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ミッション

地域密着型で
京都のお困りごと（＝課題）を

ITで解決する

京なかGOZANのHP

京なか株式会社
●代 表 ：京なか株式会社 代表取締役 桂田 佳代子

●事業概要：地域密着型のIT事業
・お客様それぞれの課題をお伺いし、その企業様に合ったシステム、HP、ECサイト、

SNSなどのIT利活用を提案・開発・保守まで支援
・中小企業様向けの各種クラウドサービス「GOZANシリーズ」
・観光客と店舗をマッチングする「KoI（こい）サービス」

●備 考 ・IT企業グループ「京なかGOZAN 」の代表
・京都コンピューターシステム事業協同組合（KCA）理事長

1.京なかの概要

Facebook



22.補助金を活用された事業者様のご支援例（1/2）

ECサイト構築・支援

ホームページ制作

御社が提供される
サービスの広報サイト
＋管理システム構築

（例）

・マッチングシステム
・適職診断システム など

当社では、ホームページ・ECサイトの制作だけでなく、制作の前工程である「企画立案」 、制作の後工程である「HP・SNS
活用アドバイス」などもプラスしたご支援をさせて頂いております。

制作
（メインのご支援）

広報戦略の支援

（ホームページなどの
企画立案をお手伝い）

前工程
（オプション・サブのご支援）

前工程のポイント：
どんなサイトにするのか？を
企画立案（戦略的に整理）
すること

1

2

3

Googleアナリティクス
（サイト訪問者分析ツール）

の見方をアドバイス

広報戦略の支援

(HP・SNS活用アドバイス)

後工程
（オプション・サブのご支援）

後工程のポイント：
制作したサイトをどう活用・
PRし、育てていくか？

など
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お客様が活用された補助金（例）※過去年で終了している事業もあります

・中小企業等IT利活用支援事業（新：中小企業デジタル化促進事業補助金）
・京都市商店街緊急支援補助金
・新型コロナウイルス対策企業等緊急応援(企業グループ支援「助け合いの輪」推進)補助金
・小規模事業者持続化補助金
・スタートアップによる新型コロナ課題解決事業
・きょうと元気な地域づくり応援ファンド ほか

補助金を活用されたお客様（例）
・京焼 清水焼窯元様
・西陣織物裂製造販売会社様
・健康食品販売会社様
・一級建築士事務所様
・ウエディングドレスメーカー様
・発達障害サポート会社様
・京都市内の商店街様
・毛筆製造・販売会社様
・水処理設備設計施工・メンテナンス会社様
・3Dデータ撮影解析造形会社様
・京都市内の協同組合様 ほか

2.補助金を活用された事業者様のご支援例（2/2）

京なか（株）自身、補助金を
申請する機会も多く、そうし
たノウハウをお伝えする
ことが可能です。

広報戦略セミナー講師や
専門家相談対応もさせて

頂いております。



43.なぜ広報戦略も支援させて頂いているか？（1/3）
ホームページは、出来上がるまで目に見えません。「正解」もありません。だからこそ、こんなことが起こりがちです。

ホームページをリニューアルしたいけれど、イメージがわかない。
まぁ、でも、制作会社にお任せすれば、プロだからやってくれるだろう

具体的にどこをどう変えたいですか？

よく判らない。でも、もっとこう、○○のサイトみたいな感じ？

↓ 制作依頼して、出来上がったページをご覧になって

何か思っていた感じと違う

わかりました。これでどうですか？

う～ん、上手くいえないけれど、何かしっくりこない

出来上がるまでに期間がかかります。その割に満足度が低いといったことが起こりがちです。
制作費用はほぼ人件費のため、長期間になると、場合によっては制作会社とトラブルになる恐れもあります。

お客様

お客様

制作会社

制作会社

お客様

お客様

・
・その結果
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そもそも「ホームページのイメージがわかない」のは何故でしょうか？

