.

本サービスに関するお問い合わせは、
株式会社 ワイジェ－エス 技術センター
〒484－0061
愛知県犬山市大字前原字向屋敷 50-6
TEL：0568-65-1605 ／ FAX：0568-65-1608
E-Mail：info@yjsnet.co.jp
担当：澤田

株式会社 ワイジェーエス
2010-04-01

インターネット

業務内容紹介
◇ＹＪＳのＨＰ管理・運営
・ＹＪＳのメインホームページ
ＹＪＳのＨＰでは業務案内の他、製品情報、リンク、中古機情報を提供してお
ります。
・ＹＪＳ Ｏｎｌｉｎｅ Ｓｈｏｐ（ＹＪＳオンラインショップ）
ＹＪＳの２ｎｄ Ｗｅｂ、ＹＪＳ Ｏｎｌｉｎｅ Ｓｈｏｐでは、各種中古パソコ
ンとその周辺機器の販売、
ＹＪＳオリジナルグッズ等の販売を行っております。
・地域ホームページ犬山 / 地域ホームページ大口＆扶桑
生活者のための地域情報発信ウェブの運営をしております。地元犬山の観光ス
ポット、パーソナルＨＰ、四季の風景を紹介。又官公庁を始め商工業者・企業
等のリンク集も充実。
2005 年１月大口＆扶桑を開設致しました。
・ＹＪＳＮＥＴ
ＹＪＳの各種ソフトウェアをお使いのユーザ様のコミュニケーション広場とし
てバージョンアップ情報、開発スタッフとの交流広場を開設。保全契約ユーザ
様にはＩＤをお持ちいただき専用のＷｅｂサービスをご利用いただけます。

ＹＪＳのホームページ
URL:http://www.yjsnet.co.jp
ＹＪＳ Ｏｎｌｉｎｅ Ｓｈｏｐ URL:http://www.yjsnet.jp/
ＹＪＳＮＥＴ
URL:http://www.yjsnet.co.jp/yjsnet/
地域ホームページ犬山
地域ホームページ大口＆扶桑

URL:http://www.inuyama-hp.com/
URL:http://www.inuyama-hp.com/niwa

◇ホームページ作成・管理
◇レンタルサーバ サービス
◇ネットワーク接続工事
◇パソコンなんでも出張サービス
◇パソコン教室
＜インターネット事業部＞
ＴＥＬ：0568-65-1605 / ＦＡＸ：0568-65-1608
e-mail：info@yjsnet.co.jp
担当：澤田
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インターネット

ホームページ作成プラン
インターネットを利用して自社の会社案内や商品ＰＲ、技術力のＰＲを行い、受託の拡大や事業展開に役立てて
いる企業も少なくありません。ＹＪＳでは、インターネット上に貴社の会社案内、技術ＰＲ、製品の情報などを
掲載するお手伝いをしております。
ホームページ作成プランとして、３種類のパッケージプランをご用意致しております。
ワンページプラン

21,000 円
ホームページを WEB 上の看板として使用するお客様に最適なプランです。
１ページ構成のホームページになり、デザイン構成等全て弊社にお任せになりま
す。検索エンジン登録、FTP アップロードのサービス付き。
バナー作成も割引いたします。
（通常料金の半額）

イージープラン

52,500 円
ホームページを WEB 上の看板＋αとして使用するお客様に最適なプランです。
３ページ構成のホームページになり、デザイン構成等全て弊社にお任せになりま
す。
（例：料理店の場合、トップページ＋料理メニュー＋会社概要）
検索エンジン登録、FTP アップロードのサービス付き。
バナー作成も割引いたします。
（通常料金の半額）

ノーマルプラン

105,000 円～
本格的なホームページを作成したい、ホームページによる売上を見込みたい、
ショッピングモールを構築したい、細かくデザインの打ち合わせがしたい等
多種多様なお客様の要望に対応するプランです。
現在最も多くのお客様に支持されている標準作成プランになります。

※料金は新表示形式（消費税込み）で表示してあります。
ノーマルプラン料金表
・ホームページ作成基本料金
105,000 円 （必須料金）
＜トップページ×1 枚、一般ページ×2 枚、画像×30 が基本のホームページ構成になります。＞
・一般ページ追加
5,250 円～
・フレームデザイン追加
10,500 円
管理保守契約
・携帯端末ページ作成
2,100 円～
ホームページの管理保守契約も承っております。
・ホームページ修正（弊社作成）
5,250 円～
ホームページの修正、ＦＴＰアップロード、
・ホームページ修正（他社作成）
10,500 円～
検索エンジン登録、プロバイダＣＧＩ組込み等
・標準画像追加
1,050 円～
が無料になる特典が付いております。
・ボタンアイコン追加
1,050 円～
定期的な管理に加え、管理月報の提出、売上
・デザイン画像追加
3,150 円～
アップにつながるご提案、弊社発行情報冊子の
・バナー作成（静止）
3,150 円
無料購読も出来るようになっております。
・バナー作成（動画）
5,250 円～
是非、弊社の管理保守契約をご利用下さい。
・バナー作成（FLASH）
21,000 円～
・FLASH 画像作成（画像編集込み） 25,000 円～
・検索エンジン登録
5,250 円
どのような要望にもお答えできます。
・関連ポータルサイト登録
3,150 円
お気軽にご相談ください。
・ＦＴＰアップロード
5,250 円 等々
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インターネット

ノーマルプランのホームページ作成

ノーマルプランの場合、当社の専門スタッフがお客様の問いに答えながら、サイトをどのように作っていくか
プランを練ります。弊社には多くのサイト作成実績があり、ノウハウの蓄積があります。
ユーザビリティー（ユーザにとって良い操作性や視認性）に優れたホームページ、それぞれの環境に対応するホ
ームページ、売上に結びつくような構成のホームページ等々、なんでもご相談下さい。

ホームページ作成手順
【作成内容の打ち合わせ】
お客様の会社パンフレット、各種資料、お客様のイメージ等を元に、
どのようなデザインにして、どのようなコンテンツを作っていくかを
打ち合わせします。ラフデザインにて大体の構成を確認します。
内容によっては、更に安価なワンページプラン、イージープランへの
移行を勧める事もあります。

【見積り書提出】
ラフデザインとともに、見積り書を提出致します。
この時、お客様の要望に基づいてデザイン、構成の変更も行います。
修正に伴い、見積り書も変更になる場合がありますがご了承下さい。

【作成開始】
お客様と打ち合わせしたデザイン、構成に基づき作成を開始します。
ある程度の段階でお客様への確認、修正を行う場合もあります。

【最終確認】
お客様の最終確認を得て、
（希望する場合は）指定 URL へアップロード
致します。アップロードをご自分でなさる場合は CD にてホームページ
を納品致します。ソースコード、プログラム等による不具合は完全動作
するまで、責任を持って対処いたしますので、ご安心下さい。

【保守管理】
保守管理契約を行ったお客様に対しては引き続き各種サポートをさせて
頂きます。ホームページの修正や管理月報の提出、各種相談への返答、
新たな提案等、弊社のノウハウを駆使したサポートをさせて頂きます。
弊社発行の情報小冊子も無料購読できます。

株式会社

ワイジェーエス

本
社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171
技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6
ＴＥＬ（0568）65-1605
ＦＡＸ（0568）65-1608

（Ｖ2010-02-15）
URL：http://www.yjsnet.co.jp
E-mail：info@yjsnet.co.jp

※仕様は予告無く変更される場合がありますので御了承下さい。詳しくはお問合せください。資料を送ります。

インターネット

ノーマルプランの料金について

【作成料金の目安】
ノーマルプランの場合、作成料金はホームページ（デザイン、構成）ごとに異なりますが、基本的に、
「基本料」
＋「ページ数」で金額を算出します。
この場合のページ数とは、
Ａ４サイズ程度の大きさを言い、
全てのコンテンツが１ページに納まれば１ページ分、
というわけではありません。目安としては 1024×768 程度のモニターで見て、２画面分くらいが１ページになる
とお考え頂ければいいかと思います。
内容の続いている項目、例えば、表の長さが長くなってＡ４で２枚くらいになったとしても、それはただ単に大
きな表が入っているというだけで、２ページとは考えられないでしょう。
このように、
「必ずＡ４サイズで１ページ」というワケではなく、ケースバイケースで計算していくものだという
事を覚えておいて下さい。
また、画像加工やイラストなどの作成にも１画像単位で料金が発生します。
例えば、暗い感じの写真を明るくしてサイズの変更をして日付を消すなどの作業は一通りの処理が必要になって
きますし時間もかかります。
しかし、ボタンアイコンがみんな同じようなデザインで、上に書いてある文字だけが違うものを１画像単位では
計算しません。これらもまた、ケースバイケースで適当と思われる計算をしながら料金を算出していきます。
上記のように一つづつ計算していくよりも、
「いくらで作りたい」という予算が決まっていれば、あらかじめ教え
て下さい。私どもはその予算でどれだけの事が出来るかを提示させて頂きます。

