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地域情報サイト 「タイドさせぼ」 とは？地域情報サイト 「タイドさせぼ」 とは？

文字や画像をかんたん直感編集

クリックすると画像を

アップロードできます

地元による地元の為の地域サイト

「佐世保市のポータル」地域限定サイトです。（広告枠を除く）

更新します。遠隔対応、放置なんてありえません。

「即」見えるサイト作りに専念します

情報は佐世保在住のスタッフが、自分の足で出向き

ユーザー視点に立ち皆様から愛されるサイトに！

現代版「タウンページ」として

検索サイトでは打ち出しにくい、「比較＊検討」をポータル

見れる、動くタウンページとして、見る側、提供側双方に

メリットのあるシステム構成となっております。

サイト だからこそ のご提供を行います。

超多機能ツールが、低価格でしかも簡単に！

完全マルチデバイス対応

ＰＣ・スマホ・携帯と自動的に機種を判

断し、それぞれに適切な画面を表示！

自動で判断!!
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サイト利用時の店舗オーナー様のメリットサイト利用時の店舗オーナー様のメリット

「佐世保市情報サイト」なら！

現状の集客方法でお困りの点は？

ホームページがない。

広告掲載したいが費用が高い。

モバイル（携帯&スマホ）用のホームページがない。

ホームページがあっても更新が難しく・お金も掛かる。

宣伝＝高い・面倒な事だと思っていませんか？

ホームページ代わりに使える！

初期費用はなんと２０,０００円！(キャンペーン期間だと大幅割引！)

ＰＣサイト更新で携帯＆スマホ用のページも自動更新！

更新はクリックして編集。パソコン初心者でもＯＫ！

ホームページ代わりに使えて簡単＆低コスト！
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初心者でも安心な簡単ページ更新システム初心者でも安心な簡単ページ更新システム

文字や画像をかんたん直感編集

パソコンのスキルは、ほとんど不要！

大きな画像も自動で縮小。そのままアップロード出来る！

アップロードした瞬間に反映可能！

手順は編集したい文字や画像をクリックするだけ！

パソコンスキル不要！手順はクリックのみ！
もちろん、弊社で代理編集も可能です。

クリックすると画像を

アップロードできます

パソコンはよく分からない

パソコンのスキルは文字が打てる程度。

画像編集ソフトは持ってない。編集できない。

情報の反映までに時間がかかるのはイヤだ。

手順が複雑で難しいと面倒。

情報の更新は特別な知識や手順が必要？

文字をＣｌｉｃｋ!!

そのまま編集！

画像をＣｌｉｃｋ!!

簡単アップロード！
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便利で有益なサービスが満載 ①便利で有益なサービスが満載 ①

１ トップ（基本）ページ

トップページには、写真・住所・電

話番号・URLを始め、お店の様々

な情報が掲載できます。

月額料金：3,000円
全店舗標準装備

設置費用：20,000円

１２ メニュー機能

メニューページでは最大10ジャ

ンル、100のメニューが掲載可！

内容や金額の訂正も簡単です！

月額料金：2,000円
お勧め / 優良店舗標準装備

地図表示情報

アクセスフォームに住所を入

力するだけで、常に最新の地

図情報（ＧｏｏｇｌｅＭａｐ）が表

示されます。

移転した際も、店舗情報の住所を変更す

るだけで自動的に地図情報が更新され

ます。

月額料金：2,000円
お勧め / 優良店舗標準装備

３

１４ ショップトップ画像

トップページで基本画像以外に

画像を追加します。雰囲気を来

訪者にアピールできます。

月額料金：2,000円
お勧め / 優良店舗標準装備

クーポン作成機能

月額料金：3,000円
お勧め / 優良店舗標準装備

５

携帯・スマホで読取るための独

自のクーポン（ＱＲコード）を自

動形成出来ます。また有効期

間を一ヶ月～二ヶ月の間で自

動的に延長されるよう設定して

います。

予約受付機能

様々な業種に対応した予約専用

フォーム。もちろんスマホや携帯

からでもＯＫ！

月額料金：2,000円
お勧め / 優良店舗標準装備

６
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便利で有益なサービスが満載 ②便利で有益なサービスが満載 ②

