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【ヒアリングシートのご記⼊について】 
このヒアリングシートはホームページを作成するためのお客様の最初の作業となります。ヒアリングシートに記載された内容に沿って弊社側で初期設定を⾏い、ホームページを納品
いたします。ヒアリングシートの記⼊は初めての作業ですので、なかなか決まらないこともあるかと思います。しかし WIELD は管理者サイトからお客様⾃⾝でヒアリングシートの
内容を簡単に修正できますので、記⼊できる範囲でご記⼊ください。 
 

選択された業種テンプレート
 

■記載項⽬ 
項⽬ 記⼊(※) 備考

【1】申込者情報 ○ お申込者の情報・2 年⽬以降のお⽀払⽅法をご記⼊

【2】ドメイン取得情報 ○ 独⾃ドメインの取得をご希望の⽅のみご記⼊

【3】ドメイン登録者情報 ○ 独⾃ドメインの取得をご希望の⽅のみご記⼊

【4】ホームページ概要 △ ホームページの概要をご記⼊。

【5】トップページ新着情報設 △ ホームページの新茶情報の設定をご記⼊。

【6】ヘッダー画像・ホームページデザイン設定 △ ヘッダー画像の作成をご希望の⽅のみご記⼊

【7】トップページメイン画像設定 △ メイン画像の作成をご希望の⽅のみご記⼊

【8】会社概要・店舗情報・地図 △ 会社概要・店舗情報・地図ページの作成をご希望の⽅のみご記⼊

【9】問い合わせ項⽬設定 △ 問い合わせページの作成をご希望の⽅のみご記⼊

【10】メニュー・カテゴリ構成 △ 業種テンプレートを選択しない場合に記⼊します。

     （※）「○」の項⽬は必ずご記⼊ください。「△」の項⽬は納品後にお客様⾃⾝で管理者サイトで変更できますので必要な場合にご記⼊ください。 
 
ご記⼊が終わりましたら下記宛に、ヒアリングシートをご返送ください。また、ヒアリングシートのご記⼊でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。 
 

ヒアリングシート返送・お問合せメールアドレス support@wield.jp 
ヒアリングシートの返送(FAX の場合) 06-6657-5231 
ヒアリングシートの返送(郵送の場合) 〒536-0014 ⼤阪市城東区鴫野⻄ 3-5-31 WIELD 担当係
お電話でのお問い合わせ先 0120-44-5230 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【1】 申込者情報 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
サービス内容、WIELDサービス利⽤規約に同意のうえ、WIELDサービスを下記の通り申し込みます。 

お申込⽇ 2 0 1 4 0 1 0 1 

■お申込者情報 
ご契約者 

会社名 

屋号 

（フリガナ） エスエイチラボカブシキガイシャ 利⽤責任者 ⽒名 （フリガナ） ハシモトセイジ 

エスエイチラボ株式会社 橋本誠司 

住所 

（フリガナ）オオサカシジョウトウクシギノニシ E-mail support@wield.jp

⼤阪市城東区鴫野⻄ 3-5-31  

電話番号 06-6657-5230 

 

■ご請求先情報（上記申込者と異なる場合のみご記⼊ください） 
お⽀払者 

会社名 

屋号 

（フリガナ）  担当者名 ⽒名 （フリガナ）  

  

住所 

（フリガナ） E-mail 

  

電話番号 

 

■2 年⽬以降の⽉額利⽤料のお⽀払⽅法 
⽀払⽅法 ⼀括振込み 銀⾏に 1 年間の⽉額費⽤を⼀括で⽀払⽅法です。振込⼿数料はご負担願います。（※） 

銀⾏引落し 毎⽉の⽉額費⽤を銀⾏から引き落とす⽀払⽅法です。 

（※）年間の途中でご解約された場合でも既にお⽀払いされた費⽤は返還いたしませんのでご注意ください。 

年 月 日 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【2】 ドメイン取得情報 ※既にドメインをお持ちの⽅は記⼊不要です。 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 

【希望ドメイン名】 

記⼊例 
ダブルアイイーエルディー 

.com .net .org .biz .info .jp
 wield 

第 1 希望 
エスエイチエルエービー 

.com .net .org .biz .info .jp
 shlab 

第 2 希望 
エスエイチエルエービー 

.com .net .org .biz .info .jp
 shlab 

第 3 希望 
エスエイチエルエービーハイフォンオーエスエーケーエー

.com .net .org .biz .info .jp
 shlab-osaka 

※ 取得可能なドメインかどうかは「http://www.onamae.com/advanced/」で検索して、取得できるかどうかご確認ください。 
※ ドメインの取得作業は初回請求のご⼊⾦の確認後に⾏いますので、タイミングによってはご記⼊時の希望のドメインが取得できない場合がございます。 
※ ドメインを取得する場合、取得代⾏費⽤と初年度費⽤は無料サービスですが、2 年⽬以降から年間維持費が必要です。 

