
あなたは、こんなお考えをおもちではありませんか？

・もっと多くの人に、自分の農産物を届けられるようになりたい。
・農協などに依存せず、時代や環境が変化しても確実に収入が得
られる仕組みを作りたい。
・効率的に、農業経営を進めていけるようになりたい。

でも……



こんなご不安をおもちかもしれません。

・インターネット販売には興味があるけど、ネットが苦手。
・本当に利益を上げられるのか不安だし、計画が立てづらい。
・いそがしくてなかなか時間が取れない。
・デザインや文章に、あまり自信がない。

でも今、そんな農家さんでも、
着実に利益をあげる方が出てきています！



ネット販売は、ネットの苦手な農家さんでも……

大丈夫です！
メールやタイピングの苦手だった農家
さんでも、1年目から売上を伸ばして

おられます。

那覇マンゴー園さん
準備開始から100日で、
マンゴーが去年までの売上の2倍に到達。



いそがしい方でも……

大丈夫です！
日々のお仕事がおいそがしい方も、
無理なく進められています。

佐々木商店さん
「もっとたくさんの人に食べてもらいたい」と
熱いご感想が。鳥取の食を紹介する大きなイベ
ントにもホームページ経由で出品。



それ以外にも……

ホームページ開設後わずか2週間
で、自然検索で商品が売れる！

うまみにこだわったトマトに、
1週間で予約10件以上！

サカヤ農園さん

Farm Springboardさん



なぜ続々と成果が出ているの？？

それはどなたも

人に任せてホームページを

作ったから……

……だけではありません。



以下のような売り方を学び、実践しているからです。

コンテンツマーケティング（ただの日記ではなく、役
立つ情報の発信）

エクスペリエンスマーケティング（体験を売る）

 LTV（生涯顧客価値）をアップさせるための販売戦略

（メールマガジン、LINE@、チラシ、ダイレクトメールな
ど）

コピーライティングの技術を使用したセールスレター



これらはよくある誤解です。

・きれいなホームページを作れば売れるでしょ？
⇒いいえ、「売り方」を知らずに作っても売れません。

・いい商品なんだから売れるでしょ？
⇒いいえ、ちゃんとアピールできなければ売れません。

・言葉は知らなくても、感覚で売れるでしょ？
⇒いいえ、売ることは細かい計算の積み重ねです。

正しい売り方を知り、行動するから、
商品が売れるんです。



あなたも自まんの野菜や果物を、
もっとたくさんの人に届けてみませんか？

Farm Springboardの
川西さん



タカグチデザインのサービス

農家さんのネット販売
トータルコーディネートサービス

（コンサルティング＆ホームページ作成 etc）



トータルコーディネートって一体何？

インターネット販売が不安で、
マーケティング（売り方）を学んだことのない農家さんが、

「売り方をおぼえ、安定した収益を
あげられるようになる」

仕組みや方法をご提供するサービスです。



これだけ充実したサービスがあるからこその、
「トータルコーディネート」

２：ホームページ作成

（１）商品や農園の写真・動画撮影

（２）ホームページのライティング（文章）

（３）ホームページのデザイン、プログラミング

（４）サーバー・ドメインのレンタル代行

（５）カード決済導入代行

（６）定期販売プログラムの導入

（７）ホームページの保守・管理・更新

４：徹底サポート

（１）電話相談（半永久）

（２）出張相談（１回）

１：ネット販売コンサルティング

（１）ネット販売の売り方の知識

（２）販売や商品作りの具体的なアドバイス

（３）販売コンセプトの立案

３：販売促進オプション

（１）農園のロゴデザイン作成

（２）チラシデザイン、文章作成

（３）メルカリなどの短期販売支援

（４）SNS登録・ページ作成支援

（５）ブログ作成支援

（６）youtubeチャンネルの開設



ふつうのホームページ作成会社は、
絶対にここまではやれません……。

 一般的なホームページ作成会社の場合（制作料40～100万）

業務はホームページ作成のみ

⇒デザインのプロなので、見た目はきれいに作ってくれるかもしれません。

でも……

⇒マーケティングのプロではないので、販売のアドバイスはできません。

⇒ロゴやチラシは作ってくれません。

⇒コンセプトはすべてあなたが決める必要があります。

⇒文章、写真はすべてあなたが作って送る必要があります。

⇒運営についてのアフターサービスはありません。

これでは、たとえホームページ
を作っても、たいへんです……



お客様の顔を思い浮かべたら、
ここまで必要だと考えました！

あなたの
ネット販売事業を、

トータルコーディネート
します！



どんなサービスなの？

１．ネット販売

コンサルティング
売り方を知らなければ、大きな売上は期待できません。
コンセプトを決める、販売戦略を練る……タカグチデザインは
あなたが継続して商品を売れるようになるまでサポートします。



