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ホームページ作成に関するヒアリングシート 
 
 
作業を円滑に進めるため、下記項目への記入、または選択をよろしくお願いい
たします。いただいた内容をもとにお見積もりを作成し、作業においてはデザ
インのトーンなどを決めていきます。 
 
 
氏名：

                    

  
E-Mail：

                         

    
法人名または店名：

                         

 
主な業種：

                                   

 
住所：

                                        

         
TEL：

                                        

 
※原則的には弊社のメールアドレスをホームページ作成のログイン時に使用いたしま
す。 

 
■サイト作成の目的（複数選択可） 
※⬜ ︎にチェックを入れてください。 

新規開設 リニューアル 会社案内や人材募集 
新規顧客の獲得 見込み客の獲得 会社や商品の知名度アップ 
売り上げアップ 既存顧客の囲い込み 予約客の獲得 
商品の販売（アイテム数：

     

つ程度） 
その他（

          

） 



 
■上記にて「リニューアル」とお答えの方は現行サイトのURLと問
題点を記入ください 

                                                                           

 
 
■新規開設をご希望の方は、希望のURLを第 3希望までご記入くだ
さい。 
※希望の URL がすでに取得されているかどうかは、別ファイルの「ヒアリングシート
参考 URL.doc」を参考にしてください。 
 
第 1希望のURL

          

 
第 2 希望のURL

          

 
第 3希望のURL

          

 
 
■ロゴデータの有無（一つのみ選択） 
ある ない ロゴデータの制作を希望する 

※ロゴデータの制作はオプションとなります。追加料金 60,000 円にて、3パターンを
ご提案いたします。 
 
■ロゴデータが「ある」とお答えの方はお持ちのデータ形式を教え
てください（複数選択可） 
jpg gif png pdf psd ai eps 不明 

 
■主なターゲット層（複数選択可） 
※⬜ ︎にチェックを入れてください。 

性別： 男性 女性 年齢層：

     

歳～

     

歳 
その他属性・趣味趣向・ビジネス属性等があれば下記にご記入ください（例：子
育て世代 / DIY 好き/旅行好き/年収 1000 万円以上/東急東横線利用者 等）  
（

          

） 
 
■	トップページのイメージ 
イメージに近いサイトの URL を 2、3 下記にペーストしてください。別ファイルの「ヒ



アリングシート参考 URL.doc」も参考にしてください。 
・

          

 
・

          

 
・

          

 
・

          

 
 
・希望のポイント：

          

 
 
なお、弊社といたしましては、御社の業務内容から下記のようなトップページに近いも
のをご提案いたします。方向性が近いものの⬜ ︎にチェックを入れてください。 

 
 https://www.intellectsoft.net/ 
 http://www.experionglobal.com/ 
 https://praxent.com/ 
 https://www.saviabruta.com/ 
 https://www.porzellanfraeulein.de/   

イメージ写真を使いながら、シンプルかつスタイリッシュに仕上げるイメージ
です。Praxent 社のように（コーポレートカラーなどを使って）アイコンをア
クセントに用いるのもいいかもしれません。

          

 
 
上記でチェックを入れたサイトの気に入った点を教えてください。 

                                                            

 

                    

 
 

■	トップページに入れたい要素（複数選択可） 
※⬜ ︎にチェックを入れてください。一般的にトップページには写真と会社やサービスの

概要を示す文章は不可欠と言われています。 
写真 製品・サービス・商材を使うことによる利益の訴求 
製品・サービス・商材の一覧 会社やサービスの概要を示す文章 
代表あいさつ 企業理念 最新情報 営業時間（定休日等） 
地図 問い合わせフォーム 予約フォーム＊1  
自社 SNS（Facebook や Twitter、Instagramなど）の埋め込み 



その他（

          

） 
※	なお別ページへのリンクは必ずトップページに入る形となります。 
※ ＊1 でいう予約フォームとは、お客さまの情報と日時、メニュー等を送信していた
だく程度の機能のものです。高度な予約管理システムにはオプションの「Coubic」の
ご利用をご検討ください。 
 

