
審議 
 

連携協ホームページのリニューアルについて 

 

全国科学館連携協議会 

 

１．目的 

全国科学館連携協議会（以下、連携協）ホームページの利便性およびセキュリティ向上の

ため、ホームページの全面的なリニューアルを行います。 

 

２．背景 

連携協の現行ホームページは情報発信ツールとして重要な役割を担っています。しかし開設

当初と比べると、現在は加盟館の皆さまへの情報発信も多様化し、ご確認いただく内容も変

化しており、インターネットによるコミュニケーションは多様化・高度化が進んでセキュリ

ティに対する社会的要求も厳格化しています。このような状況の下、連携協のホームページ

を、より加盟館の皆さまが使いやすく、見やすく、また現在のセキュリティ基準に見合った

システムにする必要があります。 

 

３．実施内容 

  以下の条件を備えたホームページの制作を業務委託で実施します。 

(1) 視認性がよく、閲覧者が見たい情報をより容易に探せるサイトであること 

(2) PDFや Wordで作成した資料をアップロードする機能が内蔵されていること 

(3) コンテンツが全てSSL/TLS プロトコルにより暗号化されていること 

(4) 事務局スタッフによる更新作業が可能で、情報をより素早く提供できること 

 

４．委託業務内容 

   (1)ホームページ作成サービス「jimdo」を利用したホームページの作成 

   (2)現行ホームページから新ホームページへのデータ移動 

 

５．予算 

509,300円 

[内訳] 

ウェブデザイン＋5ページ制作プラン:138,000円 

35ページ制作：@9,000円×35=315,000円 

他社取得ドメインのJimdo への付け変え：10,000円 

合計：463,000円 消費税：46,300円 

※この他、「jimdo BUSINESS」年間利用料として29,520円 

※内訳詳細は別紙1,2をご確認ください。 

 

６．現行ホームページとの比較 
 WEBデザイン セキュリティ ファイルアッ

プローダー 

ランニングコスト コンテンツ 

更新 年間利用料 ドメイン更新 

現行HP 内製で作成 非暗号化 

（http） 

なし（別サイト

からアップ） 

46,610円 13,824円 一部業者委託

が必要（有料） 

新 HP WEB デザイナ

ーが作成 

暗号化 

（https） 

内蔵 29,520円 13,824円 すべてスタッ

フが更新可能 

※保守業者は現在選定中ですが、現行130,000円（年間）以内で調整予定 

 

７．スケジュール（案） 

令和 2年 9月  委託業者選定 

    10月  製作開始 

   令和 3年 2月  完成、新ホームページ運用開始 

         以上 



❖ ①ウェブデザインのみ制作プラン
 115,000円

Jimdoの独⾃レイアウト機能を利⽤し、オリジナルのレイアウト
（デザイン）のみを制作するプランです。
ホームページの中⾝の制作は、お客様がお好みに応じて⾃由に⾏
っていただきます。
 
既に制作されたホームページでも、このプランを利⽤することに
よって、プロのウェブデザイナーによる新しいデザインに⽣まれ
変わります。制作実績はこちら>>
 

115,000円に含まれるサービス内容
 

１、ヘッダ部分のオリジナル画像の制作
 
２、背景の設定
 
３、メニュー背景の制作
 
４、⼤⾒出し・中⾒出し・⼩⾒出しデザインの制作
 
５、PC・スマホ・タブレットで適正に表⽰されるレスポン
シブデザイン

６、ファビコンデザイン制作、設置 ⇒ ファビコンとは︖ 

★上記料⾦には、消費税は含まれておりません。別途加算されます。
★メールアカウントの設定が必要なお客様は、別途ご依頼下さい。

❖ ②ウェブデザイン＋5ページ制作プラン
 138,000円

Jimdoの独⾃レイアウト機能を利⽤することによって、オリジナル
レイアウト（デザイン）を制作するとともに、トップページとお
問い合わせページを含めたコンテンツページを５ページを制作し
ます。 