【2 年⽬以降の契約更新費⽤】 

ドメイン種別 年間費⽤
gTLD ドメイン名（.com/.net/.org/.biz/.info） 5,000 円（税抜き）
汎⽤ JP ドメイン名（.jp） 8,000 円（税抜き）

 

【ドメイン取得に関する同意事項】 
※ 弊社はＧＭＯインターネット株式会社がレジストラーとして⾏うドメイン登録サービス「お名前.com」のリセールパートナーのため、ドメインの取得はお名前.com を通じて⾏います。その

ため、弊社が代⾏するドメインの取得、更新、トランスファーなどにかかわる規約は、®お名前.com の規約（http://www.onamae.com/agreement/index.html）に準じるものとし、お客
様はその規約に同意の上、お申し込みください。また弊社が代⾏しましたドメインに対するご質問などは弊社が承ります。 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

【3】 ドメイン登録者情報（独⾃ドメイン取得をご希望された⽅のみご記⼊） 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
ドメイン取得の際、ドメイン公開情報（WHOIS）の登録者情報（Registrant）につきましては、以下に⼊⼒いただいたお客様の情報で登録させて頂いております。下
記項⽬をすべてご記⼊ください。（但し、種別が「個⼈」の場合は組織名（ローマ字）のご記⼊は不要です。また建物名（ローマ字）、FAX 番号は任意でご記⼊ください。） 
 

項⽬名 設定内容 記⼊例 説明 

種別 法⼈ 法⼈ 「法⼈」か「個⼈」とご記⼊ください。 

お名前（ローマ字） （姓） Hashimoto （名） Seiji （姓） 

Hashimoto 

（名） 

Seiji 

登録者のお名前をローマ字でご記⼊ください。 

組織名（ローマ字） SHLab Co.,Ltd. SHLab Co.,Ltd. 種別が「法⼈」の場合のみご記⼊ください。 

国 JAPAN JAPAN 事業所が⽇本以外の場合はご相談ください。 

郵便番号 536-0014 536-0014 事業所の郵便番号をご記⼊ください 

都道府県 ⼤阪府 ⼤阪府 事業所の都道府県をご記⼊ください。 

市区（ローマ字） JOTO-KU OSAKA-SHI JOTO-KU OSAKA-SHI 市区をローマ字でご記⼊ください。例）⼤阪市城東区 

町村番地（ローマ字） 3-5-31 Shiginonishi 3-5-31 Shiginonishi 番地－町村の順番でご記⼊ください 

建物名（ローマ字） SHLab Tower 19F SHLab Tower 19F 建物名をローマ字でご記⼊ください 

電話番号 06-6657-5230 06-6657-5230 電話番号をご記⼊ください。 

FAX 番号 6-6657-5231 06-6657-5231 FAX 番号をご記⼊ください（任意） 

連絡先メールアドレス info@shlab.jp info@shlab.jp メールアドレスをご記⼊ください 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【4】 ホームページ概要 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
ホームページの基本となる項⽬をご記⼊ください。 

項⽬名 ⼊⼒内容 説明 

ホームページ名 （記⼊例）エスエイチラボ株式会社・中⼩企業のシステム導⼊をトータルでサポート 

エスエイチラボ株式会社・中⼩企業のシステム導⼊をトータルでサポート 

ホームページ名はブラウザなどに表⽰するホームページのタイトルで
す。全ページに表⽰します。このサイト名は検索エンジンの検索結果
のタイトルに表⽰されなど、SEO 対策でも重要な要素です。 

ホームページ説明 エスエイチラボは中⼩企業の信頼できるシステムパートナーとして、効果的なシステム導⼊

をサポートいたします。システムコンサルティングから WEB システム構築、 ソフトウェア

の開発までシステムの事ならお気軽にご相談ください。

Google など検索エンジンで検索結果に表⽰される部分です。トップペ
ージが検索結果に表⽰された場合に表⽰される⽂章をご記⼊くださ
い。この⽂章は各ページ単位で設定ができます。 

CopyRight （記⼊例）Copyright(c) 2011 エスエイチラボ株式会社 All Rights Reserved. 

Copyright(c) 2011 エスエイチラボ株式会社 All Rights Reserved. 

