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育てたいのは、企業の未来です。

Build a  bet ter  future.

インターネットがより広く深く、私たちの暮らしに浸透した今、

御社のウェブサイトは選ばれる力を持っているでしょうか。

ウェブサイトを作るのは「木を育てる」ことに似ているかもしれません。

時代を読み、社会の信頼を集めて企業価値をじっくり育てていく。

ウェブにはそれを可能にするチカラがあります。

環境を整えて種を蒔き、その想いやアイデンティティーを世にあらわすこと。

心を動かす花や実をつけ、人を振り向かせること。

そして周囲の環境に順応し、深く地中に根を張って存在を強固にしていくこと。

私たちは企業経営のパートナーとして、

未来の社会に必要とされる大樹のようなブランド価値を共創したいと願っています。

OUR SERVICE 伝えたい価値を、見える化ウェブサイト制作01

届けたい相手に、ダイレクトに広告運営代行02

変化するニーズを読み、最適化ウェブコンサルティング03



企業活動においてウェブ戦略はあくまでも手段のひとつ。

本質的な達成ビジョンをウェブサイトとしての成果目標に落とし込み、

中長期的な計画を策定します。

企画や情報設計、制作・運用・改善まで、一貫して行える弊社だからこそ

可能なトータルプランニング。

戦略立案からクリエイティブ、アフターフォローまでシームレスに対応いたします。

企業経営のパートナーとして、未来に向けた価値共創に取り組んでいます。

中小企業が抱えるウェブの課題に

オーダーメイドな解決策を。

企画

情報設計

SEO対策

広告運用

ABテスト

制作
集客

改善

解析

TOTAL
PLANING



01ウェブサイト制作

OUR SERVICE

ウェブのプロ集団がトータルプランニング。

御社の課題にオーダーメイドな解決策を。

綿密なヒアリングに基づき、御社の強

みやアイデンティティーにふさわしい

世界観を、コンテンツとデザインの両面

から設計します。

検索からのサイト流入を促すため、見込

客のニーズを徹底分析。関心の高いキー

ワードを網羅したコンテンツ発信を支援

し、サイトの鮮度と信頼性を高めます。

最新ニュースや事例紹介、予約受付な

ど、扱う情報の特性に合わせて

WordPressをカスタマイズ。PCやスマ

ホで簡単に更新でき、リアルタイムにサ

イト運営が可能に。

情報設計
×

オリジナルデザイン

SEO内部対策
×

オウンドメディア戦略

カスタマイズ性
×

セルフ更新システム

RESPONSIVE
WEB
DESIGN

GOOGLE

A
N

A
LYTICSWORDPRESS

MATERIAL MARKETING

タイプ＆ニーズに合わせて、戦略立案から制作までオーダーメイド

「伝えたいことを、伝えたい人に」。的確な要件定義で、お客様とともにゴールをめざします。



企業サイト・ブランドサイト

大切な理念や、企業の「いま」をリアルに伝え、取引先

や顧客からの共感・信頼を高めます。更新しにくく使

い勝手の悪いサイトから脱却し、サイト運営も改善。社

内の意思統一といったインナーブランディングにもつ

ながります。

集客サイト・ランディングページ

他社にはないユニークなサービスや製品の魅力を発

掘し、キラーコンテンツとして磨き上げることで成果の

高いサイトづくりを実施。訴求ポイントの見極めやデ

ザイン、流入施策、すべてに豊富な経験値が生かされ

ています。

競合との差別化や運営コスト、更新頻度を改善 会社のキラーコンテンツを磨きコンバージョン率を向上

採用サイト

良い人材集めはどの企業でも大きな課題となってい

ます。賃金水準や知名度だけでは計れない、企業文化

ややりがいをわかりやすいメッセージとビジュアルで

表現することで、人材確保と企業の発展に貢献します。

ECサイト

ネットでの物品購入が増加傾向にある今、楽天や

amazonなど購入経路も多様化しています。膨大な

数の競合が存在する中で、商品やショップの魅力を伝

え、運営コストを抑えながら流入施策や決済セキュリ

ティを考慮したサイトを制作します。

学生・求職者の”ニーズ”と”企業”を的確につなげる 商品訴求やUIを駆使し、ウェブでの買い物体験を向上

ロゴ・会社案内など、VI・ブランディングに必要なデザイン全般にも対応いたします！

ウェブを基軸に、ワンストップでトータルデザイン。統一された世界観で強固な企業ブランドを育てます。



02ウェブ広告運営代行

OUR SERVICE

戦略とクリエイティブの相乗効果で、

ダイレクトに人の心に刺さる広告を展開。

本体サイトと連動したブランドの世界

観を、広告でもしっかり表現。クリエイ

ティブの力を最大限に活かし、一瞬で

心を掴むウェブ広告を制作します。

数百万円を超える運用はもちろん少額

案件まで、豊富な実績を活かしフレキシ

ブルに対応。ご予算の大小に関わらずお

気軽にご相談ください。

業種や状況により、見るべき指標やとる

べき戦略を的確に判断。月次レポート

をもとにPDCAを回しながら、スピーデ

ィーに最適化をご提案できるのが強み

です。

広告×クリエイティブ 少額から対応可能 スピーディーな最適化

GOOGLE
ADWORDS

PAY PER CLICK

SPONSORED SEARCH

最新ウェブ広告トレンドを熟知したプロが、ツール選びもサポート！

代表的なプラットフォームを中心に、顕在顧客だけでなく潜在顧客にまでアピールする戦略をご提案します。



Google Adwords 国内外で8割以上のシェアを誇る世界最大の検索エンジンGoogle。検索結果の上

部やサイドコンテンツに、テキスト広告やバナー広告を配信するのがGoogle 

