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１、サービス概要 2

支配人様やウエディングプランナー様の

WEB関連のお悩みを解決します

4Dウェブサポは、サブスクリプション型（定額制）ブライダルサイト運用サービスです

ブライダルサイトの更新・改修を行っている
専門チームが、定額(月額5.5万円～)でブライダル
サイトの運用をサポートします

プラン・フェアなどの
定期更新

各種特典・イベントなどの
告知バナー作成

写真の効果的な活用の
相談・提案・落とし込み

HP改善の洗い出し
修正案の提示・対応

単なる運用サポートではなく、WEB運用において
貴会場の戦略パートナーとして、
コロナ禍の「今」、比重が高まっている
HPの集客のお力添えさせていただきます



２、悩みを解決 3

「日々の業務に追われて公式HPのチェックの時間がとれない…」
「古い情報をそのままにしてしまっている…」そんな、ご担当者様の悩みを解決します

4Dウェブサポを活用し生きたHPにすることで、個別の課題を見える化でき、
ご担当者様はより良いHPにしていくことだけに注力していくことが可能になります

4Dウェブサポなら！
Point１．HPの情報更新の手間を省きます！

新着情報が何か月も放置される心配はありません！

Point２．HPとポータルサイトとの情報の同期をチェック！
複数のサイトに掲載されている情報の同期の確認や、
一般的な申込期間、地域や戦略による時期の設定を、時間を掛けて確認する必要はありません！

Point３．Googleのアップデートなどに伴う不具合を早期発見！
確認の依頼がなくても事前にチェックし、お手元に送受信テストメールをお届けします！

Point４．最適な更新内容のご提案をいたします！
コロナ禍、まん防など移り変わる現状の中で、何がベストか迷う必要はありません！



３、運用サイクル 4

初期費用０円の定額制なので、安心してご利用いただけます

迅速
・更新内容の確認

・いつでも対応

良質
・改善提案の精度

・費用対効果

丁寧
・成果を出すまで

・継続した効果分析

4Dウェブサポが、貴社HPのPDCAをしっかりと回していきます

公式HPのPDCA



４-１、4Dウェブサポサービス内容 5

サイト更新 自由度高くサイトを更新

撮影やモデル版権切れに伴う写真の差し替えやコピーの変更はもちろん、
新しい情報追加など自由度高く対応します。

毎月・毎週のルーチンワークから抜け出せる、4Dウェブサポのサービス内容です

もし「HPを変えたいけれど、これって更新でできることなのかな…」
とお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。

