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製造業に特化した製造業ドットコムなら

ホームページから
問い合わせUP

～ 製造業の導入実績200社以上！ ～

ポーライト株式会社様株式会社芝浦電子様

製品の強み、技術力を
分かりやすく伝えられます。

具体的な製品
導入の引き合いUP 採用応募数UP

製造業ドットコムとは

ホームページ制作 印刷物 デジタルカタログ

動画 バーチャル展示会 外国語サイト

採用サイト 製品検索システム 写真撮影

分かりやすい媒体を制作いたします

株式会社昭和技研工業様

佐竹マルチミクス株式会社様岩谷産業株式会社様 ヤエス軽工業株式会社様

理研機器株式会社様

応用計測サービス株式会社様

デジタルカタログ＆
紙カタログで
営業効率UP

「製造業ドットコム」は、Webを中心にあの手この手で『製品・技術の情報を分かりやすくPR』するためのサービスです。

例えば、お問い合わせを増やすためのホームページリニューアル、スムーズにユーザーへ製品情報を配信するための検

索システム、営業ツールとしてのデジタルカタログ活用、技術力を訴求する製品カタログ（印刷物）など、お客様に最適な

コンテンツを制作しサポートいたします。

各コンテンツごとの依頼はもちろん、複数コンテンツを組み合わせて一貫制作する「クロスメディア」対応も可能です。

弊社は、デザイナー・プログラマーなどの制作部隊を内製化して対応しておりますので、一貫性のあるデザイン、短期間

での制作、コスト圧縮につながるクロスメディア総合提案を実現している、業界でも有数の制作会社です。
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>Cross media contents list

ホームページ1
Option

1
Option

製品や技術情報を分かりやすく伝え、よりたくさんのユーザーに強み
をPRするためのホームページを制作いたします。製品・技術の特性や
優位性を分かりやすく伝えるための設計やデザイン、写真や動画の活
用や、独自性のあるページコンテンツを駆使し、訪問したユーザーに正
しく情報を伝え、魅力を訴求します。
ホームページへの集客アップ、お問い合わせ獲得、ブランドイメージ向
上など、お客様のご要望に応じて最適なご提案をさせていただきます。

万円～50価格

採用サイト3
Option

3
Option

求職者の多くは応募の前に、企業のホームページをチェックし
ます。会社の魅力、仕事のやりがい、経営者の想いなどを分かり
やすく打ち出して志望度を高めると同時に、ミスマッチ防止に
つながる採用サイトを作成します。

万円～50価格

外国語サイト（英語、中国語、他）4
Option

2
Option

外国語サイトを作成することで、海外に製品・技術情報を配
信し、会社の存在をアピールすることができます。日本語サ
イトのデザインを活かし、翻訳テキストを流し込めば、スピー
ディに外国語サイトを作成すること
ができます。

サービス一覧

4 5

現在のお悩みを…
・デザインが古い
・情報が昔のまま
・スマホに対応していない
・セキュリティ対応したい
・検索順位を上げたい

リニューアルで解決！

・会社のイメージアップ

・お問い合わせ数の増加

・新鮮な情報発信

・営業ツールとして活用

ヒアリング

現在のホームページの課題、
達成したい目標をお伺いし
ます。

製品・技術ヒアリング

製造技術や製品の特徴を専
用のシートを用いてお伺い
します。

現ホームページの分析

現在のホームページのどこ
に問題があるか分析を実施
いたします。

競合分析

御社の競合についてデザイ
ン、情報の両面から分析しま
す。

サイト構成・内容の企画提案

ヒアリングや分析をもとに御
社にとって必要なホームペー
ジを提案します。

デザイン案の提案

製造業での実績豊富なデザ
イナーがデザイン案を提案
いたします。

コンセプト、計画立案

サイトのゴールやコンセプト
などコンセプトシートにま
とめて一緒に決めます。

制作・公開

決定したデザインをプログラ
ムで起こしていきます。完成
したのち公開します。

万円～68制作
費用

トップページ

●トップページ
●製品ページ×2ページ
●会社案内ページ
●お問い合わせフォーム
●サイトマップ

計6ページ

製造業ドットコムのホームページ制作でできること

製品ページ
（2ページ分）

お問い合わせ
フォーム

製品PR Web集客 ブランド
イメージ向上

コスト削減
効率化 採用応募UP 海外発信

公開まで
の流れ

定額WebサポートOption

4
Option

公開後のホームページの運用をお客様のWeb専任として継続してサポートいたします。
お客様の運用状況に応じて4つのプランを月額でご用意しています。
修正作業の代行や、困ったときの相談サポート、ホームページデータのバックアップ、アクセス解析報告の提
出（月1回）などに対応いたします。