【弊社のポリシー】
これほどたくさんのホームページ作成会社があると、つい価格で差別化を図りがちです。
しかし、価格を下げなければ競争に負けると考えるのは、ライフサイクルの末期、つまり「商品に価値がなくな
った」時です。
「安くします」は、すなわち「自社のサービスには価値がないですよ」につながります。ですから、弊社は決し
て安くしますとは言いません。高いかもしれません。
安くする事は簡単です。しかし、価格が安くなった事により、本当に必要な部分が削除されてしまったり、全体
の構成（導線）がくずれてしまっては何の意味もありません。
デザインや構成ノウハウは仕入れて売る商売ではありませんので、安くする事は自社の価値を低める事につなが
ります。だから、弊社は高く売れるように弊社自身の価値を高めます。
日々新しい事を勉強し、刻々と変わるインターネットの世界に対応していきます。
安くするよりも、安いと思われる仕事を目指すのが、本当のプロだと思いませんか？
弊社は、そのような考え方に基づきプロとしてどのような提案、相談にも対応させていただきます。
ホームページ関連だけでなく、IT 活用の総合的な提案も致します。
一生懸命のお客様には全力でぶつかりますので、是非ＹＪＳにご相談下さい。

株式会社

ワイジェーエス

本
社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171
技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6
ＴＥＬ（0568）65-1605
ＦＡＸ（0568）65-1608

（Ｖ2010-02-15）
URL：http://www.yjsnet.co.jp
E-mail：info@yjsnet.co.jp

※仕様は予告無く変更される場合がありますので御了承下さい。詳しくはお問合せください。資料を送ります。

インターネット

ホームページ管理保守サービスのご案内

弊社にてホームページを作成されたお客様には「管理保守」サービスも合わせてお勧め致します。
管理保守契約をしていただく事により、ホームページ作成にてサービスになる項目がある他、ページ修正をサー
ビスで行う等多種多様のメリットがございます。
目安として、一年間にホームページの修正を４～５回以上考えられている方はお得になります。
インターネットに不慣れなお客様や、定期的なページ更新を考えられているお客様は、弊社に管理保守をお任せ
ください。

ホームページ年間管理保守契約
保守契約料金 ： ６３,０００ ～ ２５２,０００円（税込み） / 年
※ ３年分一括前払いにされますと１０%OFF になります｡
※ ５年分一括前払いにされますと２０%OFF になります｡
・ホームページ作成時の FTP アップロード、検索エンジンへの登録、簡易 JavaScript、プロバイダ CGI 組み
込み等をサービスで行います。
・ホームページの修正をサービスで行います。
・定期的な管理に加え、アクセス推移、更新状況等を記載した管理月報を提出致します。
・弊社発行の「パソコンクリップ」という情報誌が、無料で購読できます。
・各種ご相談にご回答いたします。これはホームページ作成関係に限りません。
・新しい企画をご提案いたします。
・イベント等のリアルタイムな情報をスピーディーに追加いたします。
・インターネットの状況変化が激しい中で、その時々に合わせたご提案を行います。
良いホームページとは？
・情報の伝達を第一の目的としている
・情報が見やすい、検索しやすい
・情報の信頼度が高い
・絶えず新しい情報が提供されている
・ホームページの目的が明確である
・導線が構築されている
・AMTUL の法則に沿った構築がされている
・デザイン重視としていない
・ページが軽い（表示が速い）
・ナビゲートがしっかりしている
・どこからでもトップページに戻れる
等々

株式会社

ダメなホームページとは？
・見ずらい
・情報を詰め込みすぎている
・どこに何が書いてあるのか分からない
・ページが重い（表示が遅い）
・デザイン重視で導線が無い
・更新が少ない
・情報の賞味期限が切れている
・新鮮味に乏しい
・新しいウィンドウがたくさん開く
・いきなり音楽が鳴り出す
・画像や FLASH を使いすぎている
・無意味な JavaScript を多用している
・キーワードとコンテンツが一致していない
等々
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ホームページ作成サービス

有限会社 ウシオ精工
http://www.ushio-seiko.com/index.html
精密プレス金型の設計製作
少量、多品種のプレス加工及び後処理
精密検査治具、精密加工治具、等の企画、設計製作
ワイヤーカット、細穴放電などの賃加工
社内ＬＡＮによってデータの一元化を実現

安達建築 株式会社
http://www.adachi-kkk.com/
リフォーム、増改築、注文住宅等はおまかせ
社寺、店舗、マンション、事務所、公共建築等
幅広い実績があります
いろんな感性にこたえて「住人十色」の暮らしを提案
耐久性かつ安全性の高い環境をお届けします

株式会社 伊藤プレス型製作所
http://www.ito-press.com
高い信頼、高い精度、高い品質の金型メーカー
設備を活用した＜単品機械部品＞＜試作部品＞の製作にも対応！
最先端の技術を搭載した最新設備をフルに駆使できる体制を構築
しています。

犬山ロータリークラブ
http://www.inuyama-rc.org/
国際ロータリー第２７６０地区・東尾張分区
クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕をモットーに
ロータリーの原点をふまえ友情と信頼に支えられたクラブ運営
を展開
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ホームページ作成サービス

大和企画 株式会社
http://www.d-plan.co.jp/
会社案内パンフ、販促パンフ、チラシ、ポスター、冊子、
記念誌、議案書等頁物、カラー印刷をはじめ、名刺、伝票、
挨拶状封筒受注専用システム等印刷全般
特に封筒印刷はお任せ

有限会社 橋村製作所
http://www.hashimura-ss.net/
プレス金型設計製作
試作部品製作
機械加工一式
治工具製作

株式会社 ジンノ
http://www.jinno-die.co.jp/
プレス金型設計製作（精密型、トランスファー、順送型）
常に新しい金型にチャレンジし、新しい時代のニーズに、
確実にお応えします

立野精密 株式会社
http://www.tatsuno-group.co.jp/
ナット、ニップル（インサート）
、スリーブの組立製造
高圧ホース用口金、油圧機器継手、NC 旋盤加工
空圧機器部品、集中給油装置
品質、納期の 100％完全対応化
多品種、少量品の短納期対応
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株式会社 成正建装
http://www.seisho-kensoh.co.jp/
新築（木造・鉄骨造・ＲＣ造）
、増改築（リフォーム） 、
店舗デザイン、設計、施工 、インテリア（家具．クロス貼り） 、
エクステリア（外溝工事）等
「フランス創作料理なり多ｎｅｕｆ奥村邸」も手がけました

犬山ガス 株式会社
http://www.inym-gas.co.jp/
都市ガスの販売及び供給、保安業務、ガス機器の販売及びリース
メンテナンス、施工、住宅設備機器の販売、施工、受注工事
各種イベントも展開、環境への取り組みも実施
安心のガスライフを提供

有限会社 あじか＜料理・仕出し＞
http://www.inuyama-ajika.com/
あじが自慢の味鹿のあじか
自慢の料理と女将の笑窪
宴会・仕出しはお任せ下さい。無料バスで送迎致します。

犬山豆腐センター ヤマトー
http://www.yama-to.com/
風光明媚な愛知県犬山市の城下町、戦後間もなく創業した老舗
でございます。今も昔ながらの手作り豆腐を 15 種類以上ご用
意しております。
当店の豆腐は名流木曽川の恩恵を受けた水と、豆腐の素である
にがりと大豆にこだわった自慢の逸品です。
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木曽川観光株式会社
http://www.kisogawa-kankou.com/
日本三大急流に数えられる木曽 13km を迫る岩間を縫って下る
スリリングな遊覧コース！この間（美濃太田～犬山橋下）は日本
八景河川の第 1 位にも選ばれ雄大な河川美がドイツのライン川に
たとえられます。多くの奇岩・怪岩を作り出し、轟々とした早瀬
と鏡のような深淵の流れの中を壮快に下ります。

ル・エルミタージュ
http://www.l-ermitage.com/
そもそもの始まりは、ルネサンス期のイタリアに起源があると
されている“エルミタージュ”とは、フランス語で「隠者の庵」
、
「隠れの間」を意味します。疲れた体を癒すための都会の
オアシス・・・・・
ここをあなたの「エルミタージュ」にしてみませんか？

