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ホーム
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(税込)

低コスト

LPガス販売事業者様向け

スピーディ スマホ対応

テンプレート活用で、簡単に制作ができます!!

初年度
費用

ホームページ制作サービス依頼書
<ご依頼内容>
□ ホームページ制作について相談したい

□ ホームページの制作を依頼したい
□ かんたんパック □ オリジナル制作

※ご担当者様にお打ち合わせ日時ご確認のご連絡をさせて頂きます。

※該当項目をチェックしてください。

※該当項目をチェックしてください。

※ご希望のプランをチェックしてください

FAX：043-298-1141

株式会社シーエスクリエイト
お申込み頂きました内容について、後程ご担当者様へご確認申し上げます。

〒262-0033　千葉県花見川区幕張本郷 1-5-4 幕張本郷ビル 201　FAX:043-298-1141　https://www.cs-create.co.jp
☎043-298-114０

受付時間：月～土曜日　10:00～17:00
※祝日・GW・年末年始・夏季休暇等を除く
※社会情勢などにより受付時間が変更となる場合がありますinfo@cs-create.jp

mail

<お申込者様情報>

<オプションコンテンツ>

□ ガスコンロ選びのポイント　　　　　□ 給湯器交換時期の目安
□ レンジフード交換時期の目安　　　　□ ガスコンロで節電

その他
ご質問

会社名

電話番号

ご担当者名

メールアドレス

ご質問・ご要望がございましたらこちらにご記入ください。

かんたんパック
□ A:ブルー　    　□ B:ピンク　    　□ C:オレンジ   　□ D:グリーン   　□ E:ネイビー

企業名

ご住所
〒

電話番号

営業時間・休日

取扱商品
サービス

ひとことPR

ご希望のイメージカラーを選択の上、掲載内容をご記入ください。



コロナ禍で変わった購買行動

人材を本気で採用するなら自社ホームページが必須

ご存知ですか！？

・良いと思ったものを、躊躇なく買うようになった

・今まで使っていないネットでの購入・申込みが増加した

・あらかじめ計画し、予定外の購入を減らした

・割高でも気に入ったものを買うようになった

・高くても、長く使えるものを選ぶようになった

あったらいい機能 ...
こんな機能が ... アフターフォロー

メンテナンスは ...

インターネット、DMなど

「志望動機の研究」に有益な情報源
個別企業のホームページ

個別企業の説明会

就職情報サイト

インターンシップ

インターネット上の情報

入社案内 /会社案内

合同企業説明会

学内セミナー

就職四季報

新聞 /ビジネス雑誌

※上位3つまでの複数回答　※2019年7月調査
0.0　　 　　　　　20.0　　 　　　　　　40.0　　 　　　　　　60.0(%)

2020年卒者
2019年卒者

58.9
57.2

49.6

31.6

20.7

20.0

20.7

9.7

8.2

6.0

4.7

44.6

32.6

23.2

21.6

19.9

10.1

6.1

5.7

4.3

コロナで変わった購入手段
70代の約6割がインターネットで購入決定していることを
コロナ禍の「おうち時間」は、もともと欲しいと思っていたものを探す格好の機会となり

ました。販促会議編集部の「衝動買いに関する調査 2021」の結果によると、経済的余裕

があり購買意欲が高いシニア層では「インターネットを利用して商品購入・申込」が高く

なっており、中でも70代以上が 57.5%と増加しています。
※インターネット利用率はパソコン利用時の数値　※スマホ利用は7.5%

（株）ディスコキャリタスリサーチ2020年新卒採用ホームページに関する調査によると
ホームページの無い企業は「入社・募集はしない方がいい」と判断されがちです。
本気で人材を確保されるなら、ホームページの活用が必須といえます。

1

検索

口コミの評判は ...
お客様の声は ...