写真の差し替え
写真が増えてもOK！最適な形で

トリミングし、弊社ならではのノウハウで
ベストな形で掲載します。

テキストの変更
ご指示通りはもちろん、リライトも！
誤字脱字などあれば気付き次第サポート

範囲期関わらずご連絡します！

情報追加
新情報も、HPの構成を大きく変えない

範囲であれば、追加します。

情報削除
掲載期間があるものは、ご連絡
いただかずとも、削除します。

バナーの作成
情報を絵で見せたい、バナーにしたい！
も弊社ならプラン内で可能です。

ライティング
HPの検索時の表示される説明文は
しっかり検討していますか？

HPの説明も閲覧前の情報として大事です。
弊社でライティングしてご提案も！

4Dウェブサポがやります！



４-２、4Dウェブサポサービス内容 6

下記はスタンダードプランで行っている基本的なサービスになります

月次報告 更新した内容を毎月ご報告！

毎月の更新業務の内容を翌月に貴社へご報告いたしますので、
HPでの活動報告にご利用ください。

月次サイトチェック 掲載内容を毎月確認・ご連絡

全てのページにおいて 、新着情報やプラン期間など
「最新であるべき」部分を毎月チェックします。

季節外れのキーワードなど
違和感のあるテキストがあれば、

ご連絡します！

プランやフェアの内容が
他のHPと相違がないか、

確認します！
プランやフェアの期日が

過ぎてないか、確認します！

月末のフェアの入力が
なければ、ご連絡します！

4Dウェブサポがチェックして、
ご連絡します！

もう春なのに「冬」の話が…月末に入力を忘れがち…

こまめにチェックしたい…
特典に差異があってトラブルに…

更新履歴は弊社内で管理します。
「昨年と同じ」といった
ご要望も対応できます！

去年行ったイベントの内容が分からない…



４-３、4Dウェブサポサービス内容 7

プレミアムになると下記のような、さらに充実したサポートがございます

サイト改修 見た目も情報も最適に

弊社の「HP改修」は、ご提案から制作業務まで 一貫して行います。
「リニューアルの予算がない」とお困りの会場様にオススメです。

WEBクリーニング もっと良くする修正のご提案

弊社のブライダルコンサルティングの知見を活用し、
HPの改善点を洗い出します。

制作からだいぶ時間がたって古い印象のHP…

デザインの変更対応をいたします。
字体や装飾を変えるだけで印象UP！

何となく良くないけど、具体的には分からない…

情報整理や写真の見せ方など
多方面から弊社スタッフがチェックし、

改善候補をおまとめします！

もっと戦略的に行きたい…

「専門家にお任せ」ではなく
ユーザー目線によるHP戦略を
主体的に考えられます。

アナリティクスレポート ユーザーの動きを確認

HPの閲覧状況をGoogleアナリティクスから数値を抽出し、
レポートをご提出します。

オンラインコンサルティング 悩みを即解決！

コンサルタントがミーティング(1回あたり1時間程度)を行います。
他社事例や弊社ならではの課題解決法をご提案します。

WEB集客ってどうしたら…

マーケット独自の動きなど
目に見えづらいことも

直接ご相談いただけます！



8５、4Dウェブサポスタートまでの流れ

１．お申込みに必要な情報をご用意ください
・貴社サイトのサーバー情報（サーバーにログインするための情報）
・WordPressなどCMSも対応の場合は、ログインURL・ユーザーID・パスワード

２．弊社にて、いただいた情報をチェック
・HP接続確認
・サイトマップ作成

３．お申込み完了
・契約書のご送付

サポートスタートまで、たったの3ステップです

上記問題がなければお申込み完了後、直ぐにサポートがスタートします
※当月からご請求が開始します。ご希望があれば翌月始めからのスタートも可能です。
お気軽にご相談ください。

テキストの変更など軽微なものなら、
最短2営業日で対応可能です！

お申込み完了後…



9６、通常のWEB更新ご依頼の場合

都度お受けする一般的なWEB更新もございます

無制限のサイト更新にサイトチェックもついている
4Dウェブサポが断然お得！

でも、4Dウェブサポなら！
Point１．毎月の修正回数は無制限なので、たくさん依頼をしても追加の費用は無し！
Point２．毎回の見積り依頼は不要なので、社内協議もなく時間がかからない！
Point３．ルーチン更新は一度依頼すれば毎月の連絡は不要！

テキスト変更/リンク変更 １ヶ所
レイアウト変更（HTML修正） １ヶ所
スタイル変更（CSS） １式
バナー作成468×60サイズ １枚
写真の追加/削除 １枚
写真修正・加工 １枚