木村内科
http://www.kimuranaika.jp/
一般内科・小児科と通所リハビリ施設（デイケアセンター）
・居宅介
護支援事業所（ケアサポートセンター）を併設し、在宅における医
療・看護・介護を必要とする方々が、快適に暮らせるよう各種のサ
ービスを提供しております。

株式会社 犬山精工
http://www.isc-21.com/
確かな技術を、確かな信頼を、産業の未来へさらなる前進を。
チャレンジ精神と想像力で様々な産業で活躍していきます。
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株式会社 伊藤プレス型製作所
http://www.ito-press.com/
モノづくり産業に喜びをプレス金型設計製作メーカー
高い信頼、高い精度、高い品質の金型設計製作メーカー
自動車用プレス金型設計製作 信頼できる技術の実績 45 年！

カネカ不動産 株式会社
http://www.kaneka-jp.com/
生活創造と住まいの相談 入居者募集から駐車場管理まで
不動産情報専門店 管理・委託専門店

山根水道工業 株式会社
http://www.yjsnet.com/yamane/
「水漏れ、水つまり等、水道・水周りのことでお困りであれば、
どうぞ気軽にどんなことでもお申し付け下さい。
また、キッチン（流し）
、洗面、トイレ、お風呂等々のリフォーム
も、長年の経験と実績で、多くのお客様に喜んでいただいており
ます

有限会社 板津燃料店
http://www.inuyama-hp.com/itatsu/
「安心・安全・信頼」をモットーに、ガスに関する様々
な取り組みを行っています。お客様とよく話し合い、お客様の
お家に合ったデザインのガス器具・ガスコンロをお納めするよう
にしています。ガスコンロを新調したいとお悩みのお客様は、
一度ご相談にいらしてください。お客様のご希望に、お家に
合った物をご提供いたします。
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くいもんや源
http://www.inuyama-hp.com/gen/
犬山の特産品じねんじょ「夢とろろ」を生地に練りこみ
揚げたドーナツです。ふんわりさくっとした口当たりで、
じねんじょの風味が生きています。ぜひ一度ご賞味ください。

じねんじょ 夢とろろ
http://www.inuyama-hp.com/yume-tororo/
犬山の風土と土地柄を生かした特産として、この程研究開発して自然
食品じねんじょが犬山の特産物として誕生しました。
味覚・ねばり・香りともに揃った自慢の特産物です。

愛岐堂
http://www.yjsnet.com/aigido/
カーテン、ブラインド、ふすま・障子の張替え、じゅうたん、カーペッ
トなど室内装飾に関することなら何でもお任せください！室内装飾・イ
ンテリアのあれこれ、ご相談承ります。お気軽にお問合せください！

永久カレンダー
http://www.shirakawa-hp.com/shop/spec/01322.html
プチ贈答品・粗品に最適
会社・自営業・お店等のＰＲグッズとしてご活用に最適です。
お客様へ、お知り合いに、ちょっとしたインパクトアピールでき、あ
なたの完全オリジナルノベルティグッズとしてご活用いただけます。
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株式会社 木谷ゲージ製作所
http://www.kitani-gauge.com/
「水漏れ、水つまり等、水道・水周りのことでお困りであれば、
どうぞ気軽にどんなことでもお申し付け下さい。
また、キッチン（流し）
、洗面、トイレ、お風呂等々のリフォーム
も、長年の経験と実績で、多くのお客様に喜んでいただいており
ます

結婚相談/結婚情報サービス ブライダルひばり
http://www.inuyama-hp.com/wedding/
運命の人は今、ここにいます
さあ扉を開けて、新しい未来へ
近県にいらっしゃる良縁会 7,000 名以上の素敵な会員様からお相手
を選べます。

リフォームアウトレット扶桑・犬山
http://www.inuyama-hp.com/reform/
一流メーカー住宅設備機器が格安で手に入るリフォームアウトレッ
トで今、手に届かなかった２ランク上の商品を同等予算で手に入れ
ることができます。
全商品メーカー保証付きで安心です。

棒手編み手作り アクリルたわし
http://www.shirakawa-hp.com/shop/spec/01329.html
洗剤を使わなくても汚れが落ちるので節水に！エコな時代にぴった
りのアクリルたわし。
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犬山商工会議所
http://www.inuyama-cci.or.jp/
地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、
国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。
従って、商工会議所の活動には、大企業も中小企業も、
みんなが力を合わせて、都市を住みよく、働きやすいところに
しようという念願がこめられています。

エレクトロン マエダ
http://www.e-maeda.org/
健康機器販売、健康食品販売
健康を電子水（e-water）で改善、環境を炭素で改善
備長炭の効果のお話、炭による住居環境改善
毎日飲む水についてのお話も

入鹿はちみつ店
http://www.irukahachimitsu.com/
香り高い天然の栄養源。
ご贈答に素朴で天然の持つ高級感と優雅な栄養食品として、
多くのお客様より喜ばれております。
ぜひ一度天然ハチミツの「入鹿ハチミツ」をご利用下さい。
贈答用セット、業務用ハチミツ、各種取り揃えております。

犬山ミヤコホテル
http://inuyama-hotel.com/
国際観光都市犬山。その拠点となる犬山駅まで徒歩５分。
犬山ミヤコホテルは時間の無駄を無くし、活動範囲を広げ、有意義な
一日のスタートです。落ち着いた雰囲気、ゆったりとしたスペースが、
ビジネス・レジャーの疲れをいやし、すがすがしい朝､充実の朝があな
たを待っていることでしょう。

株式会社

ワイジェーエス

本
社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171
技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6
ＴＥＬ（0568）65-1605
ＦＡＸ（0568）65-1608

（Ｖ2010-02-15）
URL：http://www.yjsnet.co.jp
E-mail：info@yjsnet.co.jp

※仕様は予告無く変更される場合がありますので御了承下さい。詳しくはお問合せください。資料を送ります。

インターネット

ホームページ作成サービス

有限会社 安江工務店
http://www.yasue-koumuten.com/
～人と木の調和をはかる～総合建設設計施工
純和風の家から洋風の家まで幅広いニーズに応え、お客様に満足
して頂くための家造り

有限会社 大有
http://www.daiyu-auto.com/
中古車販売、修理、車検
中古車をお探しの方、詳細をご覧いただけます。

ワイジェーエス販売 株式会社
http://www.yjs-hanbai.com/
『感謝の心 繁栄の奉仕』
工作機械販売サービスに長年の実績を持っています。
最新鋭の New マシンから完全整備済の工作機械まで、
幅広い商品
提供で金型メーカ、部品加工メーカにおける高効率生産技術をサ
ポート致します。

トラ・虎・寅のコレクション博物館
http://www.tora-museum.com/
とら・トラ・虎・寅…寅年生まれの Samlor 館長が集めに集めた
トラコレクション博物館
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城東商工振興会
http://www.inuyama-hp.com/jhoto/
平成２年 11 月「犬山商工会城東支部」として設立。
平成７年「城東商工振興会」と名将変更。
会員の相互扶助の精神に基づき、会員の交流・親睦を深め、
もって城東地区の発展を図ることを目的とする。

城東小さな博物館
http://www.inuyama-hp.com/hakubutsukan/
博物館として、単に見るだけのケース展示ではなく、気軽に見た
り、触ったり、時には作ったり、そして館長さんとの会話を通じ
て、地域住民の皆様と事業者である館長さんの新しい交流を作り
たいと思います。城東地区の事業者の皆さんにご協力いただき、
「城東小さな博物館」ができました。地域の新しい見学、勉学の
施設としてご活用いただければ幸いです。

ＹＪＳ Online Shop
http://www.yjsnet.jp/
『ＹＪＳ Online Shop』は中古、ユーズド、USED 商品の販売
が専門です。各種中古パソコンとその周辺機器、パーツから
ＹＪＳのオリジナル商品（ソフ トウエア、書籍）
、各種委託商
品等の通信販売を行っております。

Lionheart
http://www.oshaberi-lion.com/
会話を重視した英語レッスン
一人一人が話せるようクラスは少人数制
新しい単語や基本的な文法など積極的に英語で答えたり
質問するレッスン
楽しいゲームや歌や絵本など盛りだくさん
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恐竜印のおんらいんしょっぷ『ラリス・アオテイク』
http://www.shirakawa-hp.com/shop/
中国ビジネスをサポート、コンサルティングするグローバル事業
から、ワープロ文書作成、パソコン教室等のローカル事業まで
手広く手がけています
中国に進出したい方への支援や相談承り、情報提供等も
行っておりますので中国ビジネスに興味のある人はアクセスを

