ドメインやメールに関する設定
ホームページのアドレスであるドメイン（URL）を決めてく
ださい。通常は、会社名や店舗名、サービスの名称などをわ
かりやすく表すものにします。
そのドメインを取得してからホームページを制作します。

すでにドメインをお持ちの方はその旨ご連絡ください。
弊社でドメインをお預かりするか、DNS情報を書き換えさ
せていただくかのご相談をさせていただきます。

また、連絡に使用するメールアドレスもお決めください。
項目名

項目説明

サンプル（例）

希望するドメインが使用できるかどうか（空きがあるかどう
か）は、お名前.comで検索できます。
ドメイン

（.com .net .info .jpなどを選択してください）
http://www.onamae.com/
やり方がわからない方は、２つか３つ希望する候補をあげて

before-after-studio.com
ba-studio.jp
before-after.info

ください。こちらで検索します。
メール

お問い合わせ等に使用するメインのメールアドレスです。

アドレス１

慣例として、info にすることが多いです。

パスワード１

メールアドレス１の初期パスワードはこちらで決めてお知ら
せします。変更してからご利用になることをお勧めします。
メールアドレス１に来たメールを個人のメールアドレスなど

転送先１

に転送されたい方は、そのメールアドレスをご記入くださ
い。複数設定できます。

メール
アドレス２

希望するアドレス、転送先（複数可）をご記入ください。

アドレス３

たくさん必要な場合はリストにして提出ください。

staﬀ1@ba-studio.jp ⇒ suzuki@yahoo.co.jp

itoh@ba-studio.jp ⇒ itoh@yahoo.co.jp

稿するためのスマートフォンのメールアドレスをご記入くだ suzuki@ezweb.ne.jp
さい。
写真を投稿するためのスマートフォンが複数台ある場合は、

メール２

すべてのメールアドレスをご記入ください。

メール３

bas@yahoo.co.jp

BAS（Before After Studio）にビフォーアフターの写真を投

BAS投稿用
BAS投稿用

ba-studio@gmail.com

初期パスワードはこちらで設定してお知らせします。
サブとして使用するメールアドレス

メール１

odiutsabofni908

サブとして使用するメールアドレスも設定できます。

メール

BAS投稿用

info@ba-studio.jp

たくさんある場合はリストにして提出してください。
BASでは送られてきたメールのタイトルを見て、それぞれの
物件ごとに写真を管理します。
そのため、その写真がどの物件に該当するかの物件番号

物件番号

（コード）が必要です。

（コード）

物件番号（コード）はルールがきちんとしていれば（判別が
つけば）、数字でなくてもかまいません。

170105
横須賀Ｙ邸１月
鎌倉１７５

ただし、ホームページの投稿欄のタイトルの一部として使用
されますので、外部に公開してもよいものにしてください。
写真に付けるタグ（BEFORE、AFTER）の種別を決めてくだ
更新種別

さい。この更新種別は公開されません。
通常、作業前の写真には「B」、作業中の写真は「なし」、
完了後の写真は「A」を付けます。

B ・・・ BEFORE
A ・・・ AFTER
なし

タグなし

物件番号（コード）と更新種別を組み合わせたものが写真の 170105 B
タイトル

タイトル（メールの題名）になります。

横須賀Ｙ邸１月 Ａ

このタイトルの情報から写真が加工され投稿されます。

鎌倉１７５

サイト（ホームページ）全体に関する設定
ホームページ全体についての設定を記載します。
画像については項目説明のところに指定のあるサイズで作成
してください。作成できない場合はこちらで作成します。
ページの名称（メニュー名）は御社の業務内容に応じて設定
をお願いします。
項目名

項目説明

サイトの

会社名と地域・事業内容などを簡潔に

タイトル

30～50（文字）

キャッチ

サイトのタイトルをもう少し詳しく

フレーズ

64～124（文字）

サイト

ブラウザのタブのところに表示されるアイコン

アイコン

512 × 512（px）

ロゴ（アイコン）やヘッダーがない場合は、社名等を利用
して文字ベースのイメージを弊社で作成します。
きちんとしたロゴ等は専門のデザイナーにご依頼くださ
い。（ご紹介は可能です）
サンプル（例）
Before After Studio｜ビフォー アフター スタジオ
写真を送るだけで自動的にビフォーアフターの記事を投稿
できるシステムです。とにかく簡単！いつでもどこでも更
新！

