
サービス概要 
 

こんなお悩みはありませんか？ 

 ホームページは欲しいけど、技術も時間もない 

 ホームページはあるけど機能に満足していない 

 ホームページを更新する時制作会社に頼むのは面倒だ 

 メールフォームや日記とサイトを一括管理したい 

 ホームページ制作費用をできるだけ抑えたい 

 

 

 

作成できるサイトについて 

I'll be NETは特に下記のお客様を歓迎致します。 

 

 ・イラスト・漫画・小説・服飾品・音楽・ゲームなどを創作している方 

  ※オリジナル・二次創作不問です。 

  ※年齢制限のあるコンテンツがある場合も OKです。 

 ・イベントを主催している方 

 ・サークル活動・部活動のサイトを作りたい方 

 ・ネットショップを使いたい個人・法人の方 

 ・事務所・中小企業の方 

 ・その他個人の方・下記に該当しない方 

 

作成できないサイトについて 

I'll be NETは様々なサイトの作成を承りますが、下記条件に該当するサイトはご要望に応じられ

ません。あしからずご了承下さい。 

 

 ・アフィリエイト・ネット収入・高額アルバイトの紹介を目的としているサイト 

 ・アダルトサイト（創作・同人サイトは除く） 

 ・法令違反サイト（違法なものの販売を目的としている等） 

 ・その他公序良俗に反すると思われるサイト 



制作理念 

I'll be NETは、生活・趣味・お仕事など充実した活動を応援するために設立いたしました。 

『サイト』『ホームページ』は、私たちが生活する上で、表現する上で欠かせないものです。 

I'll be NETは、表現する方、活動する方を応援し、WEB制作というかたちでご支援させていただ

きます。 

具体的には、下記の 3つをお約束致します。 

 

より楽しく活動するためには、WEBサイトの存在は不可欠です。 

活動内容の紹介・展示、販売など、WEBサイトでできることが増える

と、活動がより楽しくなります。 

 

I'll be NET は、携帯・スマホやパソコンから更新可能、複数人でも管

理しやすい、自動でメニューを作成してくれるなど、サイトをより便利

にする高機能なサイトを低価格で制作します。こんな機能が欲しい、

こんなことがしたい、など、どうぞお気軽にお問い合わせ・ご相談下さ

い。 

 

I'll be NET でご制作するサイトは、CMS を利用しています。 

日記やページの内容、メールフォームから送られてきた情報などを

管理ページで一括管理できるので、サイトの更新をどなた様でもスム

ーズに、ストレスなく行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I'll be NETの特徴 

 

 

 

I'll be NETは SOHO（フリーランス）で活動しているため、人件費

等の価格を抑え、リーズナブルにサイトを制作・運営することがで

きます。 

各種サポートや素材の作成などさまざまなオプションプランを用

意しておりますので、お客様のご要望にあわせて料金をカスタマ

イズし、ムダのないサービスをご提供することができます。 

創作サイト・学生の皆様向けの各種割引もございますので、ぜひ

一度ご相談下さい。 

 

 

 

 

I'll be NETのWEBディレクターは、創作・ネットショップ・イベン

ト主催の経験がありますので、お客様のニーズにあったサイトを

構築することができます。サイトが出来た後、お客様が管理しや

すいようなシステム（CMS）でサイトを制作します。 

お忙しく直接お会いできないお客様でも、メールや SKYPE など

を利用したネットミーティング（チャットのみも可）で受注致しま

す。都内近郊であれば、直接お会いしてのミーティングも可能で

す。 

サイト制作に関する各種代行業務も承ります。既存のサイトから

のリニューアルも歓迎致します。年齢制限（18禁等）があるサイト

の作成も可能です。I'll be NET のクレジットをサイトに表記する

必要はございません。 

 

 