2９,８00円～(税込)(税込)

ホームページを持ちたい方へ！

まず、「会社情報」と「事業内容」を案内したい方へ。

初年度
費用

・基本情報（写真２点まで掲載）　・事業内容（写真３点掲載）●掲載内容

●イメージカラー
　下記５パターンよりお選び頂きます。

A.ブルー B.ピンク

D.グリーン E.ネイビー

C.オレンジ

※ホスティング費用は年契約のみとなります。月単位でのご契約はできません。
※掲載内容の変更は別途見積となります。
※本サービスをご利用頂く場合のドメインは当社にて取得し提供致します。
※２年目以降、変更のない場合は、ホスティング費用（年額8,800円（税込））のみのご請求となります。

かんたんパック

＜料金内訳＞
ホスティング費用
(サーバー・ドメイン費) 制作費用

8,800円 21,000円+(税込) (税込)

※事業内容詳細ページはご支給頂く原稿の内容によって、デザインレイアウトが変更になる場合がございます。

2

とりあえず、とりあえず、



オプションサービス（コンテンツ）
かんたんパックに下記のオプションを加えて、ガス機器の購入促進の一助とします。

3

ガスコンロ選びのポイント
3,300円 ( 税込 )/年 3,300円 ( 税込 )/年

3,300円 ( 税込 )/年 3,300円 ( 税込 )/年

※コンテンツイメージ ※コンテンツイメージ

※コンテンツイメージ ※コンテンツイメージ

給湯器交換の目安

レンジフード交換の目安 ガスコンロで節約

エコジョーズは使う分だけお湯を沸かす瞬間式のため、放
熱ロスやお湯が余るといったムダがありません。
お湯切れの心配もなく、家族のライフスタイルに合わせて、
いつでもパワフルな給湯可能です。

給湯器交換の目安

光熱費コストを考えるとやっぱりエコジョーズ がおトク！

家庭で消費されるエネルギー量をご存知ですか？

年間
ランニングコスト
98,460円

年間
ランニングコスト

従来のタイプ

116,570円

【光熱費コスト比較】

年間で

おトク !
約18,100円

※リンナイ㈱
　ホームページより

【世帯あたりのエネルギー消費源単位と用途別エネルギー消費の推移】
● 資源エネルギー庁「平成28年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書2017より）