■	トップページ以外のページ内容（複数選択可） 
※⬜ ︎にチェックを入れてください。基本プランはトップページを含む 7 ページとなり

ます。 
会社概要（地図など含む） 代表あいさつ スタッフ紹介 
製品・サービス・商材の案内 実績 最新情報 よくある質問 
お客様の声 写真ギャラリー お問い合わせフォーム  
予約フォーム＊1 ナウヒアに企画提案の支援をお願いする  
その他（

          

） 
※決めかねている場合は業務内容などをもとに弊社から提案することも可能です。また、
代表あいさつとスタッフ紹介を 1ページにまとめるなどの対応も可能です。 
※ ＊1 でいう予約フォームとは、お客さまの情報と日時、メニュー等を送信していた
だく程度の機能のものです。高度な予約管理システムにはオプションの「Coubic」の
ご利用をご検討ください。 
 

■	Jimdo のプランについて（一つのみ選択） 
ひとまず無料で使用 プロプランを使用 ビジネスプランを使用 
検討中 

※サイト上で販売したい商品が 15 商品以上ある場合は、ビジネスプランのみの選択肢
となります。 
※プロプランは月額 945 円。ビジネスプランは月額 2,415 円を Jimdo 社にお支払い
する形となります。それぞれ独自ドメインと独自ドメインのメールアドレスが使用でき
る、サーバの容量が増える、Jimdo の広告が非表示にできるなどのメリットがありま
す。ネットショップの機能を使用しない方は、法人でもプロプランで十分というのが弊
社の基本的な考えです。 
 
■	サイト上での商品・サービス販売の有無（一つのみ選択） 



ある（商品点数：

     

点くらい） ない 検討中 
 
■	お問い合わせで収集したいデータ（複数選択可） 
※	⬜ ︎にチェックを入れてください。 

氏名 法人名 メールアドレス 電話番号  
お問い合わせ内容（選択式） お問い合わせ内容（入力式） 
その他（

     

） 
※参考にしているサイトがありましたら、下記に URL をペーストしてください。 

          

 

          

 

          

 

          

 
 
■	予約フォームで収集したいデータ（複数選択可） 
※	⬜ ︎にチェックを入れてください。 

氏名 法人名 メールアドレス 電話番号  
予約の日時 予約時の人数 コースの選択 
お問い合わせ内容（選択式） お問い合わせ内容（入力式） 
その他（

          

） 
※ここでいう予約フォームとは、お客さまの情報と日時、メニュー等を送信していただ
く程度の機能のものです。高度な予約管理システムにはオプションの「Coubic」のご
利用をご検討ください。 
※参考にしているサイトがありましたら、下記に URL をペーストしてください。 

                    

 

                    

 

                    

 
 
■	お問い合わせや予約フォームの情報を受信するメールアドレス 

               

 

               

 

               

 
 



■	ページで使用したい色 
※ページで使用したい色に関しては、別ファイル「ヒアリングシート参考 URL.doc」
をご確認のうえ、#0X0000 という部分の情報を教えてください。なお、デザイン上、
ご希望と全く同じ色を使用しないパターンをご提案する場合もございます。あらかじめ
ご了承ください。 
 
メインカラー：# 

               

サブカラー：# 

               

 
その他の色①：#

               

その他の色②：# 

               

 
メインカラー以外はお任せする 
現行サイトのカラーリングに準じる（リニューアル希望の方のみの回答） 

 
■	原稿のリライトについて（一つのみ選択） 
※原稿（または参考資料）と写真は原則お客様にご用意いただきます。原稿につきまし
てはご希望の場合、基本コースの予算内にて、経験豊富な編集者、またはライターがい
ただいた原稿をプロの視点から整えます。リライトの希望の有無にかかわらず、キャッ
チコピーやタグラインなどは弊社のスタッフがご提案いたします。 
リライトを希望する リライトを希望しない 
原稿は用意せず、取材のオプションを利用する 

 
■	写真の使用提案について（一つのみ選択） 
※写真は原則お客様にご用意いただきます。ただし、使用する写真がイメージしやすい
場合、Adobe Stock やフリー素材のサイトから弊社で選ぶことも可能です。 
すべての写真の使用提案を希望する 写真の使用提案を希望しない 
一部の写真の使用提案を希望する 