CopyRight は全ページの下部に表⽰する内容の設定です。 

共通キーワード （記⼊例）システム導⼊,中⼩企業.エスエイチラボ 

システム導⼊,中⼩企業.エスエイチラボ 

検索エンジンでどのようなキーワードで検索した⽅に御社のホームペ
ージを⾒に来て欲しいのか主となるキーワードを 5 個以内の単語でご
記⼊ください。キーワードは各ページ単位で変更ができます。 

問合せメールアドレス （記⼊例）wield@shlab.jp. 

info@shlab.jp 

ホームページから問い合わせがあった場合に、問合せがあったことを
知らせるメールアドレスをご記⼊ください。 

 

   

 

 

 

 

 

ホームページ名 

ホームページ説明 

CopyRight 

※Google での検索結果 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【5】 トップページ新着情報設定 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
トップページに更新したページの情報を新着情報をとして表⽰⽅法を記⼊ください。 

項⽬名 設定内容 説明 

新着情報 
新着を表⽰する 新着を表⽰しない

 
トップページに新着情報を表⽰するかどうかの設定です。 
「新着を表⽰する」、「新着を表⽰しない」のどちらかを選択してください。 

⽇付表⽰ 

 
⽇付を表⽰する ⽇付を表⽰しない

 
新着情報にページの更新⽇を表⽰するかどうかの設定です。 
「⽇付を表⽰する」、「⽇付を表⽰しない」のどちからを選択してください 

表⽰タイトル （記⼊例）「新着情報」、「お知らせ」など 

新着情報 

新着情報に表⽰するタイトルの設定です。「新着情報」、「Whatʼs New」、「サ
イト更新のお知らせ」などお好みのタイトルを設定できます。 

表⽰件数 （記⼊例）5 件 

3 件 

新着情報に表⽰する件数の設定です。 

【新着情報に⽇付を表⽰する場合】 【新着情報に⽇付を表⽰しない場

表⽰タイトル 

【新着情報を表⽰しない場合】 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【6】 ヘッダー画像・ホームページデザイン設定（標準パックでヘッダー画像をご希望の⽅のみご記⼊） 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
ホームページに表⽰するタヘッダー画像を無料で作成いたします。タイトル画像作成ページ（http://www.wield.jp/order/sample.php）よりお客様のイメージに近いデザインをお選びください。 

項⽬名 ⼊⼒内容 説明 

サイト⾊ 

 

（記⼊例）マリーン 

アクア 
下記１５種類の中からお好みの⾊をお選びください。 
■マリーン ■ターキーブルー ■⻘⾊ ■⾚紫 ■⻘紫 ■錆⾊ ■紅⾊  
■⻩⼟⾊ ■モスグリーン ■アズキ ■銅 ■濃紫 ■緑 ■グラスグリーン ■アクア 

タイトル画像 背景デザイン（※1） （記⼊例）グリッド 

グリッド 

下記８種類の中からお好みのデザインをお選びください。 

①グリッド ②陰影 ③⽔平線 ④垂直線 ⑤対⾓線 ⑥網状線 ⑦鍵盤 ⑧ワッフル ⑨無地 

フォントタイプ(※2) （記⼊例）ＭＳ ゴシック 

メイリオ 

下記１０種類の中からお好みの⾊をお選びください。 
①ＭＳ ゴシック ②HG ゴシック E ③ＭＳ 明朝 ④HG 明朝 E ⑤HG 行書体 ⑥HG 教科書体 
⑦HG 創英ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ EB ⑧HG 正楷書体 ⑨HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体 ⑩HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO ⑪メイリオ 

タイトル(※2) （記⼊例）ホームページ作成 WIELD 

エスエイチラボ株式会社

タイトル画像に表⽰するタイトルをご記
⼊ください。 

キャッチコピー、他 

(※3) 

（記⼊例）「税⾦の事ならお任せください！」をタイトルの下に表⽰。電話番号、営業時間、住所を右側に表⽰する。 

「⼤阪の Access 開発のエキスパート」をタイトルの上に表⽰する

キャッチコピーなどをヘッダーに表⽰し
たい場合はご記⼊ください 

  【ヘッダー画像サンプル】

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

※1【背景デザイン】

企業ロゴなどのロゴをお持ちの場合は、ロゴ画像データファイルをメールにて添付してご提供ください。 
背景デザインに企業ロゴを挿し込んだタイトル画像を作成いたします。 

※2 

ロゴデータ 

背景デザイン（※1） 

タイトル・フォントタイプ（※2）

サンプル キャッチコピー、他(※3) 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【7】 トップページメイン画像設定（標準パックでメイン画像をご希望の⽅のみご記⼊） 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
トップページに表⽰するキャッチコピー画像を無料で作成いたします。キャッチコピー画像をご希望の場合はキャッチコピーと背景にしたい横幅が 900 ピクセル以上の画像データファイルをメー