家庭で消費されるエネルギー量をご存知ですか？
実は、約1/4が給湯に使われているのです。
毎日使うお湯だからこそ、給湯器は省エネ性にこだわって
選びましょう！

お湯切れの心配もありません

エコジョーズなら２Ｆのシャワーや３ケ所同時使用もお手
のもの。
エコジョーズなら清潔なお湯を好きな時に好きなだけ使え
ます。

給湯
28.9%動力・照明他

37.3%

厨房
9.3%

冷房 2.2%

暖房
22.4%

2 箇所同時使用や、2Fでもたっぷりのお湯を確保できる

上記の症状がでたら、
当社へお問い合わせください！
点検・お見積は無料です！

こんな症状が出たら交換時です！

給湯器の寿命は10年～15年と言われています。
また、製造中止から10年経過しますと修理部品の供給ができない場合があります。

お湯の出が悪くなった

お湯になるのに時間がかかる

燃焼音が大きくなった

雨が降るとつかなくなった

設定温度にならない

追い焚きができなくなった

自動お湯張りの水位が一定でない

長く使うほど「家計」と「暮らし」にやさしい省エネ給湯器

■ 便利な給湯機能

■ 号数のめやす

湯はりから、おいだき、保温、たし湯まで、
すべてオートおまかせ全自動。

湯はりから、おいだき、保温までが自動。

オートタイプ

フルオートタイプ

スイッチポンで
お湯張り開始

適温・適量で
STOP

自動保温
（追いだき）

自動たし湯
（設定水位まで）

スイッチポンで
お湯張り開始

適温・適量で
STOP

自動保温
（追いだき）

ワンタッチでたし湯
（24ℓの注湯）

機　能

おいだき配管
自動洗浄

入浴検知による
自動沸きあげ 残り湯の

沸かし直し
〈ふろ自動〉を
押した場合

自動たし湯

フルオート

オート

浴槽の栓を抜いたときに、お
いだき配管をきれいなお湯
で洗い流します。

浴槽の湯量が減った場合、自
動的に設定水位まで「たし
湯」をします。

浴槽に人が入ったことを自動
で検知し、ぬるくなったお湯
を沸きあげます。

設定水位まで
湯量を自動調節

湯量にバラツキ
が起こります

2人家族の場合 20号がおすすめ！たくさんお湯を使うことの
少ない2人家族なら…

4人家族の場合 24号がおすすめ！

春・秋：水温17℃、設定温度42℃の場合
冬：水温5℃、設定温度42℃の場合

20号

24号

シャワーと給湯の
同時使用が可能なゆとりのパワー

余裕のパワーで冬でも
シャワーと給湯が同時にできます

10L/分 16L/分 20L/分 24L/分

シャワー
約16.9号

キッチン
約7号

おいだき

合計が
約23.9号

上記の症状がでたら、
当社へお問い合わせください！
点検・お見積は無料です！

ガスコンロ選びのポイント

お手入れがラク
吹きこぼれもさっと拭けるフ
ラットな形状と、取り外しやす
いゴトクで簡単なお手入れだけ
でキレイを保ちます。

先進の安全機能
安全機能（Safety）と便利機能
（Support）を充実させるため、
全てのバーナーに一歩進んだ賢
い温度センサーを搭載していま
す。

コンロ機能
火力の自動調節や温度調節をは
じめ、炊飯機能やグリルタイ
マーなど、多彩な便利機能を搭
載しています。

グリル
新しいグリルは、水を使わず、
一気に上下から火を入れる両面
焼きがスタンダード。短時間で
食材を美味しく焼き上げます。

ご存知ですか？

ガスコンロはここまで進化しています！

ガスコンロ選びのポイント！ おすすめ機能のご紹介

お手入れのしやすさを追求したこだわり設計

グリルは分解できて、お掃除ラクラク。焼き網はフラット形状でお手入れしや
すく、クリアコート加工のグリル皿は、水でサッと洗い流すだけ。

1 2 3 4

しっかり洗えて、いつでも清潔。気持ちよく調理できます。
グリル部

01 02

0304
煮こぼれが入りません

熱を分散

コンロ部
ごとくを外して、サッとひと拭きで楽々キレイ！

01 汚れをはじくはっ水加工
     煮こぼれが溜まりにくい傾斜設計

02 バーナーリングの温度を下げて
     焦げつきを抑える
     ヒートシンク構造

03 アルミパネルでトッププレートの
      表面温度を抑える
     イージークリーン

04 器具内部への煮こぼれの侵入を防ぐ
      シールド構造

多彩な便利機能で料理のレパートリーが広がります

W温度おまかせ
左右同時に 130℃～220℃の幅広い温度調節機能。

●調理温度の目安
140℃ ハンバーグ／ 160℃ からあげ／ 180℃ お好み焼き／ 200℃ ポークソテー

130℃ 180℃ 220℃

コンロタイマー
コンロを、お好みの設定時間で自動消火。
「ゆですぎ」「煮すぎ」を防ぎます。

シチューを10分煮込む

タイマーボタンで10分に設定

10分後にはタイマー終了の
合図とともに自動消火します

温度調節機能
揚げる材料に応じて、お好みの温度に設定すれば、
火加減を自動調節。油の温度変化を抑えて、カラッと
美味しく出来上がります。

天ぷらを揚げる

温度設定スイッチで
180℃に設定

設定温度になったらお知らせ
180℃で火力を自動調節します

こんな症状が出たら交換時です！

もっと便利に！ もっと安全に！

火がつきにくい。
火が赤くなる。
なべの底が黒くなる。
調理の途中で火が消える。

焼きムラが出るようになった。
過去に何度か修理している。
火口やごとくの形が変わってきた。
天板やごとくの汚れが落ちにくく、錆びてきた。

レンジフード交換の目安

レンジフードが、よりおしゃれに、お手入れしやすく変身！

コンロと一緒に取り替えて、さらに便利！

こんな症状が出たら交換時です！

レンジフードとコンロを取り替えて笑顔のキッチンに！

■ 取り替えはかんたん！

before after

レンジフードやガスコンロを長くお使いの方の多くが「日頃のお掃除が大変」だと感じています。
また、レンジフードは取り替えできないものとあきらめていませんか？
しかし違います！レンジフードは簡単に取り替えができるのです！
レンジフードやガスコンロの取り替えは当社におまかせください！