１．ネット販売コンサルティング

（１）ネット販売の売り方の知識をお伝えします。

農家さんのための売り方を
最短で学べます。

打合せで実際にお渡し
した資料の一部



１．ネット販売コンサルティング

（２）販売や商品作りの具体的なアドバイス

・ターゲットは誰か？

・商品のウリは何か？

・どうやってお客さんを増やすか？

・リピート戦略は？

⇒あなたの立場・状況に応じて、

無理がなく、成果の最大化できる方法を

いっしょに考えますので、

計画的に販売を進められます。

あなたの商品のウリを、
いっしょに探します。



１．ネット販売コンサルティング

（３）販売コンセプトの立案

・すべての販売の基盤となる

コンセプトを相談・立案します。

・上位表示させるキーワードを提案。

⇒コンセプトを聞いてくれる

ホームページ業者は良心的な業者と言えますが、

販売コンセプトから一緒に考えてくれる業者は

ほぼいません。

こんな専用のシートを使って、他
にないお店になるまでコンセプト

を一緒に考えます。



どんなサービスなの？

２．ホームページ作成
あなたの事業拡大の核になるホームページを作ります。
検索で上位に表示させる、広告を出す、チラシを使って集客する、
すべての販売の拠点として、思いのままに使えます。



（１）写真や動画の撮影を行います。

・コンセプトにもとづいた、

農園や農園のみなさまの撮影

・商品を美しく見せる撮影

デジタル一眼レフカメラに
よる、プロの写真撮影

２．ホームページ作成



２．ホームページ作成

（２）あなたと相談した情報をもとに、コピーライティ
ング（文章）を行います。

文章を、あなたに書いていただく
必要はありません。

⇒あなたのかわりに、
ここまでていねいに文章を書いてくれる
ホームページ作成業者はいません。

高口が書いたページの例

https://kaki-sakaya.com/amano-kaki/

https://kaki-sakaya.com/amano-kaki/


売れるための商品ページを設計します。

あなたの商品ページを、写真と
文章で「欲しい」と思わせるま
で徹底的に作りこみます。

・セールスレター
1～３ページ作成



◇デザインそのものの美しさは当然のこととして、あなたの
お客様がストレスなく注文・予約でき、カゴ落ちしない
ホームページを作ります。

注文しやすい
画面構成

売れるための商品ページを設計します。



◇今、ネット利用者の約半分が見るというスマートフォンか
らもきれいに表示され、購入のできるサイトです。

スマホからもきれいに
表示されます。

売れるための商品ページを設計します。



（３）デザイン、プログラミングはお任せください。あ
なたにこれからhtmlや写真加工をおぼえていただく
必要はありません。

２．ホームページ作成



（４）サーバーのレンタルやドメイン、SSLなど、ホームペー
ジに必要な各種手続きも、きちんとお得なサービスを
ご案内し、一緒に行うか、かわりに行います。

２．ホームページ作成

難しい手続きも、いっしょ
に行えば安心！



（５）今や必須のカード決済。カード決済の代行会社と
やりとりし、面倒な手続きは一緒に行うか、こち
らでかわりに行います。

２．ホームページ作成



（６）リピート戦略に重要な定期販売。手続きが面倒で、
導入に非常にお金がかかるものですが、こちらで
サポートを行いますので安心です。

２．ホームページ作成



（７）ホームページ作成後も安心！ホームページの保守・管
理・更新をかわりに行います。

ホームページの内容を更新したいと
きは、一声かけてください(^^)/

様々なことに対応できます。

２．ホームページ作成



保守・管理・更新って何？

保守・管理・更新業務
（１）保守

・納品後のシステムサポート ・お問い合わせへの対応 →つまり、分からないことはすべて聞けます。

（２）管理

・Wordpressと使用プラグインのバージョン更新 →つまり、HTMLやPHPをあなたが覚える必要はなし！

・システムのバージョン更新に伴う動作確認

・サイトを構成するデータ（PHP＋MySQL）の定期的なバックアップ

・タカグチデザインのネットショップテーマのバージョン更新時のアップデート

・セキュリティ対策 ・サーバー、ドメイン、SSL、決済に関わる技術的な部分のサポート

（3）更新 →つまり、ホームページの更新もプロの技術で行います。

・WEBサイトの更新（ページの修正、コンテンツの追加・変更、簡単な画像の加工など）

＊更新は月4回程度までを目安に。＊セールスレターの追加、バナー作成、2回目以降の出張相談は、別で料金をいただきます。



どんなサービスなの？

３．販売促進オプション

ホームページだけでなく、様々なメディアの長所を生かして注文まで
の動線を作っていくことを、「クロスメディア戦略」と言います。
ホームページを作るだけじゃなく、農園の武器を増やして、より効果
を出しましょう。