定額Webサポートプラン価格表（月額）

クロスメディアプランスタンダードプランライトプラン

電話・メールでのご相談・サポート

サイトデータのバックアップ

作業時間

アクセス解析報告書

リスティング広告

追加修正時の基本費用

サポート対象のページ数

納期

HP

デジタルカタログ

印刷データ

更新時間利用提案

簡易動画編集

修
正
作
業

3営業日～ お急ぎ対応可

2時間

3営業日～ お急ぎ対応可

4時間

3営業日～ お急ぎ対応可

6時間

3営業日～ お急ぎ対応可

6時間

集客支援プラン

ページの修正
デザインが必要な
新ページの追加 バナー制作

デジタルカタログ
印刷データ修正

＊クロスメディアプラン

弊社にご依頼・制作した
動画ファイルの編集
＊クロスメディアプラン

以下のような作業をご依頼いただけます！
スマホ閲覧タブレット閲覧

＋

（簡易版） （詳細版） （詳細版）（詳細版） （詳細版）

（10,000円分） （20,000円分）

不要 不要 不要不要 不要

50ページまで 50ページまで 50ページまで50ページまで 50ページまで

3営業日～ お急ぎ対応可

6時間

定期提案プラン

100,000 150,000
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>Cross media contents list

印刷物3
Option

デジタルカタログ4
Option

5
Option

6
Option

製品カタログ、会社案内をはじめ、名刺や展示会用チラシ・ポスターなど、
印刷物のデザインから印刷まで対応させていただきます。
ホームページと統一感を出したデザインや、デジタルカタログでも見やす
いデザインで作成するなど柔軟な対応が可能です。

普段紙で利用している製品カタログや会社案内を、デジタルカタログに
いたします。オンライン商談へ活用できる営業ツールとして、ホームペー
ジ上で資料請求の代わりとして、また環境保護への施策として導入すれ
ばSDGsの実践にもつながります。

万円～35価格

万円～3価格

写真撮影4
Option

8
Option

製品写真はもちろん、技術者の製造シーンや社長様のポートレート、採用向けの生
き生きとした写真などをプロのカメラマンが撮影します。
高い質の写真があれば、ホームページや印刷物のデザイン性はぐっと向上いたしま
す。

万円～10価格

動画4
Option

7
Option

製品の紹介や使い方、会社紹介や採用向け動画など、目的に応じた動画を撮影から
編集まで対応いたします。
動画はホームページとの親和性も高く、トップページで背景再生させたり、「バーチ
ャル工場見学」としてページ内に動画を埋め込むなど、様々な活用方法があります。

万円～3価格

製品検索システム4
Option

9
Option

種類の多い製品、サイズや機能で多数のパターンを持つ製品など、製造業ならでは
の「目的の製品が見つけにくい」という課題を、検索システムで解決します。
その他、サイズを算出する自動計算ツール、会員システムなどの構築も可能です。

万円～50価格

様々なシーンで活躍する動画で、営業活動、採用をさらに効率化！

多彩なオプション導入で、課題を解決するためのツールに！

品質の高い写真をプロカメラマンが撮影することで、媒体の品質が向上！

サービス一覧

6 7

製品紹介動画 会社案内 リクルート動画 展示会用動画

製品写真 設備写真 社長挨拶 社屋写真 技術的な作業風景 リクルート用写真

バーチャル工場見学 トップページ
背景動画

製品カタログ

表紙 中面デザイン 製品ページ

事例：株式会社昭和技研工業様／製品カタログ

会社案内 展示会用チラシ 取扱説明書 テクニカル
イラスト ロゴ作成 地図作成

クリック

リンク機能

製品名をクリックすると製品詳細Webページへ

外国語版スキン

操作パネルが外国語対応したスキンも
ご用意
※紙面の翻訳は含まれません。

製品ページ

製品検索機能

製品名や品番でカタログ内の検索が可能

＋

オプションにて対応可能‼
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>Past projects
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10 11