※写真に関しては、下記フリーサイトからお客様が選び、弊社にデータをお送りいただ
く形でも構いません。 
https://www.pexels.com/ 
https://unsplash.com/ 
https://www.canva.com/photos/free/ 
https://picjumbo.com/ 
 
■	実績紹介について（一つのみ選択） 
※実績として弊社のホームページでの紹介にご協力いただければ幸いです。紹介にご協



力いただける場合、総額から 5,000 円を割引させていただきます。 
実績紹介に協力する 実績紹介に協力しない 

 
■	オプションについて（複数回答可） 
※⬜ ︎にチェックを入れてください。 

 8 ページ以上作成 18,000 円/ページ 
 ロゴ作成（３パターン） 60,000 円 
 ロゴ起こし＊1 8,000 円 
 対面による取材＆原稿執
筆（計 3時間まで） 

60,000 円 
（3時間以上は 1時間ごとに 8,000 円追加） 

 電話やスカイプによる取
材＆原稿執筆（計 3時間ま
で） 

50,000 円 
（3時間以上は 1時間ごとに 8,000 円追加） 

 メールによる取材＆原稿
執筆 

35,000 円 

 プロのフォトグラファー
による撮影（3時間）＊2 

40,000 円 
（3時間以上は 1時間ごとに 8,000 円追加） 

 写真切り抜き 2,000 円/1 点 
 Adobe Stock での写真購
入代行 ＊3 

500 円/1 点 

 ドメイン取得・設定代行 
（Jimdo Pro/ Business
プランのみとなります） 

Jimdo 内で取得・設定：5,000 円 
外部ドメインサービスで取得・設定：8,000 円 
すでにお持ちのドメインの移管：8,000 円 

 メールアドレス設定代行 3,000 円 
 予約管理システムCoubic
導入＊4 

30,000 円 

 Google Analytics 設定代
行（Search Console 設定
を含む） 

5,000 円 
（Google アカウントをお持ちでない場合は

8,000 円） 
 その他 （ 

               

） 

 



※価格はすべて税別です。取材・撮影で必要となった交通費は別途請求いたします。 

※その他のご希望については、内容と工程などを考慮し、お見積もりを発行いたします。 

※＊１については、低解像度のロゴデータなどしかお持ちでない場合に、お持ちのデータをも

とにロゴを使用できる形に起こす必要があります。その場合、作成した生データは一緒に納品

いたしますので、印刷物等、他のアウトプットにご利用ください。 

※＊2については、撮影した写真データをフォトグラファーが選別し、納品いたします。クレジ

ットをご記入の上、印刷物等、他のアウトプットにご利用ください。 

※＊3につきまして、Adobe Stock は数百万点に及ぶロイヤリティフリーのストック画像や写

真がそろうサイトです。写真の利用は有料ですが、5点まではホームページ作成の基本料金に含

まれています。Adobe Stock について詳しくは別ファイル「ヒアリングシート参考 URL.doc」

をご確認ください。 

※＊4 の予約管理システム Coubic について詳しくは別ファイル「ヒアリングシート参考

URL.doc」をご確認ください。 

※表示の金額は「無料プラン」の設定代行費用となり、有料プランをご利用の場合には別途

Coubic 利用料金がかかります。またご希望の方には別途 Coubic 予約システム開設用ヒアリン

グシートを送付しますので、こちらへのご記入をお願いいたします。 

 
■分割払いについて（一つのみ選択） 
希望しない 2回払いを希望 3回払いを希望（3カ月コースの方のみ） 

※支払い期日は原則、納品月の翌月末、3カ月後末、5カ月後末となります。また専用
フォームから正式発注をしていただいたあと、総額の 10%を着手金としてご入金いた
だき、そのあとからホームページ作成を開始いたします。 
 
■	その他ご要望やご質問 

                                                            

 

                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 



ご回答ありがとうございました。いただいた内容をもとに、お見積もりを発行
いたします。もうしばらくお待ちください。不明点などございましたらご連絡
差し上げますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 
株式会社ナウヒア 

〒141-0022 
東京都品川区東五反田 5-22-37-2F 

 
担当：菅野浩二 

E-mail: sugeno@nowhere1011.com 
TEL:090-3500-2086 

 
 