多くの場合、ホームページの方針（「企画立案」「活用・PR」）が決まっていないことが原因です。

ホームページを制作する前に、考えることがたくさんあります。

制作会社に依頼される際は、「制作」だけなのか、「企画立案」なども依頼されるのかを明らかにしておきましょう。
※当社では包括的な意味で「広報戦略」と申しております。

ホームページ制作

制作

どんなサイトにするのか
を企画立案

前工程

企画立案

制作したサイトを活用・
PRし、育てていく

後工程

活用・PR

サイトの「目的」「役割」「目標」
「ターゲット」「他社との差別化要
素」「ユーザー目線のコンテンツ
（内容）」「メインカラー」「印
象」「「キャッチコピー」「トップ
ページの構成要素」「サイト全体の
構成要素」「動線」「想定するペー
ジ数（情報量など）」など

制作後、どんな情報をどれくらい
の頻度で発信・更新していくか？

サイトをどう広報していくか？

ホームページだけでなく、SNSなど
も含めて総合的にどう活用・連携し
ていくか？

3.なぜ広報戦略も支援させて頂いているか？（2/3）
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おすすめ ※京なかの持論です

基本的には自社でホームページの方針（「企画立案」「活用・PR」）を決定されること

3.なぜ広報戦略も支援させて頂いているか？（3/3）

理由1 制作会社に「企画立案」まで丸ごと依頼すると、ホームページ制作費用がより高額になるため

理由2 自社の事を一番よくご存知なのはお客様ご自身だから ※誰向けにどういった情報を伝えたいか、何を一番伝えたいのか、強みなど

理由3 自分達で決めた事だから、制作後、自走していきやすいから

「京なか」が支援させて頂くこと

自社で方針を決められる際、「最初に、何からどう考えて決めていけばよいかわからない」と悩まれるお客様が
非常に多いため、お客様で決めていけるよう、京なかが広報戦略の伴走支援をさせて頂いております！

ホームページ制作

制作

どんなサイトにするのか
を企画立案

前工程

企画立案

制作したサイトを活用・
PRし、育てていく

後工程

活用・PR

4～5回程度、ご相談の場を設けさせ
て頂き、一緒に考えましょう！

伴走
支援

アド
バイス

製作途中の早い段階からイメージを
共有して認識合わせいたします！

保守の中で、投稿レクチャーやHPに
限らずご相談対応させて頂きます！



74.補助金活用の事例①（HP制作＋広報戦略）
HP制作＋前工程（ホームページの方針決め）の伴走支援をさせて頂きました事例の一部です。

お客様によっては、YouTube動画を埋め込んだり、日本語ページと英語ページを切り替える機能をつけています。



85.補助金活用の事例②（HP制作＋広報戦略＋SNS活用支援）

SNS活用支援からスタート。SNS活用を考える中で、総合的な広報戦略をご検討。
その後、補助金を活用されてHPを制作されました。

連携

Instagramに
投稿した写真を
ホームページの
トップページに
自動表示

Instagram
（インスタグラム）

ホームページ

実績（約10ヵ月間）

・フォロワー数
146件 → 1,300件超

・月問い合わせ
0件 → 2～6件



96.HP構築ツール（ WordPress ）について 9

WordPressとは：
WordPressとは、ホームページ作成ツールの事です。
世界中のWeb上の約40%のサイトが WordPress を使っているといわれています。

メリット：
①ゼロから構築するよりも費用を抑えて構築することが可能です。
②お知らせなどの投稿がお客様でもしやすいです。
③サイトを保守・改修するIT事業者が変更になっても、引継ぎやすいです。

デメリット：
テーマ（ひな型）にレイアウトをあわせる必要があります。
※但し、ひな型は豊富にあります。御社に合いそうなおすすめのレイアウトをいくつかご提案させて

頂きます。
レイアウトの場所によっては変更できる部分もありますので、お気軽にご相談ください。

当社の場合、基本的にWordPress（ワードプレス）を使って、ホームページを制作しております。

YouTubeの動画を
簡単に埋め込む事も

できます。
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ショピファイ メイクショップ カラーミー ベース ストアーズ