油汚れでギトギトのレンジフードは
お掃除が大変！

いまお使いのレンジフード
を取り外します。

新しいレンジフード を付けて上部に
前幕板を付ければ取り替え完了です。

レンジフードを取り換えると
お掃除カンタンで、とっても快適！

換気扇からの
取り替えも可能

お掃除しても汚れがキレイに取れない

フィルターが茶色く汚れている

フード内の溝に油が溜まる

換気扇を使っているのに、ニオイが残る（吸込みが悪い）

キッチン全体がベタベタしている

油の嫌なニオイがする

運転音がうるさくなった

換気扇まわりの掃除が面倒

油汚れやニオイが取れない

フィルタが無いから
お手入れカンタン！

これで解決！

カンタン！カンタン！カンタン！カンタン！

整流板効果で
油煙の吸引速度が

アップ！

これで解決！

スピーディ！スピーディ！スピーディ！スピーディ！

レンジフードを消し忘れる

ビルトインコンロ連動タイプなら
消し忘れの心配なし！

これで解決！

安心！安心！安心！安心！ 節電にも一役節電にも一役節電にも一役節電にも一役

自動で換気！ 自動で停止！

ガスコンロで節電

コンロ炊飯で

上手に節電！上手に節電！

家電を使った調理をガスに切り替えるだけで、
十分に節電が出来るのです！

ガス火で炊いてふっくらごはん

できること

１

電気炊飯器で炊いていたごはんをガス火
で炊くと、節電できる上にふっくらおい
しいごはんが炊き上がります！

電気炊飯器の消費電力
約1,300Wを節約！※

で炊いて節電！で炊いて節電！
電気
炊飯器

ガス
コンロ

自動炊飯
自動炊飯機能なら、ボタン一つで
おいしいごはんが炊けます。

できること

2
できること

3
できること

4
湯わかしを

ポットからガス火へ
電子レンジの代わりに
グリルであたため調理

グリルは
トースター代わりにも

自動湯わかし
自動湯わかし機能なら、お湯がわいた後

自動的に消火します。

ポットをガス火に変えることで
節電にもつながります。

電気ポットの消費電力
約800Wを節約！※

でわかして節電！でわかして節電！電気
ポット

ガス
コンロ

電子レンジがなくても、コンロのグリル機能で
あたためができ、節電にもつながります。

あたため機能
グリルのあたため機能で、

電子レンジがなくても調理可能です。

電子レンジの消費電力
約1,400Wを節約！※

であたため直して節電！であたため直して節電！電子
レンジ

ガス
コンロ

オーブントースターの代わりに、グリル機能を
使うことで、節電しながらおいしく調理！

グリル調理
グリル機能があれば、

トーストもこんがり焼きあがります。

オーブントースターの消費電力
約1,000Wを節約！※

で焼いて節電！で焼いて節電！オーブン
トースター

ガス
コンロ

※写真はイメージです

ガス機器ではじめる、節電・節約テクニック！ガスで節電！

ガスコンロなら停電時も安心！ 万が一の停電時にもガスコンロなら乾電池で動くので安心です。
※100V電源が必要な機器を除く。ただし乾電池で短時間使用できるタイプもあります。

搭載機能は機種によって異なります。出典：資源エネルギー庁「家庭の節電対策メニュー」（平成23年 5月）調べ
※これは定格消費電力の一例であり、実際の消費電力は、製品の種類、使用方法等により異なります。電力（W）は、消費電力を示す単位です。