新規にホームページを制作される⽅、新たにホームページを作り
直しされる⽅にお勧めのプランです。制作実績はこちら>>
 

138,000円に含まれるサービス内容
 

１、サイト全体のオリジナルデザイン制作
（左記「115,000円プラン」に含まれる全てです。）
 
２、トップページの制作
 
３、コンテンツページ３ページ制作
会社概要、商品紹介、教室案内、リンクページ…等
※ページに掲載する⽂章・写真等の素材は、お客様がご準
備下さい。
 
４、お問合せページ制作
 
５、基本的なSEO対策
 

プラン・料金

こちらのページでは、Jimdo・はじめてWEBを利⽤したホームページの「オリジナルデザインのカスタマイズ料⾦」をご紹介していま
す。制作するデザインは全て完全オリジナルデザインです。Jimdoのテンプレート(レイアウト)は利⽤いたしません。
また、制作するデザインは、すべてPC・スマホ・タブレットで適正に表⽰される「レスポンシブデザイン」です。

制作後は、お客様ご⾃⾝で更新していただくため、制作後の保守料・管理料などの追加料⾦は⼀切かかりません。
※料⾦を⼀部改訂いたしました。(2019/11/25)

HOME 制作実績 プラン・料金 制作の流れ Q&A 運営者
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★Jimdo有料プラン・はじめてWEBの契約利⽤料⾦は、別途かかります。 ６、PC・スマホ・タブレットで適正に表⽰されるレスポン
シブデザイン

７、ファビコンデザイン制作、設置 ⇒ ファビコンとは︖ 

★コンテンツページの内容によりましては、追加料⾦が発⽣する場合もござ
います。
★上記料⾦には、消費税は含まれておりません。別途加算されます。
★メールアカウントの設定が必要なお客様は、別途ご依頼下さい。
★Jimdo有料プラン・はじめてWEBの契約利⽤料⾦は、別途かかります。
 

 
 

❖③Jimdoレイアウト（テンプレート）カスタマイズプラン 75,000円

Jimdoのレイアウトを利⽤するプランです。（独⾃レイアウト機能は利⽤しません）
Jimdoのレイアウト（テンプレート）をカスタマイズし、ホームページの中⾝の部分の制作は、お客様がお好みに応じて⾃由に⾏ってい
ただくプランです。
既に制作されたホームページでも、このプランを利⽤することによって、プロのウェブデザイナーによる新しいデザインに⽣まれ変わり
ます。カスタマイズするのは、ヘッダ画像（背景画像）・ナビゲーションメニュー、⾒出しとなります。
 

❖オプション料⾦

サービス 料⾦ 備考

Jimdoページ追加 9,000円〜  

Jimdoお申し込み代⾏・設定 5,000円
Jimdo Pro、Jimdo Businessをお申し込みの
場合、Jimdoへお⽀払いする料⾦は、別途
発⽣します>> Jimdoの料⾦を⾒る

ヘッダ画像の制作 20,000円〜 ヘッダ画像のみを差し替えます 

フラッシュ/Javascriptによる
スライドショーの制作・設置

20,000円〜 お問い合わせ下さい

ロゴデザイン制作 30,000円〜 お問い合わせ下さい

アクセス地図制作 5,000円〜  

アクセス解析申し込み・設置 3,000円 Google Analytics

サイトに合わせたデザイン名刺制作 10,000円〜 ⽚⾯名刺100枚、印刷会社による印刷料込み

他社取得ドメインのJimdoへの向け変え 10,000円〜
ドメイン、サーバー、メールアカウント関連の設定も⾏っ
ております。ご相談下さい。 

アメブロカスタムデザインの変更 20,000円〜
Jimdoサイトのデザインに合わせてアメブロのデザインも
カスタマイズします。

予約サービスの⽴ち上げ 20,000円〜
無料の予約サービスを⽴ち上げ、Jimdoサイトに合わせた
ヘッダ画像を設置します。

Facebookページの⽴ち上げ 15,000円〜
Facebookページを⽴ち上げ、Jimdoサイトに合わせたヘ
ッダ画像を設置します。

SkypeによるJimdo個別レッスン 3,000円
／30分

お問い合わせ下さい
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JimdoCafeは、Jimdoの「分からないこ
と」を解決できるJimdoの教室です。