充実したサポート体勢 

サイトの修正（エラーの解除など）は基本料金に含まれていま

す。それ以外の改装・改造はオプションの対応となります。 

サポートオプションでは、サイトの改造・サイトの更新代行・サイト

の改装を、お客様のご要望に応じて、スポットまたはリアルタイム

で対応致します。 



低価格で高機能なホームページ 

I'll be NETでは 50,000 円からサイトを制作致します。 

創作サイト割引・学生割引・紹介割引など各種割引を利用すると、更に

お安くなります。 

I'll be NETは、WEBサイトを使った充実した活動を応援するために設立・運営しております。 

よって、お客様の活動の負担にならない価格でのWEB制作をご提供させて頂きます。 

低価格の理由 

設計・デザイン・構築・テストまでの工程を一律管理することにより人件費を削減しています。

広告を極力使わず主にご紹介と WEBからのご注文で顧客を獲得しています。 

低価格で高機能なサイトをご提供するため、ご提案するサイトシステム（CMS）を限定させ

て頂いています。 

サイトの価格を抑え、納期を短くするため、画像・FLASH は使わず素材の少ないサイト制

作を目指します。 

I'll be NETでは基本的に下請案件を承っておりません。お客様との直接契約のみとなりま

すので、仲介業者へのマージン分を削減することができます。 

 

CMS を使った高機能なサイト制作 

I'll be NETでは、CMS（コンテンツマネジメントシステム）を使ったサイトを作成致します。 

CMS とは、HTML、スタイルシート（CSS）、JavaScript などのWebページを作成するための

専門知識がない方でも、簡単にWebサイトを管理・運営できるシステムです。 

 

CMSを使うと 

携帯・パソコン・スマホから誰でも簡単に更新できます 

さまざまな機能を一括管理できます 

ホームページの更新にかかる時間を大幅に短縮できます 

ランニングコストを削減できます 

 

I'll be NETが使用する CMSは日本人が作成した和製 CMSです。 

 

 



サイト機能の一部ご紹介 

ブログ感覚で簡単更新 

管理者がサイトにログインすると、ブラウザ上で新しい記事やページを投稿できる仕組み

になっています。携帯電話・スマートフォン・パソコンのブラウザからどなた様でも簡単に更

新できます。 

携帯電話・スマートフォン対応 

携帯電話・スマートフォンからアクセスした際に専用のテンプレートで表示させることができ

ます。 

投稿者・管理者を複数登録可能 

サイトにユーザー登録すると、日記・ページなどを管理者以外でも更新できるようになりま

す。複数人でサイトを管理する場合などにオススメです。 

ユーザー限定ページなど豊富な閲覧制限機能 

ページを見るかどうかを閲覧者本人が設定できるフィルター機能、パスワード認証機能、

ユーザー認証機能など、豊富な閲覧制限をかけることができます。Twitter のフォロワー限

定公開機能などもあります。 

豊富なコミュニケーション機能 

記事やページにコメントをつけることができます。いわゆる WEB 拍手機能や一言メッセー

ジを受け取る機能（メール通知機能付）もあります。シンプルなものから高機能なものまでさ

まざまなメールフォームをつけられます。 

 

その他も様々な機能がございます。 

詳しくはお気軽に担当者までお尋ね下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CMSでのサイト制作 

CMS（コンテンツマネジメントシステム）とは、HTML、スタイルシート（CSS）、JavaScriptなどのWeb

ページを作成するための専門知識がない方でも、簡単に Webサイトを管理・運営できるシステム

です。管理者がサイトにログインすると、ブラウザ上に表示される管理画面でで新しい記事やペー

ジをブログのような感覚で投稿できます。 

 

ログイン画面 

 

管理画面 

 

日記編集画面 

 

日記記事 

I'll be NETでは、創作サイト向けに開発された初心者の方でも簡単にご利用頂ける CMS（freo）

を利用し、快適なサイト運営をお手伝いします。もちろん、ネットショップやブログとして創作サイト

以外のサイトでもご利用頂けます。 

CMSのしくみ 

I'll be NETの利用する CMSは、下記の４つの要素から成り立っています。 

 ■ プログラム（機能） ■ テンプレート（画面構成） 

 ■ デザイン（画面設計） ■ データベース（登録情報） 

イメージ図 

 

http://freo.jp/
http://illbenet.jp/files/plugins/sample_files/1/file.jpg
http://illbenet.jp/files/plugins/sample_files/2/file.jpg
http://illbenet.jp/files/plugins/sample_files/4/file.jpg
http://illbenet.jp/files/plugins/sample_files/5/file.jpg