ガスコンロで節電

コンロ炊飯で

上手に節電！上手に節電！

家電を使った調理をガスに切り替えるだけで、
十分に節電が出来るのです！

ガス火で炊いてふっくらごはん

できること

１

電気炊飯器で炊いていたごはんをガス火
で炊くと、節電できる上にふっくらおい
しいごはんが炊き上がります！

電気炊飯器の消費電力
約1,300Wを節約！※

で炊いて節電！で炊いて節電！
電気
炊飯器

ガス
コンロ

自動炊飯
自動炊飯機能なら、ボタン一つで
おいしいごはんが炊けます。

できること

2
できること

3
できること

4
湯わかしを

ポットからガス火へ
電子レンジの代わりに
グリルであたため調理

グリルは
トースター代わりにも

自動湯わかし
自動湯わかし機能なら、お湯がわいた後

自動的に消火します。

ポットをガス火に変えることで
節電にもつながります。

電気ポットの消費電力
約800Wを節約！※

でわかして節電！でわかして節電！電気
ポット

ガス
コンロ

電子レンジがなくても、コンロのグリル機能で
あたためができ、節電にもつながります。

あたため機能
グリルのあたため機能で、

電子レンジがなくても調理可能です。

電子レンジの消費電力
約1,400Wを節約！※

であたため直して節電！であたため直して節電！電子
レンジ

ガス
コンロ

オーブントースターの代わりに、グリル機能を
使うことで、節電しながらおいしく調理！

グリル調理
グリル機能があれば、

トーストもこんがり焼きあがります。

オーブントースターの消費電力
約1,000Wを節約！※

で焼いて節電！で焼いて節電！オーブン
トースター

ガス
コンロ

※写真はイメージです

ガス機器ではじめる、節電・節約テクニック！ガスで節電！

ガスコンロなら停電時も安心！ 万が一の停電時にもガスコンロなら乾電池で動くので安心です。
※100V電源が必要な機器を除く。ただし乾電池で短時間使用できるタイプもあります。

搭載機能は機種によって異なります。出典：資源エネルギー庁「家庭の節電対策メニュー」（平成23年 5月）調べ
※これは定格消費電力の一例であり、実際の消費電力は、製品の種類、使用方法等により異なります。電力（W）は、消費電力を示す単位です。