LINE経由でJimdoCafe横浜の開催情報をお知らせし

ます。友だち追加ボタンをクリックして友達になっ

てください。

お気軽にご相談ください︕

本サイトを運営するオフィスジータは、㈱
KDDIウェブコミュニケーションズ認定の
JimdoEvangelistです。詳しくはこちら>

 

Wordpress、ブログカスタマイズ、デザイ
ン制作。Jimdo以外のウェブサイト制作は

こちらをご覧ください。

お勧めフリー写真・サーバー

 

  

お勧めJimdo本

 

★上記料⾦には、消費税は含まれておりません。別途加算されます。

本サイトを運営するオフィスジータは、㈱KDDIウェブコミュニケーションズ認定のJimdoEvangelistです。

 |  | 
Copyright © オフィスジータ All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Cookie ポリシー サイトマップ
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すべての有料プランに含まれています

PLATINUM

本格的なホームページ・ネットショップ
を⽬指すなら

⽉額換算
年額請求

申し込む

 クリエイターで使えるすべての機能

 本格的な SEO アドオン

PLATINUM
本格的なホームページ・ネットショップを⽬指すなら

¥5,190 

¥5,190

SEO PLUS

検索結果の順位を向上

⽉額換算
年額請求

申し込む

 検索エンジン最適化（SEO）

 本格的な SEO アドオン

SEO PLUS
検索結果の順位を向上

¥4,110 

¥4,110

ベストセラー

BUSINESS

個⼈事業主やフリーランスの⽅に最適

⽉額換算
年額請求

申し込む

 初回契約時無料のドメイン

 サーバー容量無制限

 検索エンジン最適化（SEO）

BUSINESS
個⼈事業主やフリーランスの⽅に最適

¥2,460 

¥2,460

 

PRO

趣味から仕事まで使えるおすすめプラン

⽉額換算
年額請求

申し込む

 初回契約時無料のドメイン

 広告⾮表⽰

 サーバー容量 5 GB

PRO
趣味から仕事まで使えるおすすめプラン

¥965 

¥965

 

FREE

無料で作成︕ お試しください

⽉額換算
年額請求

申し込む

 すべての基本機能

 ○○○.jimdofree.com サブドメイン

FREE
無料で作成︕ お試しください

¥0 

¥0

ネットショップ

プラン⽐較表

PLATINUM SEO PLUS BUSINESS PRO FREE

初回契約時無料のドメイン  

    -

最優先サポート窓⼝  

    -

サーバー容量  

   5GB 500MB

帯域幅  

   10GB 2GB

アクセス解析  

    -

広告⾮表⽰  

    -

オプションでメールパッケージの追加が可能です。  

    -

全ての SEO 機能  

   - -

本格的な SEO アドオン  

  - - -

デザインアドバイス  

 - - - -

商品数  

   15 5

割引券（クーポンコード）  

   - -

価格はすべて⽉額表⽰となっています。請求⾦額は年額になります。

PLATINUM

¥5,190 

申し込む

⽉額換算

SEO PLUS

¥4,110 

申し込む

⽉額換算

BUSINESS

¥2,460 

申し込む

⽉額換算

PRO

¥965 

申し込む

⽉額換算

FREE

¥0 

申し込む

⽉額換算

あなたに合ったジンドゥーのプランをお選びください
ジンドゥー AI ビルダー

AI がホームページをあっという間にカスタ
マイズ

ジンドゥークリエイター

⾃分でホームページを作り上げたい⼈へ

プロダクト  ユーザー事例 プラン ナビゲーション
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