き、⽣き⽣きとしたワンちゃんの様⼦やドッグト
レーナー様の柔らかい雰囲気がダイレクトに伝わ
るビジュアルとなりました。 
「愛⽝が『⽝らしく』、 飼い主様が『⼈らし
く』共存していけるしつけ」というメインテーマ
が随所に感じられる、温かく素敵な仕上がりに
なっております。

らしくらし様

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サービスサイト�



WORKS 
実績-サービスサイト

既存サイトの運営を数年されていらっしゃいまし
たので、SEO効果のある記事データなど新規サイ
トでもそのまま引き継げるよう引っ越しを⾏うこ
とや、サイトの運営を進められた結果、サービス
情報が多くなってきましたので情報の整理した
WEBサイトをご提案させていただきました。

神⼾オークション様 
 

撮影から発送まですべて代⾏する、ハイクオリティな�

オークション出品代⾏サービスサイト�



WORKS 
実績-サービスサイト

クライアントご⾃⾝が⼤切にされていた「先⽣と
⽣徒という上下関係ではなく、同じ⽬線にたった
指導を」というコンセプトに合わせたロゴも新規
作成。ニューヨークカフェのような写真が引き⽴
つスタイリッシュなデザインテイストと合わせ、
スタジオの都会的な雰囲気を感じられるカラーリ
ングに仕上げました。

PILATES ROOM &a様

「⼤⼈の運動学習」武蔵⼩杉のピラティススタジオ�

サービスサイト



WORKS 
実績-サービスサイト

壁⾯がコンクリートの室内を⼥性的で⾼級感のあ
る雰囲気になるよう整えられたインテリアと、サ
ロンオーナー様ご⾃⾝も⼥性的でスタイリッシュ
な雰囲気を活かせるラグジュアリーなデザインに
変更。ウェブサイトをご覧になったお客様が好感
を持てる暖⾊カラーで仕上げました。

PELLY様

メンズ歓迎の⾼級感あふれる痩⾝エステサロン�

サービスサイト



WORKS 
実績-サービスサイト

問い合わせ先をまとめるために、マイページ上で
お客様それぞれとやり取りができる機能実装した
ホームページをご提案いたしました。これによ
り、問い合わせ対応の時間を圧縮するのはもちろ
ん、スムーズにユーザーが問い合わせを⾏えるよ
うになり成約率を上げる想定をしております。

カウベイ様

世界中のサイトから�購⼊できる独⾃の�

サービスサイト



WORKS 
実績-オウンドメディア

「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。

合同会社マム・スマイル様

「ママと⼦供そして家族が幸せで笑顔になれる」�

板橋区ママのためのオウンドメディア�



WORKS 
実績-LP

ランディングページにつきまして、よりわかりや
すく直感的に筋⾁をつけられるスポーツジムであ
ると感じれるようにインパクトの強いメインビ
ジュアルをご⽤意。⼼理的ハードルが⽣じる業種
ですので、どなたにも来ていただきやすいように
笑顔を中⼼としたトレーニング⾵景の写真を使う
などして、興味や⼊会への⼼理的ハードルを下げ
ております。

KOSHIN SPORTS GYM様 
 

圧倒的コスパ⼒で展開する、筋⾁院⻑プロデュースの�

24時間型スポーツジムLP�
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