上記の症状がでたら、
当社へお問い合わせください！
点検・お見積は無料です！

ガスコンロ選びのポイント

お手入れがラク
吹きこぼれもさっと拭けるフ
ラットな形状と、取り外しやす
いゴトクで簡単なお手入れだけ
でキレイを保ちます。

先進の安全機能
安全機能（Safety）と便利機能
（Support）を充実させるため、
全てのバーナーに一歩進んだ賢
い温度センサーを搭載していま
す。

コンロ機能
火力の自動調節や温度調節をは
じめ、炊飯機能やグリルタイ
マーなど、多彩な便利機能を搭
載しています。

グリル
新しいグリルは、水を使わず、
一気に上下から火を入れる両面
焼きがスタンダード。短時間で
食材を美味しく焼き上げます。

ご存知ですか？

ガスコンロはここまで進化しています！

ガスコンロ選びのポイント！ おすすめ機能のご紹介

お手入れのしやすさを追求したこだわり設計

グリルは分解できて、お掃除ラクラク。焼き網はフラット形状でお手入れしや
すく、クリアコート加工のグリル皿は、水でサッと洗い流すだけ。

1 2 3 4

しっかり洗えて、いつでも清潔。気持ちよく調理できます。
グリル部

01 02

0304
煮こぼれが入りません

熱を分散

コンロ部
ごとくを外して、サッとひと拭きで楽々キレイ！

01 汚れをはじくはっ水加工
     煮こぼれが溜まりにくい傾斜設計

02 バーナーリングの温度を下げて
     焦げつきを抑える
     ヒートシンク構造

03 アルミパネルでトッププレートの
      表面温度を抑える
     イージークリーン

04 器具内部への煮こぼれの侵入を防ぐ
      シールド構造

多彩な便利機能で料理のレパートリーが広がります

W温度おまかせ
左右同時に 130℃～220℃の幅広い温度調節機能。

●調理温度の目安
140℃ ハンバーグ／ 160℃ からあげ／ 180℃ お好み焼き／ 200℃ ポークソテー

130℃ 180℃ 220℃

コンロタイマー
コンロを、お好みの設定時間で自動消火。
「ゆですぎ」「煮すぎ」を防ぎます。

シチューを10分煮込む

タイマーボタンで10分に設定

10分後にはタイマー終了の
合図とともに自動消火します

温度調節機能
揚げる材料に応じて、お好みの温度に設定すれば、
火加減を自動調節。油の温度変化を抑えて、カラッと
美味しく出来上がります。

天ぷらを揚げる

温度設定スイッチで
180℃に設定

設定温度になったらお知らせ
180℃で火力を自動調節します

こんな症状が出たら交換時です！

もっと便利に！ もっと安全に！

火がつきにくい。
火が赤くなる。
なべの底が黒くなる。
調理の途中で火が消える。

焼きムラが出るようになった。
過去に何度か修理している。
火口やごとくの形が変わってきた。
天板やごとくの汚れが落ちにくく、錆びてきた。

エコジョーズは使う分だけお湯を沸かす瞬間式のため、放
熱ロスやお湯が余るといったムダがありません。
お湯切れの心配もなく、家族のライフスタイルに合わせて、
いつでもパワフルな給湯可能です。

給湯器交換の目安

光熱費コストを考えるとやっぱりエコジョーズ がおトク！

家庭で消費されるエネルギー量をご存知ですか？

年間
ランニングコスト
98,460円

年間
ランニングコスト

従来のタイプ

116,570円

【光熱費コスト比較】

年間で

おトク !
約18,100円

※リンナイ㈱
　ホームページより

【世帯あたりのエネルギー消費源単位と用途別エネルギー消費の推移】
● 資源エネルギー庁「平成28年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書2017より）

家庭で消費されるエネルギー量をご存知ですか？
実は、約1/4が給湯に使われているのです。
毎日使うお湯だからこそ、給湯器は省エネ性にこだわって
選びましょう！

お湯切れの心配もありません

エコジョーズなら２Ｆのシャワーや３ケ所同時使用もお手
のもの。
エコジョーズなら清潔なお湯を好きな時に好きなだけ使え
ます。

給湯
28.9%動力・照明他

37.3%

厨房
9.3%

冷房 2.2%

暖房
22.4%

2 箇所同時使用や、2Fでもたっぷりのお湯を確保できる

上記の症状がでたら、
当社へお問い合わせください！
点検・お見積は無料です！

こんな症状が出たら交換時です！

給湯器の寿命は10年～15年と言われています。
また、製造中止から10年経過しますと修理部品の供給ができない場合があります。

お湯の出が悪くなった

お湯になるのに時間がかかる

燃焼音が大きくなった

雨が降るとつかなくなった

設定温度にならない

追い焚きができなくなった

自動お湯張りの水位が一定でない

長く使うほど「家計」と「暮らし」にやさしい省エネ給湯器

■ 便利な給湯機能

■ 号数のめやす

湯はりから、おいだき、保温、たし湯まで、
すべてオートおまかせ全自動。

湯はりから、おいだき、保温までが自動。

オートタイプ

フルオートタイプ

スイッチポンで
お湯張り開始

適温・適量で
STOP

自動保温
（追いだき）

自動たし湯
（設定水位まで）

スイッチポンで
お湯張り開始

適温・適量で
STOP

自動保温
（追いだき）

ワンタッチでたし湯
（24ℓの注湯）

機　能

おいだき配管
自動洗浄

入浴検知による
自動沸きあげ 残り湯の

沸かし直し
〈ふろ自動〉を
押した場合

自動たし湯

フルオート

オート

浴槽の栓を抜いたときに、お
いだき配管をきれいなお湯
で洗い流します。

浴槽の湯量が減った場合、自
動的に設定水位まで「たし
湯」をします。

浴槽に人が入ったことを自動
で検知し、ぬるくなったお湯
を沸きあげます。

設定水位まで
湯量を自動調節

湯量にバラツキ
が起こります

2人家族の場合 20号がおすすめ！たくさんお湯を使うことの
少ない2人家族なら…

4人家族の場合 24号がおすすめ！

春・秋：水温17℃、設定温度42℃の場合
冬：水温5℃、設定温度42℃の場合

20号

24号

シャワーと給湯の
同時使用が可能なゆとりのパワー

余裕のパワーで冬でも
シャワーと給湯が同時にできます

10L/分 16L/分 20L/分 24L/分

シャワー
約16.9号

キッチン
約7号

おいだき

合計が
約23.9号

レンジフード交換の目安

レンジフードが、よりおしゃれに、お手入れしやすく変身！

コンロと一緒に取り替えて、さらに便利！

こんな症状が出たら交換時です！

レンジフードとコンロを取り替えて笑顔のキッチンに！

■ 取り替えはかんたん！

before after

レンジフードやガスコンロを長くお使いの方の多くが「日頃のお掃除が大変」だと感じています。
また、レンジフードは取り替えできないものとあきらめていませんか？
しかし違います！レンジフードは簡単に取り替えができるのです！
レンジフードやガスコンロの取り替えは当社におまかせください！