８Ｔｗｉｔｔｅｒウィジェット

サイドバー枠に「Ｔｗｉｔｔｅｒウィ

ジェット」が設置され、あなたの

つぶやきを自動的に表示します。

問い合わせ機能

迷惑メール対策にも有効！

携帯・スマホでも勿論使用可能！

ビジネスチャンスを逃しません！

月額料金：2,000円
お勧め / 優良店舗標準装備

７ ８

月額料金：2,000円
お勧め / 優良店舗標準装備

８弊社SNS新規掲載

新規店舗を弊社のSNSサイトをフル利用し

て外部に紹介します。Facebookについては

「いいね！」で継続表示します。

９

月額料金：2,000円
お勧め / 優良店舗標準装備

人気ランキング上位表示

月額料金：1,000円
優良店舗標準装備

１０

露出枠の一つである「人気ラン

キング」で上位表示を施します。

本オプションが組み込まれた

店舗様は、露出が増加し、利用

者の流入が見込めます。

プレミアムギャラリー

店舗アピールとしてギャラリーを

設置します。また、検索対策とな

る外部への露出が図れます。

月額料金：1,000円
優良店舗標準装備

１１ オリジナルSHOPページ

ショップ独自のページを制作編

集できます。独自特集枠を作っ

て更なる露出が図れます。

１2

月額料金：2,000円
優良店舗標準装備
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各キャンペーン特集 例 体験レポート

当サイトの読者モデルor契約モ

デルによるお店の体験レポート

をトップページでご紹介！

店舗キャンペーン企画を特集枠で

ご紹介。イベントをからめて、ネット

上でアピールしてください。

例 スタッフ紹介

お店自慢の看板娘＆イケメンス

タッフをトップページにてご紹介！

お店のファンの獲得に有効です！

例

月額料金：2,500円
優良店舗標準装備（※年２回２ヶ月程度）

特集ページ「トッププレミアム」掲載特集ページ「トッププレミアム」掲載

モデル代は別途かかります。
事前にご相談ください。

個人情報の管理については、
店舗様にてお願いいたします。

当サイトNo.1の流入率を誇る特集ページ
利用者全体の約6割が閲覧しています
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今なら超お得！キャンペーン情報！今なら超お得！キャンペーン情報！

全ての機能が使えるフルオプションパッケージが

基本ページ＋フルオプションサービス（全機能使用可）

特典１ 特集ページ「トッププレミアム」（通常価格24万円）が利用可能！

特典３ 初年度だけでなく、二年目以降も今回の特別料金で継続利用可能！

特典２ 今後追加される新規機能が追加費用無し、全て無料で使えます！（例：求人募集システム等）

☆更に、毎月３社限定のスペシャルプレゼント有り！（※内容はスタッフ迄お問い合わせ下さい）

なんと初期費用0円！ しかも月額10,000円！

掲載初期費用

サイト登録費用 ２０,０００円

ページ制作費用 ２０,０００円
４０,０００円
合計 ３,０００円

２６,５００円
２９,５００円
合計

月額掲載費用

トップ(基本)ページ

フルオプション

特典４ ご希望の店舗様には、プラス1000円でオリジナルホームページを制作！（運用、検索対策も込）
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広告枠ご案内広告枠ご案内

トッププレミアム 20,000円 / 月（最大4枠）
当サイトNo.1のアクセスを誇る特集枠を１年間独占でご
利用いただけます。優良店舗契約の場合は期間限定です
が、広告契約の場合は年間を通じて１枠を独占しての掲
載・露出が可能です。

トップインフォ 17,000円 / 月（最大4枠）
サイト上部中央に位置します。店舗画像の露出は常時で
す。また、広告仕様（構成）は特集ページと全く同一の
ものですので、安価にご利用いただけます。

サイドバナー枠 15,000円 / 月（最大10枠）
サイト右部に位置します。内外部のリンクも可能なバ
ナー広告枠です。画像もしくは文字のみのリンク掲載と
なります。バナー制作は無料で受け付けます。

フッダー文字リンク枠 12,000円 / 月（最大20枠）
サイト下部に位置します。内外部のリンクも可能な広告
枠です。外部リンクの増強にご利用下さい。文字のみの
掲載となります。

サイト左側 ピックアップ店舗 については、優良契約店舗がランダムで掲載されます。

サイト中央部 新着情報 については登録店舗にて更新が発生した段階で掲載されます。
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サイト名
タイドさせぼ

※タイドとは潮のこと。渦潮、早岐瀬戸の潮、汐見台にかけてネーミングしました。

運営責任者
コミュニケーションリング
担当：岡 淳 （おか あつし）

住所・電話番号
住所：長崎県佐世保市有福町４１６８番地１５
電話番号：0956-80-7150 ／ 090-3190-3434

ＵＲＬ
タイドさせぼ http://tide-sasebo.com
コミュニケーションリング http://comm-ring.com

その他
ネットショップ能力検定機構 ネットショップ実務士資格
ＳＡＳＥＢＯ時旅 ガイド養成及び、プロデューサー研修 修了

サイト概要などサイト概要など

お問い合わせ先 コミュニケーションリング（タイドさせぼ運営会社）
ＴＥＬ 090-3190-3434 または e‐ｍａｉｌ info＠comm-ring.com

担当：岡 まで

本資料内の金額は全て税抜き表示です。

資料については、2013年10月21日現在での内容です。