和製 CMS「freo」の利用 

I'll be NETでは、創作サイト向けに開発された初心者の方でも簡単にご利用頂ける和製 CMS

「freo」を使用致します。 

freoは 

 PHP5で作成された日記ツール＆サイト管理ツールです。 

 イラスト・漫画・小説などの創作サイトに利用されることを想定して作成されています。 

 閲覧制限機能により特定の相手のみに一部の記事を公開することができます。 

 携帯電話・スマートフォンにも対応しています。 

 日記をつけることができます。 

 ページに作品や様々な情報を載せることができます。 

 ユーザー機能により、管理者以外のユーザーでも日記などを登録・閲覧できるなど、小規

模なコミュニケーションサイトとしても利用できます。 

 プラグインが豊富に発表されているので、サイトにメールフォーム・リンク・ネットショップ機

能などを搭載することができます。 

 開発者が日本人であり、開発も精力的に行って頂いているため、将来性や多様性も期待

できます。 

freoの稼働環境 

freoを利用できるサーバーには以下の環境が必要です。 

一般的なレンタルサーバーであれば恐らく稼働できると思われます。 

 PHP5が利用できる 

 文字コード UTF-8が利用できる 

 マルチバイト関数が利用できる 

 PDOが利用できる 

 ini_set() で PHPの設定を変更できる（.htaccess や php.ini での設定も可） 

 SQLite もしくは MySQL が利用できる 

新しくサーバーをご契約される場合は、freoが利用できる格安のサーバーをご紹介致しま

す。既にご契約頂いているサーバーで freoを動かすことが出来るかどうかは、お気軽にご相

談下さい。 

freoを利用しないサイト制作について 

I'll be NET では、サービス価格をリーズナブルに抑えるため、freo 以外の CMSを利用した

サイト制作は行っておりません。また、HTML のみを利用した静的ホームページの制作は行

っておりません。サイトのデザインはご契約者様のご要望を第一に優先致しますが、サイトの

基本設計は必ず freoを利用致します。freo 以外の CMSを利用したサイト制作・HTMLのみ

を利用したサイト制作はできかねますのでご了承下さい。 

http://freo.jp/


SEOコンサルティングについて 

SEO対策は、集客アップ・企業やショップの信頼性の向上に大変重要な課題です。 

I'll be NETは、SEO 対策についてもお客様のご要望に従い基本的な対応を行います。 

SEOとは 

SEO とは、検索エンジン最適化のことです。Googleや Yahoo!などの検索結果で、自分のサイトが

上位に表示されるために行う様々な対策（チューニング）のことを言います。 

SEO といえば、基本的には検索結果上位表示を目指します。しかし、創作サイトでは通常の SEO

とは逆に、検索エンジンに検索されないようにするいわゆる検索避けを行いたい場合もあります。 

I'll be NETでは、上記２つの SEOに必要な基本的な知識と技術で、お客様のご要望の対応を行

います。ただし、検索の上位にランクインすることを確約するもの、また、検索エンジンを完全に遮

断することを保証するものではございません。 

I'll be NETの行う SEOコンサルティング 

SEO コンサルティング業務は、オプション対応（￥5,000-）になります。 

基本的なサイトの構築には含まれておりません。 

また、長期的なサービスではなく、サイト設置時に行うスポット的な対応となりますのでご了承下さ

い。 

検索結果上位表示を目指す 

検索結果上位表示を目指す場合、サイトのキーワードをお客様と一緒に考え、コンテンツ内のキ

ーワード出現率の増加を図ります。 

また、検索エンジンがサイトのキーワードを調査しやすいよう、HTML タグ内に必要な処置を行い

ます。 

検索避けを行う 

サイトを検索エンジンに訪問されないよう、HTML タグ内に必要な処置を行います。 

その他、robots.txt の設置、htaccessの記述など、お客様と一緒にもっとも最適な検索避けの方

法を検討し実践します。 

 

 

 

 