白色とは違う色を使う場合、ページ全体に対する影響が大き
背景色

いので、変更することは通常お勧めしません。

デフォルト＞白

（有料オプション）
ハイライト色

コーポレートカラーがある場合、その色を設定

デフォルト＞深緑
ホーム
会社案内
業務紹介

ページへのリンクを設定

事例紹介

フッター

メニュー名（タイトル）は変更可能

アクセス

メニュー

使用しないページは削除可

お問い合わせ

「お知らせ」「ブログ」は投稿の一覧を表示

採用情報
お知らせ
ブログ
プライバシーポリシー
ホーム

グローバル
メニュー

重要なページへのリンクを設定
メニュー名（タイトル）は変更可能
使用しないメニューは削除可

会社案内
業務紹介
事例紹介
お問い合わせ
お知らせ

ロゴ

ロゴ

ヘッダー

スマホ用ヘッダー兼用
140 × 64（px）

高解像度用ロゴ
200 × 92（px）

PC用
354 × 160（px）

メニューの

MENUボタンで表示されるメニューの背景

背景

960 × 987（px）

フッターロゴ

フッターロゴ

フッター用ロゴ
140 × 60（px）

高解像度用フッターロゴ
280 × 120（px）

コピーライト

著作権表示

お問い合わせ

受付時間など

電話

154 × 46（px）

お問い合わせ
メール

アピール用
扉絵１

お問い合わせフォームへのリンク

画像１枚の場合は動きません。
930 × 464（px）

画像が複数ある場合はスライドショーになります。
アピール用
扉絵２

デフォルトの切替効果は、左からスライドです。
（他の効果も選択可能です）
930 × 464（px）

アピール用

枚数が多くなったり、画像サイズが大きいとホームページを

扉絵３

表示するスピードが遅くなります。
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会社案内
以下は設定例としてあげてありますが、すべての項目、内容
は自由に設定していただけます。
項目名の変更・追加・削除などもご自由にどうぞ。
（設定のない項目は削除します）
文字数等の制限もございません。
写真やイラスト、動画などの画像をご使用になることもOKで
す。（枚数制限もございません。）
ただし著作権の取扱いにはご留意ください。
項目名

項目説明

サンプル（例）

タイトル

変更できます

会社概要

説明

会社の概要説明を記述します。（なくても可）

ここに会社の概要を記載してください。

変更できます。（削除も可）
イメージ画像

サイズは自由ですが、大きなサイズ（横674px以上）の画像
が必要です。（表示されるデバイスによって自動的に縮小さ
れます）

会社名
設立

合資会社 佐竹工房（サタケスタジオ）
（なくても可）

平成9年3月19日（1997）

本店

〒240-0105

神奈川県横須賀市秋谷5228-39

事務所

〒249-0006

神奈川県逗子市逗子6-5-2-102

TEL：046-845-4110

連絡先

FAX：045-550-4866
WEBサイト制作・保守管理

業務内容

通販システム構築、その他

代表者写真

代表者のプロフィール写真

ご挨拶

代表者のプロフィール写真とご挨拶。

ここに代表者のご挨拶、略歴等を記載してください。

業務紹介
業務紹介はフリーフォーマットです。
以下は設定例としてあげてありますが、すべての項目、内容
は自由に設定していただけます。
写真やイラストなどの画像、YouTube動画などを貼り付ける
こともできます。
文字数等の制限もございません。
写真やイラスト、動画などの画像をご使用になることもOKで
す。（枚数制限もございません。）
ただし著作権の取扱いにはご留意ください。
項目名

項目説明

サンプル（例）

タイトル

変更できます

業務内容のご紹介

説明

業務内容を記述します。（なくても可）

画像

動画

基本、YouTubeからの貼り付けになります。

このページには業務内容のご紹介を記載してください。
写真、文章、画像、動画、なんでも使用できます。

お問い合わせ
以下は設定例としてあげてありますが、すべての項目、
内容は自由に設定していただけます。
項目名の変更・追加・削除などもご自由にどうぞ。
（設定のない項目は削除します）
文字数等の制限もございません。
写真やイラスト、動画などの画像をご使用になることも
OKです。（枚数制限もございません。）
ただし著作権の取扱いにはご留意ください。
項目名