株式会社埼玉溶材 様

株式会社昭和技研工業 様

印刷物

株式会社旭製作所 様

株式会社サイサン 様 大日商事株式会社 様 株式会社日新化成 様 株式会社大東製作所 様

ヘンミ計算尺株式会社 様株式会社ダイヤモンドマーク 様

バーチャル展示会

株式会社近江屋 様

▲製品パンフレット（390ページ）

▲製品パンフレット（16ページ）

▲会社案内パンフレット（8ページ） ▲ポケット付きファイル

▲各製品シリーズごとのパンフレット（全10種）

▲会社パンフレット（4ページ）

株式会社ニトリ 様 株式会社本間ゴルフ 様

デジタルカタログ

積水化学工業株式会社 様

株式会社埼玉溶材 様 白銅株式会社 様 株式会社旭製作所 様

制作実績
>Past projects

株式会社河村機械工業所 様

動画

株式会社右川ゴム製造所 様 ミキフーズサプライ株式会社 様
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ヤエス軽工業株式会社 様

導入効果事例

株式会社ヨコミゾ 様

Webを活用して
お客様を増やしたい。

お悩み 1位

ブランドイメージを
高めたい

お悩み 2位

採用アップに
つなげたい

お悩み 3位

ホームページ制作

バーチャル展示会

定額Webサポート

ホームページ制作

動画/写真撮影

印刷物（カタログ、ロゴ制作）

採用サイト

動画/写真撮影

海外にも
拡販したい

お悩み 4位
外国語サイト

翻訳

Q1 ホームページリニューアルのきっかけは？
ホームページはこれまで社内で更新作業を行っていましたが、仕事が増えるに連れて手が回
らなくなったことや、自分達で更新するにはデザイン性にも限界があるため、「プロに依頼した
い」という意見が社内で多くなったのがきっかけです。

Q2 公開後の反響はありましたか？
ホームページが見やすくなったという声をよくいただきます。今まではなかったカスタマイズ
のお問い合わせをいただいたりしてますので、見やすくなり欲しい情報が得やすくなったと思
います。お問い合わせ件数も昨年の同時期と比べて増加してますので、多少なりともリニュー
アルの効果はあったと思います。

お悩みごとオススメのコンテンツ
>Recommended content

製造業に特化
導入実績200社以上1 技術・製品を分かりやすく

伝えるデザイン2 安心感と誠実さが
私たちの強みです。3 4 強みや良さを訴求する

豊富なコンテンツ

Q1 ホームページリニューアルのきっかけは？
「会社を信用してもらいたい」「問い合わせを増やしたい」と考えたからです。
コロナ禍で冷凍食品の需要が増えてきたため、お客様に「安心安全」が伝えられるような信頼
感のあるホームページにリニューアルを検討しました。また、コロナ禍で対面営業ができない
ため、オンラインの営業ツールとしてもホームページの必要性を感じておりました。

Q2 公開後の反響はありましたか？
これまで、年に数件だったお問い合わせが月に5件前後いただけるようになりました。そこから
2,3件ほど受注につながっています。ホームページを見たお客様からは、「見やすくなった」「商
品情報が探しやすくなった」など大好評です。また、バーチャル工場見学を通して、遠方のお客
様にもヨコミゾを知ってもらえ、さらに採用の応募数も増え、求人サイトからではなく実際に
ホームページからお問い合わせいただいた応募者から3名採用できました。

年に数件
月　件前後

累計　　　件受注
ホームページから　 名採用応募、

名採用

5
2,3

10
3

お問い合わせ件数 採用応募者

製造業企業のホームページに特化し制作をして
おります。ホームページ制作では200社の導入
実績があります。現在は埼玉県のみならず全国
にエリアを拡大し、、培ってきた実績や成功事例
をもとに、お客様にご提案させていただきます。

ホームページについての知識を持ったディレ
クターが、御社の製品・サービスについて徹底
的にヒアリングさせていただき、実績豊富な
デザイナーが製品・サービスの良さや特徴・強
みが伝わるためのデザインしていきます。