初期費用 0円 10,000円〜 3,000円 0円 0円

月額費用 $29 (約3,045円)〜
※ベーシックプラン

10,000円
※プレミアムプラン

900円 0円 0円〜1,980円

取引(販売)手数料 0円
※Shopifyペイメント利用時

0円 0円 3%
※送料含む

0円

決済手数料 3.25%〜4.15% 3.14%〜 4％〜 3.6%+40円
※各注文ごとに

有料プラン：3.6%
無料プラン：5%

特徴 ・集客に強い
・高い機能性
・高度なサイト分析
機能

・海外販売に強い

・多機能
・手数料が低い
・国内流通額No.1

・低コストで開設
可能

・スピード開設可能
・国内シェアNo.1
・卸販売向けもあり

・簡単に開設可能
・テンプレートが
豊富

・サポート体制が
万全

・ZOZOTOWNとの
連携

・倉庫配送サービス
がある

7.ECサイトの構築ツールについて 10
ECサイトを構築されたい場合は、以下のいずれかの構築ツールの活用をおすすめしております。

どれが良いかは、ご相談した上で決定。もしご希望がございましたら、ご教授下さいませ。

上記は変更になる可能性があります。公式サイトでご確認ください。



118.補助金活用の事例③（Shopifyの構築支援）

リクエスト

できたら自社で構築したいが、時間と費用があまりない。
難しいところだけ支援して欲しい。

京なかのご支援内容

トップページの作成、管理項目の設定、

商品カテゴリの設定、各種ページの設定、

商品ページのひな型作成などを対応

商品ページなどはお客様がご登録

商品ページのひな型をもとに、商品ページの登録など
の横展開をお客様が実施

Shopifyを活用して、お客様と共同制作した事例です。



129.補助金活用の事例④（HP制作＋適職診断システム）
ホームページと適職診断システムを連携させて制作させて頂いた事例です。
補助金の他に、クラウドファンディングも活用されて資金調達されました。

ホームページ制作 凸凹特性チェックと適職マッチング診断システム 結果表示



1310.事例⑤（HP制作＋スマホアプリ＋システム開発）

仕事を募集する人と、応募する
ワーカーさんをマッチングさせる
サービスの

・ホームページ制作

・スマホアプリ開発

・システム開発

をワンセットで対応させて頂きま
した。

システム

仕事を依頼される企業様
向けの機能

システム

本部様向けの機能

アプリ
（Android、iPhone）

ワーカー様向けの機能

ホームページ制作 アプリ・システム開発



1411.HP制作の費用感（あくまで目安です）

ご要望 ご支援内容 費用感※

（あくまで目安です）
前提条件

とりあえず、名刺代わりに
ホームページがあればよい

HP制作のみ
500,000円くらい

～

トップページや全体構成のイメージのご
提供、各ページに必要な文言・画像など
のご提供をお願いいたします。

自分達でホームページ制作の
方針を決めたいが、
伴走支援してほしい

広報戦略の支援
＋

HP制作

800,000円くらい

～
1,500,000円くらい

トップページや全体構成のイメージづく
り、キャッチコピーづくりのご支援をい
たします。各ページに必要な文言・画像
などのご提供をお願いいたします。

情報発信だけでなく、ホーム
ページで会員登録や予約受付、
多言語対応などしたい

（広報戦略の支援）
＋

必要な機能を付加した
HP制作

800,000円くらい

～
個別お見積

同上

アプリ開発やシステム
開発もしてほしい

ご要望に応じた対応 個別お見積 同上

※ページ数（情報量）などによっては、費用は別途ご相談となります。
別途、制作後に月々の保守費用が必要となります。※サーバー費用やＨＰ保守費用など。月々数千円～（保守内容によります）



まずはお気軽に

ご相談くださいませ

お問い合わせ先

京なか株式会社（京なかGOZAN代表企業）

代表取締役 桂田 佳代子
katsurada@kyonaka-gozan.kyoto TEL：080-4562-5300

HP