Adwordsです。パソコン、モバイル、タブレットに対応できるほか、リマーケティン

グ広告や地域・年齢・性別など、さまざまなセグメント配信も可能です。

Yahoo

スポンサードサーチ

日本ではまだ半数近いシェアを誇るYahooスポンサードサーチ。Yahooの検索結

果上部やサイドコンテンツにテキスト広告を配信できます。

パソコン、モバイル、タブレットへの配信や地域・時間帯といったセグメントを利用

し最適化を実施致します。

ディスプレイ広告（YDN）

第三者配信

YDNはYahooの運営するディスプレイ広告配信サービス。テキスト広告だけでなく

バナー広告や動画広告など、視覚効果の高い広告が掲載できるほか、ユーザーの年

齢性別や嗜好に合わせた配信が可能で、潜在的な顧客発掘に役立ちます。

またYDN以外にも、複数メディアの広告を一元管理できる第三者配信にも対応して

います。

めざすゴールまで、二人三脚で走るための体制をご用意

月次レポート

定期訪問

毎月の効果測定レポートをもとにPDCAサイクルを迅速に回し、戦略の精度を高めます。

遠隔では伝わりにくい疑問やご相談などは、対面でしっかり話し合える定期訪問をご活用ください。

※別途費用



03ウェブコンサルティング

OUR SERVICE

ウェブ活用で蓄積したデータを

未来に活かす戦略はありますか？

アクセスが伸びない理由は？離脱を増

やすボトルネックは？サイトをさまざま

な角度から分析してユーザー傾向も読

み解き、課題と解決策を探ります。

課題の改善策は、ひとつではなく複数存

在します。豊富な実績を背景に、それら

のインパクトの大きさや費用対効果を検

討し、最適な施策を選びます。

仮説と結果のギャップや影響度合いを

検証。常に予想通りにいかなくても、蓄

積したデータを改善策に役立てること

で、施策の精度を高めます。

課題が何かを

正確に見極める

見込みの高い施策を

実施する

効果を検証し

次の一手に活かす

Visual Website Optimizer

アクセス解析

検索ニーズ調査

ヒューリスティック評価

競合調査

訴求点改善

導線改善

SNS戦略

オウンドメディア構築支援

KPI達成度報告

ABテスト

パーソナライゼーション

影響度調査（アクセス解析）

プロのウェブ担当者がいる安心感を、オプションでご提供。

マンパワー不足に悩む企業様のため、御社の専任ウェブ担当者の代わりと

なり運営をサポートします。

更新代行・各種サポート



コンテンツ・マーケティング

中長期的な目標を設定し、サイト内部のコンテンツを充

実させ、コンテンツSEOをはじめ、ホワイトペーパー、プ

レスリリースなど見込み客を取り込む集客を行います。

ABテスト CV率向上のため、コピーやカラー、レイアウト、導線を改善し効果につなげます。併せてコンテンツSEOを

行うことにより、良質なお客様をスムーズに呼び込むことが可能になります。

ヒートマップ導入

流入ユーザーのセグメント分析を行い、クリック状況やア

テンションなど、閲覧状況に合わせて、サイト改善を行い

ます。

保守・運用サポートは御社に必要なプランを自在に組み合わせ可能。

プレミアム スタンダード ライト

アクセス解析レポート（Google、yahoo）

基本サポートプラン

○ ○

WordPressバージョンアップ ○

ウイルス・サイトアタック対策のアップデート ○

ウイルス等、感染時駆除対策 ○

運用サポートサービス ○ ○

ホスティングサービス ○ ○ ○

ドメイン名登録・管理 ○ ○ ○



つながる笑顔のために。

代表取締役　野田 隆正

私たちがウェブサイト制作にあたって大切にしていること。

それはお客さまと同じ目線で未来を見つめ、

その成長を真心込めてサポートすること。

まだ世の中に知られていない価値をブランド化し発信することで

社会にひとつでも多くのワクワクを届けたい。

そして一緒に働く仲間とも、成長の喜びを分かち合いたい。

愛すべき地元 大阪の元気に貢献しながら、視野は全国・世界へ。

“つながる笑顔のために。”

これからも時代の変化を見据えながら、

実直に、正直に、チャレンジを続ける企業でありたいと考えています。

COMPANY 



OVERVIEW

会社名

設立

社員数

資本金

所在地

代表

取引銀行

株式会社ユニオンネット　UNIONNET Inc.

2004年 9月29日

24名（2016年8月現在）

1,000万円

〒530-0043
大阪市北区天満2-1-31 KC-DoDoビル8F
フリーダイヤル 0120-44-2960
TEL（06）6881-5855　FAX（06）6881-5866

野田 隆正

りそな銀行　堂島支店
三井住友銀行　天満橋支店
三菱東京UFJ銀行　上町支店

• ウェブサイトの企画／デザイン／構築

• ウェブサイトの保守・運用

• ウェブシステム開発

• スマートフォンサイトの企画／デザイン／構築

ウェブサイト制作

• PDCA運用による継続的なウェブサイト改善

• アクセスの解析に基づいた戦略的コンサルティング

• PPC広告、各種インターネット広告の

企画・運用／企業ブランディング

ウェブサイトコンサルティング

グラフィックデザイン

• DM／カタログ／パンフレット／チラシなど

あらゆる紙媒体の企画・デザイン

グラフィックデザイン

• 採用サイト／採用パンフレット／キャンペーンサイト

などの各種ツールの企画・制作

リクルート・イベント支援

事業概要



〒530-0043 大阪市北区天満2-1-31 KC-DoDoビル8F　/　TEL 0120-44-2960 ・ 06-6881-5855　/　http://www.unionnet.jp