油汚れでギトギトのレンジフードは
お掃除が大変！

いまお使いのレンジフード
を取り外します。

新しいレンジフード を付けて上部に
前幕板を付ければ取り替え完了です。

レンジフードを取り換えると
お掃除カンタンで、とっても快適！

換気扇からの
取り替えも可能

お掃除しても汚れがキレイに取れない

フィルターが茶色く汚れている

フード内の溝に油が溜まる

換気扇を使っているのに、ニオイが残る（吸込みが悪い）

キッチン全体がベタベタしている

油の嫌なニオイがする

運転音がうるさくなった

換気扇まわりの掃除が面倒

油汚れやニオイが取れない

フィルタが無いから
お手入れカンタン！

これで解決！

カンタン！カンタン！カンタン！カンタン！

整流板効果で
油煙の吸引速度が

アップ！

これで解決！

スピーディ！スピーディ！スピーディ！スピーディ！

レンジフードを消し忘れる

ビルトインコンロ連動タイプなら
消し忘れの心配なし！

これで解決！

安心！安心！安心！安心！ 節電にも一役節電にも一役節電にも一役節電にも一役

自動で換気！ 自動で停止！

オリジナルホームページの作成も賜りますオリジナルホームページの作成も賜ります
ご要望を反映した、目的・運用に合わせたオリジナルホームページを作成します。

サイト企画

原稿作成

動画・映像制作
写真や文章だけでは伝えきれないが、動画の活用で表現が可能になります。
プロモーション、ブランディングなどに効果的な動画制作を行います。

イラスト作成
イラスト作成やスタッフの似顔絵の描き起こしも対応可能です。

サーバー契約 /常時SSL対応
ホームページ公開時に準備が必要となるサーバーおよびドメイン契約を代行します。
常時SSL対応も行っております。

更新作業・メンテナンス

フルCMS（ワードプレス）ホームページ作成
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ホームページはあくまでも情報発信ツールのひとつでしかなく、ホームページを作れば必ず売り

上げが上がるわけではありません。ホームページは、マスメディアと同様に露出の多い媒体です。

チラシ、看板など他の広告媒体と合わせて活用することによりさらに購買誘導効果を高めます。

しかし、最も大切なのは広告媒体などで対面機会を創造した後の、お客様へのご対応が最重要と

考えます。

どんなホームページが効果的か、どんなコンテンツを掲載するべきかを、具体的に
ご提案いたします。

取材、原稿作成、原稿編集を代行します。SEO（検索エンジン最適化）を考慮し有効な
キーワードを盛り込んだ掲載内容へと仕上げます。

公開後の更新作業やページの追加・削除などの改修作業を行います。
他社で作成したホームページの更新作業も承っています。
※当社で新規（またはリニューアル）作成頂いたお客様には、1年間無償で更新対応致します。