名城尾北会
http://www.meijo-bihokukai.com/
名城大学尾北地区卒業生の会
母校名城大学では、平成 13 年に開学 75 周年を迎え、卒業生は優
に 15 万人を超え、それぞれの分野で活躍しておられます。

株式会社 アドテックリサーチ
http://www.yjsnet.co.jp/company/adr.html
ワイヤ放電加工、NC 放電加工、放電細穴加工
システム共有のメディア（ＤＸＦファイル、ＮＣデータファイル）
を電子メールや宅配便で送付して頂く図面レス受託加工
受託設計から各種ＮＣデータ作成及び加工までの一貫した
ユーザフォローを行います

白川オフィスオートメーション
http://www1.ocn.ne.jp/~soa/
ＯＡ機器の一歩進んだお手伝いをします
ビジネス専門スタッフが対応
ＯＡ機器各種販売も行っております
「ぱソコン楽習帳」をＷＥＢ上で配信
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共栄プレス工業 株式会社
http://www.kyouei-pk.co.jp/
金型設計から製品加工まで一貫した生産システム
高品質の製品を安定して提供
自動車プレス部品（クラッチ、ベアリング、シート関係等）
建築部品、ガス器具、プレス金型等に実績有り

株式会社 スザキ工業所
http://www.suzaki.bz/
激動する時代。スザキ工業所はこの変化に挑み、品質の高い数々の自
動車部品やオリジナル製品の製造を手がけ、
未来の新たな可能性挑戦
しています。

株式会社 養老技術センター
http://www.yorotc.co.jp/
プレス金型設計・製作
超高速 高信頼 高精度
コスト競争力 小回りのきくフットワークに自信あり

日本ラインフィルムコミッション連絡協議会
http://www.rhine-fc.com/
木曽川流域の愛知県犬山市と岐阜県各務原市、
可児市、美濃加茂市、坂祝町の 4 市 1 町で組織されたのが
「日本ラインフィルムコミッション連絡協議会」
。
自然あり、歴史ありの日本ラインフィルムコミッション連絡協
議会は、皆様のお越しを心よりお待ちしています。
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Ｓｏｏ Ｔｅｅ・Ｒｏａｄ（スーティー・ロード）
http://www.sootee-road.com/
アジア輸入雑貨のお店
「アジアの灯」をテーマとし、ランプ、キャンドル商品を
直輸入し提供する専門店
「癒し」と「灯」に関係する素敵な商品がたくさん紹介されて
います

粗品 記念品 オーダーメイド オリジナル ノベルティグッズショップ
http://www.sootee-road.com/select/
企業、法人様の販売促進、販促品、ノベルティグッズ、記念品、
粗品にご利用ください。
景品に最適！名入れができるノベルティグッズ。
大切な人に喜んでいただける…オリジナル商品をお届けします。

雨宮光学機械 株式会社
http://www.kis-net.ne.jp/~amemiyac/
精密製品（部品）の部品加工から組立製作までの一貫生産
精密小物プレス金型の設計製作
精密プレス部品成形加工
ＦＡ機器部品加工及び組立

中村精密工業 株式会社
http://www5.ocn.ne.jp/~nakasei/
順送金型製作、機械加工、表面クリーニング処理
精密順送精密プレス加工、各種電子部品
マイクロ表面処理装置により今まで苦労していたワイヤカット、
型彫り、機械加工後の表面処理仕上げを安価に提供
ワイヤカット加工から表面処理迄の一括処理も可能
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株式会社 アイクス

ＮＣ放電加工機、ワイヤカット放電加工機各種工作機械、
自動プロ、ＣＡＤ／ＣＡＭ、環境改善環境機器、消耗品各種
の販売、ワイヤ断線防止装置「ドリームアート」の販売
JAPAX 製機械のメンテナンス、周辺機器の補充等

株式会社 横田製作所

ワイヤカット加工（最大５５０×３５０まで加工可）
精密順送金型設計製作
マシニング加工（最大１５００×６００まで加工可）
プレス金型の修理可能です

橋本精密工業 株式会社 茨城工場

超精密薄板バネ複合カシメ部品製造、精密薄板バネ製造
精密自動金型設計製作、精密プレス部品加工、各種試作品
組立て部品（カシメ加工・スポット付加工）
、治工具類
国内は元より海外でも大変高い評価を頂いています
売上の７割が海外のユ－ザ－です

堀場被服

実用新案認可の新型アフガン、チャックポリ内袋付ポーチや
タオル雑巾等
新型アフガンは従来品よりも温かみのある商品です。
犬山市保健センター様にもご利用して頂いております。
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株式会社 ダイコウゴルフ

ゴルフの腕が上達するトレーニングマシン、ティーアップ機
マルチスポーツネット等ゴルフ関連用品の販売
固定式大型ネットもあります

東海プラントサービス 株式会社
http://www.tokaips.co.jp/
生コンクリート製造設備、コンクリート二次製品製造設備、
汚水処理装置、廃棄物、汚泥、残土、再利用化プラント
セメントサイロ空気輸送設備、産業廃棄物再生設備
リサイクル関連設備全般
資源の再利用に再利用プラントを通じて貢献

メーベルコトブキ 株式会社

総合家具卸問屋
ブライダル家具、輸入家具、輸入雑貨及び小物等
多種多様なニーズにあわせたご提案
お客様の立場に立って、心をひとつに「真心こめて」お手伝い

株式会社 木村屋

葬儀、式典
各宗派問わず民生、一般葬から社葬まで施行
自宅、集会場、寺院での葬儀の他、散骨葬もお引き受け可能
葬儀の流れについての説明、葬儀コラム、葬儀Ｑ＆Ａ等もあり
葬儀に関する事で困ったらここでチェック
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税理士法人ティータック

税務申告代理サービス、記帳指導、記帳代行サービス、
パソコン導入支援サービス、税務コンサルタントサービス
税のしくみについての詳細な説明や、覚えて置いて損は無い
税の知識について詳しく説明

有限会社 クドー精工

プレス金型の設計製作、治工具の設計、製作
CAD／CAM システムを LAN で一元化
設計工数の低減や分業による設計時間の短縮と高効率な業務
納期短縮と工数低減を進め、設計と加工のさらなる効率化を確立
より高品質でメンテナンスフリーな金型の生産体制

有限会社 ハイウェーブ

注文住宅、店舗改築、リフォーム
他社で「無理」と言われたことでもご相談下さい
最初から最後まで、自社で一貫して行います
地鎮祭から完成まで、全ての工程を写真に収め、
完成後お客様にお渡しいたします

きゃらめっく

飛び出したら危ないぞ！のセーフティチャイルド製造販売
子供達に人気の「クレヨンしんちゃん」
設置が容易で、目立ちます
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蘭丸亭

名台、和風ヘルシー焼肉、野戦なべ他、会席料理等
森蘭丸の里「金山」より野戦なべを提供
醤油やニンニク、胡麻をベースとしたオリジナルのたれは
ヘルシーでバランスの取れた焼肉を作る事が出来ます
1 階客室から見える展望は四季折々の絶景

グッディ ランゲージ スクール
http://www.inuyama-hp.com/jyuku/
日常会話から留学の準備までの様々なレッスンが受けられる
韓国語と英語の教室
入学金は無し！無料体験も実施中です
様々なレッスンコースが用意されています

株式会社 愛 和

製材業を基にスタートした会社なので「木」についての知識、
「木」の特性の生かし方については得意な会社です。
「岐阜地方の民家をもっと簡素で美しく個性的にしたい」と
いうモノ作りへの熱い思いから会社を始めました。
売り上げ偏重の会社とは少し趣きの異なる会社です。

i-gallery

日常の暮らしに Art を
20 世紀、テクノロジーは高度に発達し、情報や物資は有り余る
世の中となりました。しかしこんなモノや情報が満ち溢れながら
も、その影で満たされない心と消せない不安を持ちながら暮らし
ている今、本当の豊かさを享受できる Art の存在が必要です。
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間宮建設 株式会社

暮らしの理想をカタチにするお手伝い・・・
”ゆっくり落ち着ける部屋にしたいな・・・。
”
”おしゃれな家にしたい・・・。
”
同じ理想でも 、胸に描いているイメージは 1 人 1 人違うもの
そのイメージを現実にするためのお手伝い

ＨＡＹＡＳＨＩピアノ教室
http://www13.ocn.ne.jp/~piano.y/
『ＨＡＹＡＳＨＩピアノ教室』は、子供から熟年の方まで、
丁寧に指導致します。♪
明るい雰囲気の中で、のびのびと楽しくレッスンしています。
気持ちにあまりゆとりの無い今、眠っている才能、眠っている
ピアノを掘り起こし音楽を通して、豊な心をもちましょう。