見積り： 3,000円～
見積り： 20,000円～
見積り： 20,000円～
見積り： 5,000円～
見積り： 5,000円～
見積り： 15,000円～

「年末年始のお知らせを載せて」

「新しい披露宴会場が増えたから画像や情報を足して」

「スマホでの文字サイズを小さくして」

「イベント用のバナーを作って」

「スタッフページに顔写真を追加して」

「もうちょっとだけチャペル写真を明るくして」

ほんのちょっと依頼でも…

などなど…

月に、２，３か所以上小さな修正がある場合



107、オプションのご案内

スタンダードプランでもオプション追加で、HPを徹底的に改善も

フォームページの追加 １ページ
レイアウト新規作成１ページ
写真レタッチ １枚
スクリプト追加（JS） １式
新規ページ作成 １ページ

見積り： 50,000円～
見積り： 50,000円～
見積り： 20,000円～
見積り： 20,000円～
見積り： 80,000円～

「申し込みフォームを新しく設置したい！」

「スマホにも対応するようにページを直したい！」

「キラー写真をしっかりレタッチして！」

「メインの画像を３枚のスライドにして動かして！」

「新しくできた神殿のページも作りたい！」

などなど…

スタンダードプラン + オプションで、
節約しつつ満足度の高いサイト更新が可能です！

2,3か月に1回の大きな修正なら…



8、料金プラン① 11

ご要望に合わせて、様々な料金プランをご用意しています



9-1、実績① スタンダードプランでの実例 12

スタンダード（5.5万～）でも充実のサポートをご提供します

CASE 1
当初組み写真のみのページにフォトギャラリー実装

CASE 2 期日が記載されたバナーを毎月更新

CASE 3
毎週、翌週末のフェア情報をinformation記事にて追加

情報の鮮度を保ちます！

売りポイントをアピールできる形に改修！

フェアなど、見せたい情報を常に掲載し続けます！

CASE 4 画像の縦横比のバランスも調整し
様々なブラウザに対応

様々なサイズの端末やブラウザに対応可能！



9-2、実績②スタンダード・プレミアムプランでの実例 13

常に50件以上のブライダルサイト運用を行っている確かな実績があります

CASE ５
公式サイトのトーン変更に伴うデザインの変更

CASE ６ WEBクリーニング

トレンドに合った情報整理を行います！

リニューアルと同等のデザイン変更を実現！

ブライダルコンサルの知見を活かし、
改善点を洗い出し！

改善候補をおまとめし、
相談の上でHP改修を進めます！



149-3、実績③ スタンダード・プレミアムプランでの実例

CASE 7 情報をもとに最適なコピーライトを作成

弊社独自のノウハウによって情報を最適な形で掲載できます

CASE 8 見せたい情報を最適な位置に設置

CASE 9 ピクトグラムを利用して、
コロナ対策ページを作成

コロナなど時代や情勢に合わせたご提案を！

ファーストビューで魅せる
物語性のあるコピーライト！

お得な情報はサイト上部に設置がベスト！



15

Qウェブサポを導入した理由
ウェブの知識と経験に長けており、ブライダル業界にも深く精通していて知見が深い、
この重要な2点を兼ね備えているので導入。

Q軽減した業務内容
毎週のおすすめフェア更新、写真掲載期間のチェック、プランの更新、情報改訂時の企画・立案

Q質が向上した内容
ページ構成、写真レイアウト、説明テキストの質
特にドレスページは、説明補足などの“＋α”の情報を追記してもらうことでお客様から
「分かりやすい！」「見やすい！」などお褒めの言葉をいただき、成約につながった。

Q得られた効果
新規セッション率、ページビューの数値向上、フェアの予約率向上

Q印象的だったサポート内容
コンサルと合わせて、必要な情報を的確に取捨選択し、シンプルで見やすいHP作りを実現！

実際に導入している会場の声（千葉県ホテル）

10-1、お客様の声



16

Qウェブサポを導入した理由
日常業務やコロナ対策に追われる中、ウェブ管理が疎かに…
(都会ではない)地域特有の婚礼広告対応にも対応できるパートナーが必要となり、導入。

Q軽減した業務内容
ウェブ全般業務

Q質が向上した内容
更新頻度が増え、古いHPの印象が刷新された。

Q印象的だったサポート内容
レスポンスが圧倒的！随時、提案をしてくる為、リアルタイムに問題解決ができる。

実際に導入している会場の声（高知県ゲストハウス）

Qウェブサポを導入した理由
プランナーの負担軽減、入れ替わりによる引継ぎ作業の軽減の為、導入。

Q印象的だったサポート内容
広告用写真の撮影からゼクシィ打ち合わせ、HPの運用まで一気通貫で依頼できることで、
整合性がとりやすく、新たに写真素材などを提供する手間も省け、時間短縮！

実際に導入している会場の声（埼玉県ゲストハウス）

10-2、お客様の声



11、お問い合わせ 17

ZOOMなどのビデオチャットでのご相談も可能です。
北海道から沖縄まで、どちらからのご相談もお承りいたします。

株式会社フォーディメンション
Four dimensions co,.ltd.

4Dウェブサポのご相談
https://4-dimensions.jp/contact/

TEL：03-5244-9481
MAIL：info@4-dimensions.jp 

※お問い合わせ内容に「4Dウェブサポのご相談」をお選びください。

お申し込みはもちろん、ご不明点など、お気軽に下記よりお問い合わせください

https://4-dimensions.jp/contact/
tel:0352449481
mailto:info@4-dimensions.jp


12、会社概要 18

弊社のご提供事業

● ブライダルコンサルティング（集客、成約、経営）、研修

● WEBサイト制作、定額WEBサイト更新・改修

● WEB広告運用

● 版権フリーモデル紹介

● 撮影、ツール制作

● ポータルサイト等フェア入力代行 など

株式会社フォーディメンション Four dimensions co,.ltd.

代表取締役 森山 圭

東京都中央区日本橋兜町 20-6 日本橋兜町ファースト 4 階

TEL：03-5244-9481
MAIL：info@4-dimensions.jp

弊社は、婚礼企業様の業績アップに貢献すべく、集客、販売促進から
事業運営全般までをサポートさせていただく事業をおこなっております

tel:0352449481
mailto:info@4-dimensions.jp
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