「WordPress（ワードプレス）」を活用して、お客様の社内で簡単に更新作業が行える
ホームページをご提供します。

ホームページは、あくまでもひとつのツールですポイント

<ホームページ制作サービス一覧>



新型コロナウイルス等
対策実施中

マスクの着用 スタッフの検温 手指消毒の徹底

定期的な室内環境 スタッフの健康状態調査 清掃の徹底

ホームページの活用方法例

掲載内容例

※当社に作成依頼された方に、上記コンテンツを無償で提供致します。

・現金に触れる回数を減らすため、キャッシュレス決済を導入

・お客様宅訪問時にはマスクに加え、フェイスシールドを着用

・接客時のアルコール消毒やアルコール除菌シート常備

・テレワークに対応しているが電話受付は通常通り

※消費者庁ホームページ
https://www.shouhisyahigai-boushi.caa.go.jp/

※（例）千葉県LPガス協会不正勧誘抑止チラシ

大切なお客様を護りましょう

コロナ対策としてホームページを有効活用

「ＬＰガス料金が自由化になりました」
ＬＰガスは従来から自由料金制度で、最近自由化になった
わけではありません。

「適正価格で供給します」
ＬＰガスは自由料金ですので、適正価格は定められていません。

「解約手続きは当社が行います」
解約手続きは、お客様がご自身で現在の販売店へ連絡する
ことが大切です。連絡させない場合は要注意です。

悪徳勧誘チェックシート
該当項目がないか確認してみましょう。

名刺の提出、会社名・氏名を名乗ってますか？
まず、名刺をもらい、相手の素性を確認しましょう。

勧誘員（訪問者）はガス会社の社員ですか？
ガス会社の社員ではない場合がほとんどです。

驚く程安い価格を提示していませんか？
すぐ値上げをされる場合が多く報告されています。

不明点などありましたら当店または下記の「ＬＰガスお客様相談所」にお問い合わせください。

千葉県 L P ガ ス
お客様相談所 0120-122-128

こんなことも言ってきます!こんなことも言ってきます!

ここに販売店名と電話番号が
印刷されます

被害が増えています！
悪徳業者にご注意ください

ホームページの
ない会社は

信用できません！

国民生活センターから
注意情報が出ています！

詳しい説明を行わず、不当な契約を強行する訪問業者(悪徳業者)が増え、
問題となっています。その手段及び契約について後に問題になっている
ケースが各地で発生しています。
そのような事にならないよう、その手口（事例）をご紹介します。

ガスの法律が
変わったことを
ご存知ですか？

当社は
大手ですから
安心ですよ！

しつこい場合は、すぐに
警察に通報しましょう！

ご近所は皆さん
当社に切替え
ましたよ！

警察相談専用電話  #9110
被害に遭われたり、おかしいと感じたら
お近くの警察署、交番、又は上記へ
通報しましょう。
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ホームページには、コロナ対策のお知らせは必ず載せましょう。
ネットでお客様がホームページを閲覧し、ホームページにコロナ対策が掲載されていない
と信頼度ダウンが危険性があります。

例えば悪徳ブローカーから大切なお客様を護るためにご利用されているチラシ等の掲載や、
消費者庁のホームページにリンクを貼るなど、できるだけ多くの情報を発信しお客様に
注意を促しましょう。

CHECK

CHECK

価格競争を避けて「成果を出すホームページ」3つのポイント

信頼感を与える

ターゲットを明確にする

他社と差別化する

注文や予約を増やす

資料請求を増やす

見積もり依頼を増やす

相談や診断の申し込みを増やす

商談希望の問合せを増やす

プレゼント等の応募を増やす

メールマガジンの読者を増やす

会員の申込みを増やす
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多くのお客様は、賢くて疑い深く、広告やホームページの掲載内容をそのまま
信じてくれません。だからこそ、誠実な会社であることをホームページで表現
することが大切であり、値段だけで判断しない賢明なお客様から選ばれる理由
になります。

ホームページの活用ができていないということは、ホームページの役割がはっきりしていない、

あるいは目的に対して適切な役割を果たすように作られていないことに原因があると考えら

れます。

「売上を上げる」という目的に対して、ホームページにどのような役割を担わせるのかは、実態

にあわせてきちんと検討し、設計する必要があります。

「売上を上げる」という目的を達成するためにホームページが担う役割を例に挙げると、

ホームページが発信するメッセージは、「誰に見て欲しいか」を明確にすることで、
訴求力を高めます。ターゲットとは、性別、年齢、地域、所得等だけでなく、「悩み」
「不安」「嗜好」といった個人的な心理面まで踏み込む必要があります。

高額商品ほど、お客様は必ず他社と比較します。そのときに比較材料がないと
金額だけで比較します。しかし、アフターサービス・フォロー、メンテナス
体制等の特徴や強みがあれば金額以外での評価を得ることができ、効果的な
購買誘導が行えます。

ホームページの役割をしっかりと考えましょう！CHECK
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