愛知県犬山市観光協会公式ホームページ

犬山市観光情報
犬山市の観光情報を「観光スポット」
「宿泊」
「グルメ・特産品」
から検索できます。

有限会社 近藤企画

各種工作機械、自動車販売保守、古物商、各種機器リサイクル
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株式会社 サイトウ

無添加ハム、安全なお肉、加工品の製造販売
「生命を大切に」を理念とし、安心して食せる商品を提供
牛、豚、鶏は、飼育状況が分かるものを販売
加工するハム、ソーセージはドイツマイスターが技術指導
食肉製品の提供を通して食生活とし健康に貢献していきます

青山建設 株式会社

青山建設（株）の「Ａ」がシンボルマーク。
「ゆとりのある心を育む住まいづくり」をモットーにより付加
価値の高い住宅を通して地域の発展につながればと思います。
“毎日暮らす家だから。家族の健康と環境を大切にしたい…。
”
お客様に喜んでいただける家づくりに専念しております。

常進美装 有限会社

建物清掃（メンテナンス＆ハウスクリーニング）
内装仕上（リフォーム）
活性機能水生成装置「無限」販売代理店
体にやさしい生活環境や住みやすく生活しやすい環境を提案

日本料理 鯉料理 郷部

ＯＮＥ ＴＯ ＯＮＥ 宴会をめざして、会場の仕様から料理の
献立等を幹事様と詳細打ち合わせし、満足の行く宴席を創ります
地元の食材を豊富に取り入れた郷土料理
祝膳、法事、忘年会からウェディングまで多種多様に対応
猪、鯉料理も定評があります
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株式会社 シンエイライフ

地元密着型リフォーム専門店
シンエイライフは地元犬山に店舗を構えて地域の皆様のお役に
立てるように頑張っております。
ホームページをご覧いただいたお客様だけにシンエイライフから
選りすぐりの商品を提供させていただいております。
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インターネットホームページ管理契約書

を甲とし、株式会社 ワイジェーエスを乙として、甲、乙間でインターネッ
トホームページの管理について次の通り合意したので、本契約書２通を作成し、双方が各１通を保有する。
第１条（契約の目的）
甲は、インターネットホームページ（URL www.

)の管理を乙に委託する。

第２条（管理）
本契約に定めるホームページの管理とは、契約期間中、乙が次の項目について必要な改訂、更新
および管理メンテナンスを行う事を意味する。
１．毎月１回ホームページの更新を行う。
２．ホームページ中、不具合な文章、コメント、写図を発見した時は、すみやかにこれらを改訂する。
３．乙の提供したホームページが、明らかに乙のプログラム上の問題で不安定な動作をした時は
これを改訂する。
４．管理範囲外の新規ページ作成などの作業については、別途作成費用を申し受ける事とする。
５．ホームページの性格上､甲の希望する効果・成果を得るため、新たな技術的な手法提案など
積極的なフォローを心掛ける。
第３条（契約料金）
本契約に係わる管理メンテナンス料金は、契約有効月より１年間は
円／年とし、それ以
降については別途協議して定める事とする。契約料金の支払い条件は、乙の経理規定によるものとす
る。尚、３年間の一括契約を締結する場合は、契約料金より１０％割り引く事とし、５年間の一括契
約を締結する場合は、契約料金より２０％割り引く事とする。
第４条（秘密保持）
乙は甲から秘密と指定された事項、および本契約に関して知り得た、甲の秘密を第三者に漏らして
はならない。
（別紙個人情報保護方針）
これに乙が違背したことにより、甲が損害を被った場合は、その全損害を甲は乙に請求することが
できる。
第５条（契約の終了）
年
月
日より有効とし、甲より契約終了の意志表示がされた年月をもって契約
本契約は
の終了とする。しかるに、本契約は１年単位で自動的に継続されるものとする。
年

月

日

甲

印

株式会社
乙

ワイジェーエス

技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市大字前原字向屋敷 50-6
TEL:0568(65)1605 / FAX:0568(65)1608
本

社 〒484-0061 愛知県犬山市大字前原字向屋敷 95-171
TEL:0568(62)8218 / FAX:0568(62)8219

印

インターネット

地域ホームページ運営
『地域ホームページ犬山』は、犬山市を中心とする市民、団体、企業のあらゆる地元情報の発信と情報交換の場
を提供し、協賛企業の利潤追求につながる犬山最大のポータルサイトにすることを目的として、開設、運営され
ました。

地域ホームページ犬山

www.inuyama-hp.com
地域企業ＰＲ

特産品の紹介

地域生活情報の発信
教室案内

イベント案内

同好会メンバーの募集

『地域ＨＰ犬山』は、中部地区各地域に誕生しております
多くの各地域ＨＰと相互リンクしております。

ただ今募集中！
●「犬山市のリンク集」へ貴社ＨＰをお申込みください。
《掲示板を活用下さい》
●生活エンジョイ＆便利コーナー
生活・ショッピング情報
同好会・サークルの案内
（空手やサッカーなどのサークル活動）
各種学校・塾の生徒募集（ピアノ教室や学習塾など）
求人募集
●地元自治会情報
●地元の皆さんのフリースポット
（キャンペーン、発表会などの広告
●フリーマーケット掲示板
●犬山ホット・生活ニュース
（キャンペーン、新装オープンなどの広告）
●地元イベント情報
（フリマ開催やピアノコンサートなど）
●教室・講座・講演のご案内
●こだわりの一品コーナー
（犬山でこだわりの店、一品のＰＲ）
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※仕様は予告無く変更される場合がありますので御了承下さい。詳しくはお問合せください。資料を送ります。

インターネット

バナー広告掲載サービスのご案内
地域生活者のためのポータルサイト「地域ホームページ犬山」に貴社のバナー広告を掲載します。
・
・
・
・
・
・

「地域ホームページ犬山」のトップページに貴社のバナーを掲載いたします。
多くのサイト訪問者が貴社のバナーを見る事によるＰＲ効果を得ます。
サイト訪問者がバナーをヒットし、貴社のホームページにジャンプします。
貴社のホームページのアクセス数アップにつながります。
「地域ホームページ犬山」からのリンクになりますので、地域に特化したＰＲをする事が出来ます。
ポータルサイトからのリンクになりますので、サイト訪問者が貴社の信頼を得やすくなります。

バナー掲載料金
３１,５００ / 年（税込） ／
３,１５０ / 月（税込）
※Web デザイン料金を含みます。

株式会社

ワイジェーエス

本
社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171
技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6
ＴＥＬ（0568）65-1605
ＦＡＸ（0568）65-1608

バナー サイズ 220×45 ピクセル

（Ｖ2010-02-15）
URL：http://www.yjsnet.co.jp
E-mail：info@yjsnet.co.jp

※仕様は予告無く変更される場合がありますので御了承下さい。詳しくはお問合せください。資料を送ります。

バナー・ＷＥＢチラシ広告掲載に関する契約書

を甲とし、株式会社 ワイジェーエスを乙として、甲、乙間で地域ホームページ犬
山における甲のバナー・ＷＥＢチラシの掲載について次の通り合意したので、本契約書２通を作成し、双方が各
１通を保有する。

第１条（契約の目的）
甲は、地域ホームページ犬山に掲載するバナー・ＷＥＢチラシの管理を乙に委託する。
第２条（管理）
本契約に定めるバナー・ＷＥＢチラシの掲載とは、契約期間中、地域ホームページ犬山を運営する乙が甲
のバナー・ＷＥＢチラシを地域ホームページ犬山に掲載することを意味する。
第３条（契約料金）
本契約に係わる掲載料金は、契約有効月より１年間は
円／年とし、それ以降については別途
協議して定めることとする。契約料金の支払い条件は、乙の経理規定によるものとする。
第４条（秘密保持）
乙は甲から秘密と指定された事項、および本契約に関して知り得た、甲の秘密を第三者に漏らしてはなら
ない。
（別紙個人情報保護方針）
これに乙が違背したことにより、
甲が損害を被った場合は、
その全損害を甲は乙に請求することができる。
第５条（契約の終了）
年
月
日より有効とし、甲より契約終了の意志表示がされた年月をもって契約の
本契約は
終了とする。しかるに、本契約は１年単位で自動的に継続されるものとする。

年

月

日

甲

印

株式会社
乙

ワイジェーエス

技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市大字前原字向屋敷 50-6
TEL:0568(65)1605 / FAX:0568(65)1608
本