創作する人応援宣言 

I'll be NET は創作活動をする方を応援します。 

 創作活動が忙しくてサイト制作にかける時間やお金がない方 

 サイトで色んな創作物を様々な方法で発表したい方 

 サイト上で創作物の販売を行いたい方 

 サイトから創作物に対しての反応が欲しい方 

I'll be NETはそんな方々のために 

創作サイト向け割引を適用し、低価格で創作サイト向けに開発された高機能なサイトを制

作させて頂きます。 

クリエイターの皆様へ 

 インターネットの普及により、近年では誰でも簡単に創作物を発信出来るようになりました。 

 pixivなどに代表されるイラストコミュニケーションサービスも発展しておりますが、そんな中でも、

WEBサイトをもつということは、ご自身の世界観を表現する上で非常に重要性が高いと考えます。 

 しかし、サイトを制作する技術は誰でも持っているものではない上、お仕事・ご学業の他に創作

活動をされている方が機能性の高いサイトを制作・管理・運営することは、時間的に考えてもなか

なか困難です。 

 WEB制作に時間をかけるより、ご自身の創作活動により没頭したいという方もいらっしゃるでしょ

う。そんな方々のお力になれればと、I'll be NET はWEB制作サービスとして始動いたしました。 

 WEB制作会社にサイトの制作を依頼することは敷居が高いように思われるかもしれません。I'll 

be NETのデザイナーは、自身も創作活動を行っていたという経験を活かし、創作サイトならでは

のサイトを構築することができます。また、他サービスと比べても制作費も安価に抑えることがで

き、SOHO（フリーランス）故に外聞や偏見を気にすることなく制作をお任せ頂けます。 

 I'll be NET のクレジットを表記する必要はありませんので、I'll be NET が制作したサイトである

かどうかは一見してはわかりません。制作実績としての公開をお許しいただき、特別のご許可いた

だいた場合を除いては、I'll be NET からリンクを貼ることもありません。 

 創作活動を頑張る皆様に、より自由に快適にご活躍いただけるよう、精一杯尽力させて頂きま

す。 

 



I'll be NET の応援する創作活動とは 

I'll be NETの応援する創作活動とは、 

■ 小説 ■ 服飾品 

■ イラスト ■ 雑貨 

■ 漫画 ■ 工芸品 

■ ゲーム ■ フィギュアや人形 

■ 音楽 ■ WEB素材 

■ その他 

の作品を個人（または団体）で創作することです。 

オリジナルでも、二次創作でも結構です。年齢制限のある作品も OKです。 

ただし、アニメや映画・演劇のレビューを書いたり、アーティストの情報をまとめたり、ゲームの攻略

情報を公開しているサイトなどは、I'll be NETの想定する創作活動ではないと考えます。 

創作サイト向けパック・割引のご案内 

I'll be NETでは創作サイト向けにお得なプランをご用意しております。 

なお、以下の料金プランをご利用いただけるのはアマチュアの方に限定させて頂きます。 

創作ショップリニューアルパック 

既に創作サイトをもっていらっしゃる方が、I'll be NET でサイトをリニューアルする際にご利

用いただけるパック料金です。 

携帯電話・スマートフォン対応、ネットショップ機能がデフォルトで搭載されています。 

創作サイト割引を使ってプランニングした価格よりも安価にサイトを移行できます。 

創作サイト割引 

創作サイトをご依頼いただいた場合は、割引をさせて頂きます。 

他サービスと比べて格段に安い価格でサイトを制作することが出来ます。 

 

 

 

 



制作の流れ 

 

WEB ディレクターがヒアリング（メール・チャット・通話・ご面会によるお

打ち合わせ）により、お客様のご要望・お悩み・ご希望をお伺い致しま

す。作成したいサイトの雰囲気・イメージ・コンテンツの内容の確認、予

算・納期のご説明、SEO対策（検索エンジン最適化）・閲覧制限につい

て確認を行います。 

 

 

 

お見積りの内容で合意いただけた後、ご契約を行います。請求書を発

行いたしますので、契約金（基本料金＋オプション料金）をご入金下さ

い。ご入金確認出来次第、サイトを設置するサーバーの準備、素材・

資料の収集・作成、取材など、サイト開設準備を行います。 

 

 

 

いよいよサイトを作成致します。  

 CMSのセットアップ 

 メールフォームなど各種プラグインの設置 

 コンテンツの登録 

 

 

 

作成したサイトをテストサーバーに UP し、お客様に動作・内容をご確

認頂きます。 

修正点がある場合は適宜対応致します。 

 

 

 

２で用意したサーバーにサイトを設置し、公開致します。 

正常に稼働するかどうかお客様にご確認頂きます。  

 

 

 

I'll be NET では様々なサポートをご用意しています。 

サポート外でも、サイトに関する相談・ご質問は随時承ります。 

実際に I'll be NETがサイトの改装・改造に携わる場合は、サポートメニ

ューをご提案させて頂きます。 

サポートの詳細は料金メニューをご確認下さい。 

 