（１）あなたの農園のコンセプトを的確に伝えるロゴを作成
します。箱や名刺など、どこでも使っていただけます。

３．販売促進オプション

タカグチデザイン制作の
ロゴデザインの一例

・ロゴデザイン縦横1セット作成



（２）チラシデザイン、文章作成。

３．販売促進オプション

繰り返し買ってもらえるように、
チラシを入れることが大切です。

こちらのデザインは
あくまで一例です。

・チラシデザイン1枚（組）作成
・チラシの文章作成



（３）メルカリなどの短期販売支援。

３．販売促進オプション

新規顧客の開拓、短期で利益を上げ
るには、メルカリなどを使うのも
有効です。活用方法をお教えして、
あなたのビジネスに弾みをつけます。

・セールスの文章作成
・販売計画作成 ・販売支援



（４）SNS登録・ページ作成支援

３．販売促進オプション

TwitterやFacebookなど、今の情報発
信に欠かせないツールの登録を支援
し、活用方法をお教えします。



（５）ブログ作成支援

３．販売促進オプション

お客様を集めるブログの
書き方、教えます。

マニュアルを差し上げます。



（６）Youtubeチャンネルの開設

３．販売促進オプション

Youtube上に、あなたの動画をアップ
ロードできる環境を整えます。



どんなサービスなの？

４．徹底サポート

タカグチデザインは「ホームページを作って終わり」の
業者ではありません。あなたと信頼関係を築き、売れる
ようになるのをサポートする体制が整っています。



（１）半永久的に可能な電話相談

４．徹底サポート

電話でのサポートを行います。困っ
たことや更新依頼など、遠慮なくご

相談ください。



（２）しっかり販売計画を立て、あなたの思いやこだわり
を余すところなくデザインするために、日本中どこで
も、あなたのもとにうかがう出張相談を行います。

おうかがいして、
直接お話をうかがいます。

４．徹底サポート

・出張相談1回分が付属します。



◇実際に農園を見せていただき、写真や動画の撮影を行
います。

出張相談って？



◇農園の販売計画を、直接相談・アドバイスします。

・SEO対策ワードの提案

・お仕事に関する取材

・コンセプトを決めます。

・ネット販売の基礎知識をお伝えします。

出張相談って？

お客様のお宅で、いっしょにコ
ンセプトを考えています。



農家さんのネット販売
トータルコーディネート

サービス・料金のご案内



２：ホームページ作成

（１）商品や農園の写真・動画撮影……10～20万円

（２）ホームページのライティング（文章）……10万円

（３）ホームページのデザイン、プログラミング……40万円

（４）サーバー・ドメインのレンタル代行……1万円

（５）カード決済導入代行……1万円

（６）定期販売プログラムの導入……28,000円

（７）ホームページの保守・管理・更新……月額5,000円

４：徹底サポート

（１）電話相談（半永久）……月額5,000円

（２）出張相談（１回）……50,000円+交通費

１：ネット販売コンサルティング

（１）ネット販売の売り方の知識

（２）販売や商品作りの具体的なアドバイス

（３）販売コンセプトの立案

……年間で40～50万

３：販売促進オプション

（１）農園のロゴデザイン作成……3～10万

（２）チラシデザイン、文章作成……10万

（３）メルカリなどの短期販売支援……10万

（４）SNS登録・ページ作成支援……1万円

（５）ブログ作成支援……10万

（６）youtubeチャンネルの開設……1万円

もしこれだけのことを一つ一つ外注すると……



安く見積もっても、
これだけかかるサービスを行っています。

１．コンサルティング……40万円

２．ホームページ作成……すべて合わせて64万8,000円+月額5,000円

３．販売促進オプション……35万円

４．出張相談や電話相談……5万円+交通費2万円+月額5,000円

146万8000円+月額1万円



ですが、現在特別に……

すべて合わせて、パッケージ価格

146万8000円⇒98万円
月額1万円⇒月額4,980円