ホームページ制作会社と聞くと「本当に安心で
きる会社か分からない」といった不安を持たれ
る方が多くいらっしゃいます。 「作って終わり」
ではなく、お客様としっかりと信頼関係を築き、
長期的なサポートをさせていただけるよう、社
員教育や安定経営をおこなっております。

ホームページを作るだけでなく、お客様にとっ
て必要なコンテンツを提供することができま
す。会社案内などの印刷物、写真撮影や動画撮
影、公開後の継続的なサポートなど、お客様の
強みや製品の良さをしっかりと訴求するため
に必要なコンテンツが充実しています。

5 自社サービスで1,200社
集客を実現した集客力

弊社では、自社サービスのホームページからお
問い合わせを集める方法で、1,200社の集客を
してきました。お問い合わせくださったお客様
の、多くの方から「サイトが見やすいから連絡し
てみました。」と仰っていただきます。

スマホ対応 デジタルカタログ
写真撮影英語サイト

12

デジタルベリーが
選ばれる

つの理由5
13

バーチャル工場見学スマホ対応

自社更新システム

動画撮影写真撮影

クイズコンテンツ

TOPページ 3Dコンテンツ バーチャル展示会 デジタルカタログ
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>Flow / Concept sheet

導入の流れFlow 主にHP、印刷物、動画について納品までの流れをご紹介いたします。

コンセプトシートConcept お客様のホームページのコンセプトを明確に位置づけていくためのシートです。

導入の流れ・コンセプトシート ホームページヒアリングシート
>Hearing sheet 

お打ち合わせ・ヒアリング1 デザイン案・企画提案2 ご発注3

4 5コンセプト・施策立案 制作／撮影・編集

14 15

6 公開・納品

●導入したいコンテンツに　　を入れてください。

HP 写真撮影 動画撮影 取材 外国語サイト 翻訳

デジタルカタログ 印刷 ロゴ 名刺 その他

ホームページでお困りのことはなんですか？Q１

ホームページで実現したいことはどんなことでしょうか？Q2

コンセプト

対策キーワード(3～5つ)

御社の強み(訴求すべきポイント／他社との差別化)

事業内容について詳しく教えてください。Q3

具体的な顧客・ターゲットは？Q5

製造業ならではチェック！Q4

有資格者設備 資格 工場拠点 その他

目的(優先順位) ターゲット

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

4.

5.

お客様のご要望や事業内容・技術につ
いて詳しくヒアリングさせていただき
ます。

改めてデザイン案や企画案等をお持ち
して、具体的に提案させていただきま
す。

内容にご了解いただけましたら、発注
書を送付いただき、制作スタートとな
ります。

具体的な施策・コンセプトをお客様と
打ち合わせながら決定していきます。

デザイン・プログラム・撮影・編集等
を行っていきます。随時テスト版をご
確認ください。

ご確認いただけましたら、本番公開や
データ納品をさせていただきます。

採用サイト
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目的(優先順位) ターゲット

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

4.

5.

お客様のご要望や事業内容・技術につ
いて詳しくヒアリングさせていただき
ます。

改めてデザイン案や企画案等をお持ち
して、具体的に提案させていただきま
す。

内容にご了解いただけましたら、発注
書を送付いただき、制作スタートとな
ります。

具体的な施策・コンセプトをお客様と
打ち合わせながら決定していきます。

デザイン・プログラム・撮影・編集等
を行っていきます。随時テスト版をご
確認ください。

ご確認いただけましたら、本番公開や
データ納品をさせていただきます。

採用サイト



検索

お問い合わせはこちらまで

製造業ドットコム

株式会社デジタルベリー 
〒330-6019 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
ランド・アクシス・タワー19階
TEL：048-753-9255 
FAX：048-753-9188 048-753-9188

https://www.seizogyo.com/

048-753-9255
詳 しく は こ ち ら の サ イト を ご 覧 く だ さ い 。   h t tps : / /www.se i zogyo .com/
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製品の強み・技術を
分かりやすくPR

ホームページ制作

製品の強み・技術を
分かりやすくPR

ホームページ制作
製品カタログ・会社案内

印刷物
製品カタログ・会社案内

印刷物
バーチャル展示会

製造業ドットコムEXPO
バーチャル展示会

製造業ドットコムEXPO

製品説明・会社PR

動画
製品説明・会社PR

動画
デジタル化対応

デジタルカタログ
デジタル化対応

デジタルカタログ