社 〒484-0061 愛知県犬山市大字前原字向屋敷 95-171
TEL:0568(62)8218 / FAX:0568(62)8219

印

インターネット

レンタルサーバ及びドメイン管理事業
概要
・
・
・
・
・
・

独自のドメイン名でホームページ、メールアドレスが持てます。
バッグボーン回線が高速なので、快適にホームページをご覧いただけます。
最近多いウィルスが添付されたメールをサーバで隔離するので、安心してメールの送受信ができます。
無料サービスやオプションサービスが増えていきます。
（ご要望もお寄せ下さい）
いろいろな相談を承ります。
サーバはインターネットに接続されていますが、お客様宅・事務所とインターネットの接続サービスは
含まれておりませんのでご注意下さい。

機能・価格一覧
機能等 ＼ コース
年額（1 年分前払い）
初期設定費用
ホームページ容量
ホームページ作成・運用
FTP（ファイル転送）
PHP4
CGI Perl5
プログラム作成
データベース
Postgre SQL
独自ドメイン運用
ドメイン新規取得
メールアドレス
独自ドメイン
メールの
利用の場合
ウィルスチェック
WWW ログ分析
SSI
TELNET
サポート
・
・
・
・
※

エコノミー
\21,000（税込）/年

スタンダード
\52,500（税込）/年
無料

40 MB

200 MB
別途お見積りします
◎(ログインアカウント 1 個)

△
弊社にてホームページ作成
の場合のみ可能
別途お見積りします

◎

△
×
弊社にてホームページ作成
の場合のみ可能
\10,500（税込）/年・個（.com/.net/汎用 jp 等）
（独自ドメインを使用しない事も可能です）
可能（上記運用料金に含まれます）
5個
30 個
◎
◎
×
×
メールにて承ります

◎＝無料サービス（年額に含まれます）
○＝オプションサービス（別途料金が必要です）
△＝無料サービス（年額または別サービス価格に含まれますが、制限があります）
×＝ご利用いただけません
機能・サービスは順次追加予定です。

株式会社

ワイジェーエス

本
社 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 95-171
技術センター 〒484-0061 愛知県犬山市前原向屋敷 50-6
ＴＥＬ（0568）65-1605
ＦＡＸ（0568）65-1608
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※仕様は予告無く変更される場合がありますので御了承下さい。詳しくはお問合せください。資料を送ります。

インターネット

レンタルサーバ（質問と回答）
よくある質問と回答
●「レンタルサーバ」と「プロバイダ」は違うのですか?
プロバイダは正確にはインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)と言い、インターネットに関するサービ
ス提供者の総称なのですが、一般的にはその中でもお客様がお使いになる場所(会社や自宅)とインターネット
を接続するためのサービスのことが「プロバイダ」と呼ばれています(以下「プロバイダ」と表記するものはこ
の狭義を指します)。
レンタルサーバは「ホームページ等を置いておく場所」を指します。
「プロバイダ」でもサービスの一環とし
てレンタルサーバのサービスを行っているところも多数ありますので混同しやすいのですが、弊社のレンタル
サーバサービスはお客様がお使いになる場所とインターネットを接続するサービス(狭義の「プロバイダ」)は
行っておりません。
●「プロバイダ」が行っているレンタルサーバサービスと比べてどんなメリットがあるのですか?
インターネットへの接続サービスは、ADSL・CATV(ケーブルテレビ)・ISDN・FTTH(光ファイバー)等があり混
沌としている状態ですから、
「速くてお値打ち」なサービスに身軽に乗り換えられる方がいいのではないかと思
います。また、ADSL や CATV 業者によっては独自ドメインが使用可能なレンタルサーバサービスを行わないと
ころも多くあります。
「一緒だからお値打ち」とも限りません。必要な機能を比較してみるといいでしょう。
●独自ドメインで他のレンタルサーバ等を使っているのですが、移行できますか?
ドメインの所有者がお客様名義であれば基本的に可能です。
弊社側の移行作業自体は無料で行っております。
詳しくはサポートまでご相談下さい。
●バックボーンやサーバの環境はどのようになっていますか?
バックボーンは JPIX へ 1Gbps・NSPIXP3 に 100Mbps をはじめとする高速回線です。
サーバは大阪のデータセンターにあり、OS に Linux を使用、HTTP サーバは Apache の最新バージョン(1.3 系)
を使用しています。
●サポート体制は?
メールにて 24 時間受け付けております。
また、
一般的内容につきましてはホームページでもご案内致します。
ハードウェア障害については弊社契約のデータセンター側での対応になりますので、内容によりましては平日
昼間のみの対応となるものもあります(この対応になることは経験則から言いますとごくまれなことです)。

※ 詳しくは「地域ホームページ犬山」運営会社（株）ワイジェーエス（担当：澤田）まで
お気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社ワイジェーエス
〒484-0061
愛知県犬山市大字前原字向屋敷 50-6
TEL：0568-65-1605 / FAX：0568-65-1608 / e-mail:info@yjsnet.co.jp
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※仕様は予告無く変更される場合がありますので御了承下さい。詳しくはお問合せください。資料を送ります。

インターネット

独自ドメインのメリット（１）

独自ドメインを使用することで以下のメリットがあります。
・短くて覚えやすい URL を手に入れる事が出来ます。
プロバイダから提供される長い URL ではなく、短くて覚えやすい URL を手に入れる事が出来ます。
例：http://www.abc.purobaida.ne.jp/~abc/ → http://www.abc.com
・契約を更新し続ければ一生使えます。
プロバイダから提供される URL はプロバイダ変更時に変わってしまいます。
名刺等に URL を記載している場合はその都度変更が必要になります。
プロバイダの競争が激しい現在、プロバイダの乗り換えはもはや日常茶飯事になってきています。
・レンタルサーバと組み合わせれば独自ドメインでのメールアドレス取得が可能です。
プロバイダから提供されるメールアドレスは、変わってしまいます。
変更時にはメール送受信のトラブル起こりやすいですが、一生変わらないメールアドレスだったら、
変更時のメール送受信のトラブルはありえません。
又、契約を更新し続ければ一生同じメールアドレスを使い続ける事ができます。
弊社のレンタルサーバでは@以前をご自由に指定でき、最低 5 つのアドレスを取得する事が出来ます。
例：info@abc.com、tech@abc.com、abc@abc.com
・迷惑メール対策が出来ます。
レンタルサーバと組み合わせて、独自ドメインでのメールアドレスを取得すれば、ドメイン名を
確定しにくいので迷惑メールを受信する確率は低くなります。
弊社のレンタルサーバをご使用いただくとウィルスチェックも同時に行いますので更に安全です。
・独自ドメインだと注目度が高まり、ホームページが際立ちます。
ホームページの内容に関連深いドメインを取得した場合、会社、お店の集客アップにつながります。
例えば、名刺や広告に http://www.kaisyamei.com を載せれば、名称が同じなのですぐに覚えてもらう事が
出来ます。
・検索エンジンでヒットする確率が高まります。
ドメイン内の文字列も重要キーワードの１つとして認識されますので、検索エンジンでヒットする確率が
高まります。
・簡単アドレス入力でアクセス数がアップします。
ホームページのアドレスが、長くてブラウザに入力するときに面倒くさいと感じたことはありませんか？
あなたがそう感じるという事は、あなたのホームページに訪れた人も同じように感じるはずです。
短く覚えやすいドメインならブラウザへの入力も簡単です。

株式会社

ワイジェーエス
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※仕様は予告無く変更される場合がありますので御了承下さい。詳しくはお問合せください。資料を送ります。

インターネット

独自ドメインのメリット（２）

・ネットビジネスに必要不可欠です
「会社名.com」や「会社名.jp」といった自社ドメインを取る事は、もはや企業にとっては当たり前になって
きています。名刺や広告に URL を記載するだけで簡単にあなたの会社をアピールできます。
特に会社名やブランド名と同じ URL は覚えてもらいやすいですし、会社名や商品名さえ覚えていれば
ホームページにもアクセスできるという事になります。
・売上促進効果が期待できます。
世界各国をはじめ、日本国内でも「商品名.com」が主流となってきています。
最近では、会社のホームページとは別に「www.商品 1.com」
「www.商品 2.jp」
「www.商品 3.net」のように
商品名１つ１つにドメインを登録して、商品の広告宣伝をする事が主流になりつつあります。
会社名や商品名さえ覚えていればホームページにもアクセスできますし、商品自体の知名度も高める事が
出来ます。特にキャンペーン等には効果抜群です。
・検索結果の上位に表示されやすくなります。
各種検索エンジンで検索された際、上位に表示されやすくなります。
上位に表示されるほど当然アクセス数もアップしますから、アクセスアップのための有効な手段の１つです。
・ドメイン登録は早い者勝ちです。
ドメイン登録は早いもの勝ちですから、あなたの会社の社名や商標にちなんだドメインは早く取得する事を
お勧めします。特に短く覚えやすいドメインは人気が殺到する可能性が高く、会社名を省略した形での
ドメイン等を取りたくても先に取得されている事が多くあります。
又、ドメインに関する紛争も急激に増えてきており、ドメインの権利の重要性が認められてきています。

※ 詳しくは「地域ホームページ犬山」運営会社（株）ワイジェーエス（担当：澤田）まで
お気軽にお問い合わせ下さい。
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インターネット

ドメイン・レンタルサーバ申込書
申 込 日
申込区分

□新規 □移管 □オプション変更

請

□直

求

ドメイン
管

□ＹＪＳ

www.