（約50万円の値引きです！）

１．コンサルティング業務 ２．ホームページ作成
３．販売促進オプション ４．出張相談や電話相談



農機具を買うよりずっとお安く、しかも、
利益を伸ばす足がかりがつかめます。

農機具300万～1000万を新たに買う
ことと比べても……

圧倒的に安く、あなたの新規事業
が立ち上げられます！
新しい販路を開拓できるので、利
益率は比べ物になりません。



ぜんぶ一人でやるよりも……

・マーケティングの勉強
・写真の勉強
・コピーライティングの勉強
・デザインの勉強
・ブログ作成の勉強

すべて一人でやっていたら、プロ並の技術を手に入れ、安定した利益を出せるまで、相当
の時間と労力がかかってしまう気がしませんか……？

あなたの商品が売れるまでに必要

な時間、年単位で縮めます！



１：ホームページ

（１）ホームページ15～20ページ

⇒うち、商品のセールスレター1～3ページ

（２）打合せなどで撮影した写真・動画のデータ

２：販売促進オプション

（１）農園のロゴデザイン縦横1セット

（２）チラシデザイン1組

（３）農園のtwitter、Facebookアカウント

（４）農園のYoutubeチャンネル

（５）メルカリなど短期的な販売のアカウント

３：マニュアル・資料

（１）ブログ記事作成マニュアル

（２）受注管理マニュアル

（３）写真の撮り方マニュアル

（４）コンセプトメイキングシート

（５）ホームぺージ完成までの流れ

（６）商品開発シート……各1式

４：その他

（１）出張相談権1回分

（２）電話相談権（半永久）

初期状態でも、あなたの手に入るものがこんなに！

販路開拓を本気でやりたい、あなたのためのサービスです！



これだけのサービスを行って、この値段です。

農家さんのネット販売トータルコーディネート

……980,000円

コンサル＆ホームページ更新費用……4,980円／月

年間申込なら、2か月分お得で50,000円／年！

※料金は銀行振込の先払いとさせていただきます。

※サーバー、ドメイン、SSL、決済など、タカグチデザイン以外の

各会社との契約にかかる代金は、上記の金額に含まれません。

※ホームページ完成後のセールスレターやロゴ、チラシの追加、

2度目以降の出張相談など、記載のないものは上記の金額に含まれません。



高口へのご相談、ご依頼は

mail@takaguchidesign.comまで。

自まんの野菜や果物を、多く
の人に届けましょう！

mailto:mail@takaguchidesign.com


更新サービス

こんなときに高口にお申しつけ下さい。

① 商品の在庫を変更したい

② ホームページ内の表記を変えたい

③ 写真を追加してほしい

④ 代表者の変更などの事務手続き

⇒いずれも、メールまたは電話でご連絡ください。



電話相談

どんな時に電話すればいいの？

① お客様への対応に困ったとき。

② 今後の販売計画を考えたいとき。

③ 具体的に、次の行動に困ったとき。

④ 今やっていることを振り返りたいとき。不安になったとき。

⑤ システムの使い方で、マニュアルを見ても分からないことがあるとき。

⑥ ホームページを更新したいとき。



更新サービスで対応していないもの

① 出張相談に来てほしい

⇒50,000円＋交通費

② 商品ページ（セールスレター）を新たに追加したい。

⇒新規申込198,000円のところ

➡ご契約者様特別価格 98,000円

③ チラシ、パンフレットを作ってほしい

⇒50,000円

④ ロゴを作ってほしい

⇒30,000円



更新サービスで対応していないもの

⑤ 商品の新たな写真撮影・加工・バナー作成

（箱、商品アップ、盛り付けなど一式）

⇒新規申込29,800円のところ

➡ご契約者様特別価格19,800円＋撮影用商品をお送りください

なお、高口デザインの初期費用に含まれるサービスが、ホームページ作成完了後の
ご提供になる場合は、追加費用をいただくことはありません。

（例えば、あなたがゆっくりスタートしていきたいので、すぐにSNSのアカウントを
作らず、開店後にする場合など）