項目説明

サンプル（例）

タイトル

変更できます

お問い合わせ

お問い合わせに関する説明を記載してください。
説明

入力フォームが使用できないお客様もいらっしゃるの
で、電話あるいはメールアドレスを記載しておくことも
重要です。

変更できます。（削除も可）
イメージ画像

サイズは自由ですが、大きなサイズ（横674px以上）の
画像が必要です。（表示されるデバイスによって自動的
に縮小されます）

お名前

（必須）

メールアドレス

（必須）

タイトル
お問い合わせ内容

お問い合わせは、お電話（046-845-4110）または下記の
フォームよりお寄せください。
おって担当者よりご連絡を差し上げます。
フォームをご利用になれない方は、メール
（info@satake7.com）でお願いします。

アクセス
以下は設定例としてあげてありますが、すべての項目、
内容は自由に設定していただけます。
文字数等の制限もございません。
写真やイラスト、動画などの画像をご使用になることも
OKです。（枚数制限もございません。）
ただし著作権の取扱いにはご留意ください。
項目名

項目説明

サンプル（例）

タイトル

変更できます

アクセス

アクセスに関する説明を記載してください。

ここに会社へのアクセス・交通案内を記載してください。

説明

会社名、本店、事務所、連絡先など
変更できます。（削除も可）

イメージ画像

サイズは自由ですが、大きなサイズ（横674px以上）の
画像が必要です。（表示されるデバイスによって自動的
に縮小されます）

地図上に複数のポイント（赤い印）を設けることができ
地図

ます。
ポイントは、クリックすると詳細情報がポップアップす
るように設定できます。

サタケスタジオ・逗子
地図上のポイント（赤い印）がクリックされたときに表
地図上のポイント

示される内容。
複数必要な場合は、すべて記載してください。

逗子事務所
〒249-0006
逗子市逗子6-5-2-102
TEL： 046-845-4110
FAX： 045-550-4866

採用情報
採用情報はフリーフォーマットです。
以下は設定例としてあげてありますが、すべての項目、内容
は自由に設定していただけます。
項目名の変更・追加・削除などもご自由にどうぞ。
（設定のない項目は削除します）
文字数等の制限もございません。
写真やイラスト、動画などの画像をご使用になることもOKで
す。（枚数制限もございません。）
ただし著作権の取扱いにはご留意ください。
項目名

項目説明

サンプル（例）

タイトル

変更できます

スタッフ募集

説明

採用情報を記述します。（なくても可）

ここに採用情報を記載してください。

変更できます。（削除も可）
イメージ画像

サイズは自由ですが、大きなサイズ（横674px以上）の画像
が必要です。（表示されるデバイスによって自動的に縮小さ
れます）

募集要項
仕事内容
年齢
休日
勤務時間
備考

プライバシーポリシー
プライバシーポリシーはフリーフォーマットです。
以下は設定例としてあげてありますが、すべての項目、内容
は自由に設定していただけます。
文字数等の制限もございません。
写真やイラスト、動画などの画像をご使用になることもOKで
す。（画像枚数制限もございません。）
ただし著作権の取扱いにはご留意ください。
項目名

項目説明

サンプル（例）

タイトル

変更できます

個人情報保護に関する基本方針

説明

プライバシーポリシーの説明を記述します。（なくても可） ここにプライバシーポリシーを記載してください。
変更できます。（削除も可）

イメージ画像

サイズは自由ですが、大きなサイズ（横674px以上）の画像
が必要です。
（表示されるデバイスによって自動的に縮小されます）
一般的なプライバシーポリシーをサンプルとして掲載して
あります。
合資会社 佐竹工房（サタケスタジオ）（以下、「当社」と
いう）は、当社の業務の遂行に関して知り得た個人に関す
る情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報

内容

個人情報の保護についての考え方

（以下、「個人情報」という）を取得、利用するにあたっ
て、個人情報の適正な保護を重大な責務と認識し、適切に
取り扱うよう努めてまいります。
：
：
：

