シフトテック株式会社
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「こんなことができたらいいな」をたくさん吸収しながら、
bingo!CMSはこれからも一緒に成長を続けていきます。
bingo!CMS クラウドプラットフォームを体験しよう
トライアルサイト

デモサイト

bingo!CMSクラウドプラットフォームの管

bingo!CMSクラウドプラットフォームか

理画面の操作をご体験いただけます。
※登録不要

ら作成されたデモサイトを見ることがで
きます。

http://demo.bingo-cms.cloud/admin/

http://sample1.demo.bingo-cms.cloud

※トライアルサイト内のデータは定期的にリセットさ
れます。
※トライアルサイトは不特定多数の方が利用するた
め、個人情報の入力欄には仮の情報
（メールアドレ
スの場合：xxx.@xxx.jp など）を入力してください。

会 社 概 要
会社名

シフトテック株式会社

設

2000年3月

立

資本金

10,000,000円

住

〒250-0045
神奈川県小田原市城山1-3-20 マルセンビル3F

所

T e l

0465-66-2282

F a x

0465-66-2283

U R L

https://www.shift-tech.jp/

※スマートフォン表示をご覧になりたい場合は
左記 QRコードをスマートフォンで読み込みサイ
トにアクセスしてください。

出張デモ

導入を検討中の制作会社様に、担当者が伺いデモ
ンストレーションをいたします。QRコードのフォー
ムよりお申し込みください。
https://www.bingo-cms.jp/trip/

お問い合わせ／資料請求

クラウドビジネスに関するご質問など、どうぞ気軽
にお問い合わせください。フォームより24時間受
け付けております。
https://www.bingo-cms.jp/LP02-trial/

Web サイト制作ビジネスをはじめよう！

全くの“ゼロ”からスタートできます

本当に知識がなくても大丈夫

CMS内にあらかじめレイアウトやパーツが用意されているので、htmlやcssの知識がなくても、美しいWeb
サイトが作れます。
シフトテックの手厚いサポートもあり、
どんなご質問にも丁寧にお答えします。

導入費用 0 円で費用対効果抜群

初期投資はbingo!CMSパートナーライセンス
（販売店契約）
の50,000円だけ。
導入費は実質0円です。
1サイト公開ごとに月額の定額利用料金のお支払いで、追加料金もなく安心してお使いいただけます。

あっという間に制作＆公開ができます
一番やっかいな「インストール」いらず

動作環境条件の確認、
サーバの選定、
検証、
インストール作業…その時間があればどれだけページ制作を
進められることでしょう。
従来と違い、
サイト作成ボタンをポチッとすればページ制作の準備は完了です。

「複製機能」で Web サイトの量産も

あらかじめテンプレート用にサイトを作成しておけば、
ワンクリックで好きなだけ複製が可能です。
工数を削減して黒字を達成しましょう！小規模案件から始めてみたい方も安心です。

きちんと続けていくことができます
運用・保守はシフトテックにおまかせ

サーバOS・ミドルウェア・CMSのバージョンアップ、
脆弱性パッチ等のメンテナンス作業やそれに伴う費用は必
要ありません。
常に最新の環境で制作が可能です。
24時間有人監視のサーバで、保守もおまかせください。

顧客満足度アップで、次回も受注？！

余裕を持って制作ができたら、
その分お客様とたくさんコミュニケーションをしましょう。
お客様自身も簡単
に運営できるので、
愛着を持って納品したサイトを使い続けていただけます。
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bingo!CMS クラウドプラットフォームとは？

bingo!CMS クラウドプラットフォームの主な機能

システム担当者がいなくても大丈夫
運用・保守はおまかせください！

「ずっとやってみたかった」
「そろそろやっておかないと」
どんな想いも受け止める、
初心者大歓迎の Web サイト制作ツール

今まで必須だったメンテナンス作業やそれに伴う費用
（バージョンアップやパッチ適用費用）
はもう
シフトテッ
必要ありません。
常に最新のbingo!CMSで安全で快適にサイトを制作していただけます。
保守の専門知識がなくても大丈夫です。
クがサーバを24 時間有人監視しているので、
さらに、
クラウドプラットフォームでは、
システムの知識がない方でも管理画面から簡単に色々な設定

Web のことを何も知らない、そんな方に使っていただきたい CMS です。

ができるように工夫されています。

ドラッグ＆ドロップの簡単オペレーション、
付属する無料のデザインテンプレートで、
Webデザイナー

SSL設定の知識も一
やディレクターがいなくてもビジネスを始められます。
さらに、
サーバやドメイン、

ブラウザで一元管理

切必要ありません。
シフトテックの操作サポート
（日本語対応、
永年無料）
も受けられますので、
わから
ないことは何でもご相談ください。
過去にはWeb制作経験のなかった印刷会社や写真スタジオなどの方々も、
bingo!CMSを使って続々とWeb制作事業に参入しています！