理
□エイリアス

□エコノミー

□ミドルレンジ

□スタンダード

□ラージ

□ヒュージ

□特別対応

□利用しない

□弊社証明書利用

□自社証明新規取得

□自社証明書移管

コース

ＳＳＬ

（ふりがな）
ご登録者

（個人名義登録の場合は会社名不要）

（漢字）
（英語）
（ふりがな）

担当者

（漢字）
（英語）

（英語名省略の場合は弊社にて決定）

〒
住 所
（ふりがな）
（漢字）
（英語）
ＴＥＬ
ＦＡＸ
e-mail
.co.jp / .gr.jp / .ne.jp / .or.jp / .ac.jp ドメインの新規取得には当申込書の他にドメイン申込書等が必要です。
自社 SSL サーバ証明書の新規取得には当申込書の他に SSL サーバ証明書申込書等が必要です。
ドメイン新規取得の場合、お申し込みいただいてから利用可能になるまで数日～3 週間程度必要です。
他社サーバからの移管の場合、現サーバ/ドメインの契約満了日より 1 ヶ月以上余裕をもってお申し込み下さい。

担当：

株式会社
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インターネット

co. jp ドメイン申込書
＊印は必須項目です

*

ドメイン

組織情報
*

組織名（日本語）

*

（ふりがな）
（英語）

*

住 所 〒

*

（日本語）
（英語）
登記年月日

*

登記地住所

*

代表者名（日本語）

*

（英語）
肩

*

書

登記担当者情報
担当者名（日本語）

*

（英語）
e-mail
住

*
所

*

〒

*

（日本語）
（英語）
部

署（日本語）
（英語）

ＴＥＬ

*

ＦＡＸ

*

担当：
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インターネット

gr. jp ドメイン申込書
別途書類・印鑑登録証明書が必要です / ＊印は必須項目です / ＋印は個人の場合空欄

*

ドメイン
組織情報

*

組織名（日本語）

*

（ふりがな）
（英語）
代表者情報
法人名（日本語）

*+

代表者名（日本語）

*

（英語）
肩

*+

書

登記年月日

*

登記地住所

*

副代表者情報
*+

法人名（日本語）
副代表者名（日本語）
（英語）
書

*+

登記年月日

*+

登記地住所

*

肩

登録担当者情報
*

担当者氏名（日本語）
（英語）
e-mail
住

*
所

*

〒
（日本語）
（英語）

部

署 （日本語）
（英語）

*

ＴＥＬ / ＦＡＸ
※英語表記のない場合は、弊社にて決定させていただきます。
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パソコンの何でも出張サービス

お電話ください！
専門スタッフが ご自宅へ
お伺いします。 4200 円/時間
受付 9：00～17：00
土日曜＆祝祭日を除く

お電話でトラブルの状況や
困っている内容をお知らせ下さい。

お助けします
・パソコンを買ったけど接続ができない
・インターネットがつながらない
・印刷ができなくなった
・知らないうちに動かなくなった
・機器の増設をしたいけどわからない
・ソフトのインストールに自信が無い
・ソフトの使い方が判らない・・・

レッスンパック
4200 円／時間
・ 基本的な操作指導
・ インターネットの使
い方
・ メールの送り方
セットアップパック
4200 円／時間
・ インターネット接続
・ パソコン設置/配線
・ ＬＡＮ工事

㈱ワイジェーエス
技術センター
パソコンヘルプデスク
出張範囲は犬山市および、その近郊とさせて頂きます。
ソフト開発

ホームページ作成・管理サービス

各種データ入力サービス

パソコン教室

各種サービス実施中！ 別途お問い合わせください。

ＹＪＳパソコン教室

ＹＪＳでは、各種パソコン教室を随時、受け付けております。
例えば、Windows95／98／Me／NT／2000／XP、ワープロソフト、表計算ソフトの使い方等について、個別に
指導致します。
パソコンが初めてという方のための、入門コースから、もっと有効的にパソコンを使いたいという方のための、
応用コースまで、幅広く対応していきます。
下記の各コースは、カリキュラムのほんの一例です。お客様のご要望に応じて指導内容を構成し、カリキュラム
を編成、ご指導していきます。また、受講期間および時間については別途ご相談下さい。可能な範囲で対応させ
ていただきます。

Windows

Word
（ワープロ）

Excel
（表計算）

インターネット

入門コース
応用コース
☆パソコン初心者＆未経験者の方を対象。
☆Windows 入門コースを終了された方、
・マウス操作の基礎
あるいは、同等の知識をお持ちの方を対象。
・ウィンドウ操作
・デスクトップのカスタマイズ
・ファイル操作
・ソフトウェアのインストール
・日本語入力
・ネットワークでの操作
☆Word 入門コースを終了された方、
☆Windows 入門コースを終了された方、
あるいは、同等の知識をお持ちの方を対象。
あるいは、同等の知識をお持ちの方を対象。
・文字入力
・ビジネス文書作成
・文書作成
・図形イラストの挿入
・表作成
・ヘッダ／フッダの活用
・印刷
・差込印刷
☆Excel 入門コースを終了された方、
☆Windows 入門コースを終了された方、
あるいは、同等の知識をお持ちの方を対象。
あるいは、同等の知識をお持ちの方を対象。
・セル入力
・関数を使った計算
・表計算機能
・図形イラストの挿入
・グラフ作成
・ヘッダ／フッダの活用
・印刷
・データベース機能
・インターネットについての基礎
・ホームページ作成教室
・www.メールの使い方

※基本受講料 ４,２００円（税込）／Ｈ
※パソコン及び、ソフトウェアは、当方にて準備いたします。
※お持ちのパソコンを持参していただき、ソフトウェアの調整をしていきながら指導させていただくことも
できます。
※現地への出張指導の場合は、出張旅費(実費)を別途請求いたします。
※各コースとも、資料代、メディア代は、別途請求いたします。

◎遠方からの受講生のための宿泊施設(サロンＹＪＳ)を準備しております。
御利用の方は、別途、利用規定を御請求ください。
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ＰＯＰデザイン/カラーレーザプリント/コピー/各種サービス料金一覧（1）

※表示価格は全て税込価格です

ＰＯＰデザインサービス
サイズ
B5
A4
B4
A3

料金
10,500
10,500
12,600
21,000

＊ ロゴマーク・写真等をお持込いただければ、挿入する
事が出来ます。
＊ デジカメやグラフィックソフトで作成されたデータを
持ち込まれる場合、形式によってはお取り扱いできな
い場合がございますので、予めお問い合わせください。

出力機：Canon LBP-5600

カラーレーザプリンタ出力
サイズ 種類

１枚目

２～30 枚

31 枚～

Ｂ5（182x257）

262

52

47

Ａ4（210x297）

315

63

47

Ｂ4（257x364）

525

94

84

Ａ3（297x420）

630

94

84

カラー・スキャニング取り込み
10MB 以内
～30MB
～50MB

315 円／枚
525 円／枚
840 円／枚

一般コピーサービス
種類
サイズ
B5
A4
B4
A3

＊ 出力データ：CD・MO・フロッピー・写真（スキャナ
取込）など
＊ 出力可能ファイル：Word・Excel
＊ 画像データは、保存形式をお知らせ下さい。
（形式によ
ってはお取り扱いできない場合がございます。
）
＊ その他、詳細についてはお問い合わせ下さい。

ワープロサービス

モノクロ
片面
両面
21
31
21
31
32
47
42
63

枚数
はがき
B5
A4
B4
A3

料金
735～1,050
945～1,155
1,155～1,680
1,680～2,205
2,205～3,465

輪転機印刷サービス
枚数
1～100
101～500
501～1,999
2,000 以上

単価
15
8
5
別途見積り

＊ ６５％～１５４％までのズーム、普通紙の他各種異質紙などへのコピーができます。
２０枚以上の場合、割引いたします。

＊
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ＰＯＰデザイン/カラーレーザプリント/コピー/各種サービス料金一覧（2）
※表示価格は全て税込価格です

