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ショップページ 料金 

オリジナルデザインページ 規定デザインページ 

 

 

掲載費：10,500 円/１ヶ月（１年分前払いの場合１ヶ月無料） 

掲載期間：1か月単位で最長 12か月（更新可） 

初期登録・ページ作成費：10,500円～ 

画像加工・制作費：別途必要な場合あり 

契約後のページ変更費用：別途 

掲載費：8,400円/１ヶ月（１年分前払いの場合１か月無料） 

掲載期間：1か月単位で最長 12か月（更新可） 

初期登録・ページ作成費：5,250円 

画像加工・制作費：別途必要な場合あり 

契約後のページ変更費用：別途 
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ショップページ コンテンツ内容 （オリジナルデザイン） 

オリジナルデザインページに関する規定です。 

 

1. ショップ名 

※全角 30/半角 60文字まで 

2. コンテンツ（テキスト、ロゴ、画像を使用し、自由にデザイ

ンを作成致します。） 

3. 住所（任意） 

営業時間（任意） 

連絡先（任意） 

※全角 100/半角 200 文字まで 

EMAIL（任意） 

※メールアドレスのみ 

ウェブサイトの URL（任意） 

※URLのみ 
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ショップページ コンテンツ内容 （規定デザイン） 

規定デザインページに関する規定です。 

 

1. ショップ名 

※全角 30/半角 60文字まで 

2. ロゴ 

※GIF, JPG, PNGのみ 2MBまで 

3. イチオシ紹介文（テキスト） 

※文字装飾は太字のみ 

4. 写真（1枚） 

※GIF, JPG, PNGのみ 2MBまで 

5. コンテンツ（テキスト） 

※文字装飾は太字のみ 

6. 写真（2枚まで） 

※GIF, JPG, PNGのみ 1枚につき 2MBまで 

7. 住所（任意） 

営業時間（任意） 

連絡先（任意） 

※全角 100/半角 200 文字まで 

EMAIL（任意） 

※メールアドレスのみ 

ウェブサイトの URL（任意） 

※URLのみ 
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ショップページ 地図（任意） 

ショップの住所を設定しない場合は非表示。 

 

Google Mapのウェブ用サービスを使用。 

マップがきちんと表示されない、位置がずれる等の場合は

Google 社の対応待ちになります。 

 

 

ショップページ クーポン（任意） 

有効期限前のクーポンがあれば表示。 

1. ショップ名（ショップページのショップ名を使用） 

2. ロゴ（ショップページのロゴを使用） 

3. クーポン名 

※全角 30/半角 60文字まで 

4. 説明文 

※全角 100/半角 200 文字まで 

5. 有効期限 

※日付のみ  

 

ショップページ お問い合わせフォーム 

お問い合わせ内容はショップの EMAIL 宛に直接送信されま

す。ショップの EMAIL を設定しない場合は非表示。 

 

問い合わせフォーム項目 

 氏名 

 メールアドレス 

 電話番号 

 コメント 
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広告 タイプ 

テキスト広告（大） テキスト広告（小） バナー広告 

 

  

画像タイプ： 

・JPG, PNG, GIF の静止画像 

・文字入り画像不可 

画像サイズ：幅 200px、高さ 100px 

文字数制限：あり 

画像タイプ： 

・JPG, PNG, GIFの静止画像 

・文字入り画像不可 

画像サイズ：幅 60px、高さ 65px 

文字数制限：あり 

画像タイプ： 

JPG, PNG, GIF の静止画像 

バナーサイズ： 

幅 200px、高さはページにより 

※規定外の広告もお請けいたします。詳細はお問い合わせください。 

 

広告 料金 

ト
ッ
プ
ペ
ー

ジ 

 

(1) テキスト広告（大） 

(2) テキスト広告（小） 

(3) バナー広告 

掲載ページ トップページのみ 

掲載費 (1) 32,400円/1 ヶ月 

(2) 21,600円/1 ヶ月 

(3) 12,960円/1 ヶ月 

掲載期間 1か月単位で最長 12 か月（更新可） 

初期登録費 5,250円 

画像サイズ 

（バナー広告） 

(3) 幅 200px、高さ 70pxまで 

バナー制作も別途お請けいたします。5,250円～ 
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お
仕

事

ペ
ー
ジ 

 

(1) テキスト広告（大） 

(2) テキスト広告（小） 

(3) バナー広告 

掲載ページ お仕事ページのみ 

掲載費 (1) 16,200円/1 ヶ月 

(2) 12,960円/1 ヶ月 

(3) 10,800円/1 ヶ月 

掲載期間 1か月単位で最長 12 か月（更新可） 

初期登録費 5,250円 

画像サイズ 

（バナー広告） 

(3) 幅 200px、高さ 140pxまで 

バナー制作も別途お請けいたします。5,250円～ 
 

レ
シ
ピ
ペ
ー
ジ 

 

(1) テキスト広告（大） 

(2) テキスト広告（小） 

(3) バナー広告 

掲載ページ レシピページのみ 

掲載費 (1) 12,960円/1 ヶ月 

(2) 10,800円/1 ヶ月 

(3) 8,640円/1 ヶ月 

掲載期間 1か月単位で最長 12 か月（更新可） 

初期登録費 5,250円 

バナーサイズ (3) 幅 200px、高さ 70pxまで 

バナー制作も別途お請けいたします。5,250円～ 
 

そ
の
他

全

ペ
ー
ジ 

 

(1) テキスト広告（大） 

(2) テキスト広告（小） 

(3) バナー広告 

掲載ページ その他全ページ 

掲載費 (1) 21,960円/1 ヶ月 

(2) 16,200円/1 ヶ月 

(3) 12,960円/1 ヶ月 

掲載期間 1か月単位で最長 12 か月（更新可） 

初期登録費 5,250円 

バナーサイズ (3) 幅 200px、高さ 70pxまで 

バナー制作も別途お請けいたします。5,250円～ 
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