ルに添付してご提供ください。特に背景にしたい画像がない場合は、背景テンプレート画像(http://www.*****/)の中からお好きな画像をお選びください。 
項⽬名 ⼊⼒内容 説明 

キャッチコピー 

 

（記⼊例） 
システム活用を通じてクライアントと共に成長し、 

「信頼と笑顔を創り出す」 

システム活用を通じてクライアントと共に成長し、 

「信頼と笑顔を創り出す」 

キャッチコピーを表⽰したいフォントタイプでご記⼊ください。 
複数⾏のキャッチコピーの場合は改⾏した状態でご記⼊ください。 

背景画像イメージ （記⼊例）01_001 

05_028 

背景テンプレート画像 http:// www.*****/)の中からお好きな
画像をお選びください。 

※ 初期設定した画像以外にお客様の好みにあった画像がある場合は管理者サイトよりキャッチコピー画像を変更することができます。 

 

  イメージに合う背景画像を弊社でピックアップし、その画像にキャッチコピーを記⼊ トップページのメニュー画像に登録 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【8】 会社概要・店舗情報・地図 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
会社概要や店舗情報などをメニューとして表⽰したい場合はご記⼊ください。 

【設定内容】 

項⽬名 内容 

商号 エスエイチラボ株式会社 

SHLab Co.,Ltd. 

本社 〒536-0014 ⼤阪市城東区鴫野⻄ 3-5-31 

TEL : 06-6657-5230  FAX : 06-6657-5231

代表者 代表取締役 橋本 誠司 

創業 2008 年 4 ⽉ 

設⽴ 2011 年 4 ⽉ 

資本⾦ 1,000,000 円 

所属団体 ・⼤阪商⼯会議所 

・⼤阪府中⼩企業家同友会  

事業概要 ・システムコンサルティング 

・WEB マーケティング／WEB システム開発・運⽤ 

・ソフトウェア(Microsoft Access)の委託開発 

・IT 関連セミナー講師   

代理店 ・お名前.com リセールパートナー 

  

 

【GoogleMap を表⽰する場合の住所】※GoogleMap を表⽰する場合のみご記⼊ください 
住所 

⼤阪市城東区鴫野⻄ 3-5-31 

設定内容 

Google Map 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【9】 問い合わせ項⽬設定 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
問い合わせメニューの⼊⼒フォームの項⽬の設定です。ホームページから問い合わせを受け付けるときに問い合わせ者に⼊⼒させたい項⽬（貴社で管理したい項⽬）をご記⼊ください。 

⼊⼒フォームに設定できる項⽬はテキスト項⽬（単⽂）が 10 個、テキストエリア項⽬（複⽂）が 5 個を⾃由に設定することができます。 

【設定内容】 

⼊⼒タイプ（※） 表⽰名 項⽬説明 必須 

テキスト お名前 例）⽇本 太郎 ○ 

テキスト お名前 例）⽇本 太郎 ○ 

テキスト メールアドレス 例）nippon@shlab.jp ○ 

テキストエリア お問合せ内容 ※できるだけ詳しくご記⼊ください. ○ 

テキスト 御社名 例）エスエイチラボ株式会社    

テキスト 業種   

テキスト 役職 例）代表取締役  

テキスト お電話番号 例）06-1234-5678  

テキストア お電話での回答 希望する場合は「希望する」とご記⼊ください。  

テキスト ご連絡希望時間 （例）午前中、14 時以降  ※ご希望時間にお電話で
きない場合もございますのでご了承ください  

 

    

    

    

    

    

    

（※）⼊⼒タイプ：「テキスト」（単⽂）、「テキストエリア」（複⽂）のどちらかをご記⼊ください  

テキスト 

テキストエリア 
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─■□■────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
【10】 メニュー・カテゴリ構成 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────■□■─ 
業種テンプレートを使わない場合や、ホームページの構成を決めている場合はメニューとカテゴリをご記⼊ください。 

■ メニュー（※「ホーム」以外のメニューをご記⼊ください。「ホーム」は⾃動で作成されます。） 

WEB システム開発 Access 開発 システム活⽤術 採⽤情報 会社概要 お問い合わせ Access 開発 

■ カテゴリ（メニューに属するサブメニュー的な役割） 

WEB システムの活⽤ 初めてのお客様へ ＩＴ活⽤のヒント  代表者挨拶 個⼈情報の取扱いについて 初めてのお客様へ 

お客様の声 サービス⼀覧 ホームページ活⽤のヒント  お知らせ  サービス⼀覧 

 画⾯・帳票サンプル     画⾯・帳票サンプル 

 導⼊までのステップ     導⼊までのステップ 

       

       

       

       

       

       

 
      

記⼊例 

メニュー 

カテゴリ 