データのバックアップサービス
種類

サービス料

DVD-R

一枚

4,200

CD-R

一枚

2,100

＊ 書き込み容量が不足した場合は、新しいディスクへの書き込みとなります。
＊ 画像データは、保存形式によってはお取り扱いできない場合がございますので予めお問合せ下さい。
＊ 市販の映画等著作権、肖像権の対象となる写真、書籍、絵画、版画、地図、図面などは、権利者の承諾を
得ずに複製することは、禁止されています。複製を行う際は、権利者の承諾を得てください。
＊ バックアップメディア料金は、サービス料に含まれております。

ビデオテープの DVD 編集サービス
種類
DVD-R

時間

サービス料

２時間まで

6,300

以降一時間増毎

2,100

＊ 市販の映画等著作権、肖像権の対象となる写真、書籍、絵画、版画、地図、図面などは、権利者の承諾を
得ずに複製することは、禁止されています。複製を行う際は、権利者の承諾を得てください。
＊ DVD-R メディア料金は、サービス料に含まれております。

ラミネート加工サービス
サイズ

カード

B6

A5

B5

A4

B4

A3

料金

105

157

210

262

315

420

577
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パソコンプリンタ

トナーカートリッジ（再生品）の販売について
トナーカートリッジの種類
純

正

ノーブランド

再生リターン

再 生 品

※再生リターンとは、お使いいただいているカートリッジをお預かりしトナーを入れます。
ＹＪＳでは純正・ノーブランド・再生の３パターンでトナーカートリッジの販売を開始しました。
特にトラブルがほとんど無く、トラブルが発生しても（カートリッジの割れ・トナーもれなど）メーカが対応保
証致します。メーカより専門技術スタッフが派遣対応致します。
お見積もり致します。
下記依頼書のご記入いただきＦＡＸにて依頼して下さい。
尚、製品によっては再生品等のお取り扱いの無い場合があります。
一万円未満のご注文には送料 1,050 円ご負担下さい。
配送日程につきましては、それぞれ異なります。ご注文後にご連絡差し上げます。
●空の廃棄カートリッジの回収も行っています。ご相談下さい。

【見積り依頼書】
ＦＡＸ：0568-65-1608／e-mail：info@yjsnet.co.jp
プリンタ機種(メーカ)

カートリッジ型番

種

類

備考

純正・ノーブランド・再生
純正・ノーブランド・再生
純正・ノーブランド・再生
（参考）現在（純正・ノーブランド・再生）を使用中で、
購入価格は
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パソコンプリンタ

中古パソコンセット販売
■ 構成例

■ 写真の構成は次の通りです。
（見本）
・本体：スリム形
・CRT：17 インチ
・その他：キーボード／マウス／付属ケーブル

・プリンタ：A4 インクジェット

■ PC 仕様

パソコン（本体）
·

ディスプレイ

縦置き / 横置き（スリム形有り）

·

プリンタ

17 ～ 19 インチカラーＣＲＴ

·

用紙サイズ
A4 サイズ ～ A3 サイズ

·

印刷方式
・レーザー
・インクジェット

・メモリ 64 MB ～
・CPU

400Mhz 程度

※ その他（キーボード・マウス・付属ケーブル付）
※ どのような御利用目的ですか
□ ワープロ ／ 表計算

□ Ｅ－Ｍａｉｌ

□ インターネット

□ ゲーム

※ その他、御希望により各種提供できます
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ＹＪＳ刊行冊子販売の御案内

2010 年 04 月 01 日現在

サイ
ズ

頁

１ 放電加工補遺物語

Ｂ5

48

佐々木和夫

2,100

２ 形彫放電加工機は如何にして育まれてきたか？

Ａ4

28

〃

1,575

３ 続・形彫放電加工機は如何にして育まれてきたか？

Ｂ5

21

〃

1,050

４ ある放電加工機メーカの落日

Ｂ5

12

〃

840

５ ワイヤ放電加工機の誕生物語

Ａ4

6

〃

525

６ ワイヤ放電加工の活用技術（1～14）

Ｂ5

47

吉田三郎

1,050

７ ワイヤ放電加工技術

Ａ4

34

福田常夫

1,050

８ 金型を考える（ＹＪＳ短信別冊）

Ｂ5

11

ＹＪＳ

９ プレス金型の CAD / CAM 活用技術（金属プレス連載分)

Ｂ5

40

吉田三郎

2,100

10 Auto CAD LT 98 操作例題集

Ａ4

40

ＹＪＳ

1,050

11 YJSNEWS（Vol.1～15 製本版）

Ａ4

16

〃

1,050

12 YJSNEWS（Vol.16～30 製本版）

Ａ4

15

〃

1,050

13 YJSNEWS（Vol.31～45 製本版）

Ａ4

15

〃

1,050

14 ぱそこん情報 CLIP（IT 関連資料 Vol.1～10 製本版）

Ａ4

38

〃

1,050

冊

№

子

名

著

者

価格

525

15

〃

（

〃

Vol.11～20 製本版）

Ａ4

46

〃

1,050

16

〃

（

〃

Vol.21～30 製本版）

Ａ4

80

〃

1,050

17

〃

（

〃

Vol.31～40 製本版）

Ａ4

80

〃

1,050

18

〃

（

〃

Vol.41～50 製本版）

Ａ4

80

〃

1,050

19

〃

（

〃

Vol.51～60 製本版）

Ａ4

80

〃

1,050

20 TECHNICAL FOCUS －資料集―

Ａ4

33

〃

1,050

21 BUSINESS SQUARE Vol.2

Ｂ5

98

吉田三郎

1,050

22 BUSINESS SQUARE Vol.3

Ｂ5

100

〃

1,050

23 金型技術の現状と動向（講演 2000.11）

Ａ4

31

〃

1,050

（講演 2000.11）
24 ＩＴ/ＩＴ革命による社会的変化（1）

Ａ4

19

〃

525

（講演 2000.11）
25 ＩＴ/ＩＴ革命による社会的変化（2）

Ａ4

19

〃

525

26 ＩＴ革命について（講演 2001.2）

Ａ4

16

〃

525

27 ＩＴ(情報通信技術)とその活用について（講演 2001.2）

Ａ4

13

〃

525

28 ＩＴの活用について（講演 2001.6）

Ａ4

9

〃

525

29 日本の製造業におけるＩＴの活用について（講演 2001.10）

Ａ4

19

〃

525

30 日本の金型産業における課題と対応（講演 2001.11）

Ａ4

11

〃

525

31 ＩＴ基盤の金型産業の現状と展望（講演 2002.2）

Ａ4

11

〃

525

32 韓国 国立ｿｳﾙ産業大学校 金型設計学科ｾﾐﾅｰ（講演 2001.11）

Ａ4

17

〃

525

33

韓国 中部大学校＆奥村工業所
産業協力交流協定記念セミナー（講演 2002.5）

Ａ4

14

吉田三郎

525

34 韓国 中部大学校セミナー集（講演 2003.5）

Ａ4

7

〃

525

35 近頃僕の･･･

Ｂ5

60

吉田サムロ

36 垢山埋没（サムロ作品集Ⅱ）

Ｂ5

53

〃

630

37 夢蜉蝣（サムロ作品集Ⅲ）

Ｂ5

62

〃

630

38 20 万 km 走破の記録（日産サニークーペ 1200cc）

Ｂ5

43

〃

210

41 ビストロ料理レシピ

Ａ4

20

〃

525

42 近くの歴史 散歩道

Ａ4

21

小田 昭午

525

1,050

※ 表示価格は新表示形式（消費税込み）にて表示してあります。
御購入に際しましては別途送料を御負担願います。
※ 書籍,技術資料はＹＪＳのホームページ（http://www.yjsnet.co.jp）及びＹＪＳオンラインショップ
（http://www.yjsnet.jp）でもご案内しております。
※ 購入申込書をご記入いただき、ＦＡＸまたは e-mail にてご注文下さい。
※ 発送までに 2～3 日要する場合があります。ご了承ください。

＜お問合せ先＞
ＹＪＳ技術センター

ＴＥＬ０５６８―６５―１６０５／ＦＡＸ０５６８―６５―１６０８
e-mail:info@yjsnet.co.jp

＜キリトリ＞

購 入 申 込 書
№

冊 子 名

価 格

ＦＡＸ：0568‐65‐1608
e-mail：info@yjsnet.co.jp
冊 数

合 計

総 合 計
以上、申込み致します。

年
住 所
氏 名
ＴＥＬ

／ＦＡＸ

月

日