0円

※パートナーご登録済みの場合

導入費用 0 円で、
費用対効果抜群のクラウドビジネス

導入費用

初期投資はbingo!CMSパートナーライセンス
（販
導入費は実質0円で
売店契約）
の50,000円だけ。
運用を始められます！1サイト公開ごとに月額の定
額利用料金で、
ユーザー数・ページ数は無制限だ

パートナー
ライセンス
5 万円

から追加料金もなく安心です。
さらに、
お客様へ
の提供価格は、
保守や運用代行などの貴社サー
ビスを含め自由に設定できます。

Webサイト
利用料金

1Webサイト

月額
定額 利用料金

サイト複製

デモサイト作成

新規サイト作成

契約者情報

Webサイト
利用料金

お客様への
提供価格は自由

独自ドメイン設定

Webサイト基本情報

得意分野を独自のビジネスモデルとして発展させることも可能です。
不動産サイト、
求人サイト、
ある業界に特化したサイトなど、
特殊な制作フローをよりスムーズにするた
あなただけの新しい
「ブラ
めのカスタマイズも承ります。
開発した特注のシステムはOEM展開も可能。

Webサイト公開・停止

独自SSL証明書設定

ンド」
として印象づけやすくなり、
ビジネスに様々な可能性が生まれていきます。
A 社ブランド
サイト

サイト

パートナー A

B 社ブランド
サイト

サイト

パートナー B

シフトテック

03

C 社 ブランド
サイト

その他サービス内容

サイト

パートナー C

レンタルサーバ代

Webメール

サーバ保守メンテナンス

メーリングリスト

ソフトウェアのバージョンアップ

メール転送

メールアカウント作成
（無制限）

迷惑メールフィルタリング
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bingo!CMS パートナー制度について

bingo!CMS クラウドプラットフォーム導入の流れ

Webサイト制作ビジネスの未来を、
一緒につくる仲間になりませんか？

インストール不要！
思い立ったその時が、手を動かし始める時。

当製品のご利用開始前に、
「パートナー」
にご登録いただきます。
貴社に対しては、
bingo!CMSの基本的

管理画面の
「サイト作成ボタン」
をクリックするだけで、
すぐにサイト制作を始めていただけます。
動作

な使い方からカスタマイズのご依頼まで親身にサポートさせていただき、
そこから弊社は新しいCMSの

環境条件の確認、
サーバの選定、
検証、
インストール作業といった一番煩わしい工程は一切不要な上

アイデアをいただく…そんな二人三脚の
「パートナー」
として一緒に成長していきたいという想いがある

DNS切り替えなどの公開作業も楽々。条件がよければ、制作開始から数時間で公開も！今までの
に、

からです。

常識では考えられない速さです。
各種問い合わせ

弊 社

各種問い合わせ

貴社

シフトテック

お客様

パートナー

専 用クラウド環 境の 構 築・提 供

エンドユーザー

サーバ管理
操作サポート

サイト制作
操作サポート

・ メール環境構築
・ SSL設定
・ドメイン取得
（新規の場合）

※詳しくは、別紙の導入フローをご参照ください。
※パートナー契約成立からクラウド環境提供までは、5営業日程度かかります。

契約の流れ

貴
step

step

step

1

社

弊

資料請求
お申し込み

社

クラウド・パートナー
資料送付

2

step

パ ートナ ー

3

パートナー契約
お申し込み

パートナー契約書
送付

4

step

5

パートナー契約書
返送

6

step

パートナー契約書
受領・控えの送付

パ

ー

トナ

ー契約

成

専用クラウド環 境にて制作開始
・メール設定
・サイト生成月の翌月より課金開始、
翌々月よりお支払い開始
（デモ環境など一部例外を除く）

最短、数時間！

立

パ ートナ ー

W e b サイト 公 開
・ DNS設定
（移管の場合）

＜特典＞
近隣の Webサイト構築案件を斡旋します！

お客様から弊社へ、CMSを利用したWebサイトを検討中とお問い合わせがあった場合、お客様の近隣
のパートナーへ優先してご紹介させていただきます。

「パートナーミーティング」で最新の情報交換ができます！

情報交換の場となるよう、bingo!CMSパートナー限定のイベント・セミナー・交流会を企画・開催いた
します。都度、最新の機能の紹介および意見交換を実施いたします。

…and more !

05

site template

COPY

「複製」
の超特急コースも

あらかじめテンプレート用にサイトを作成しておけば、
ワンクリック
で好きなだけ
「複製」
が可能です。
お客様のサービスや要望に合わ

せて画像やテキストを差し替えればもう新しいサイトが完成しま

す！工数がほとんどかからないので、
小規模案件を専門に請け負

うことも不可能ではありません。
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翌々月よりお支払い開始
（デモ環境など一部例外を除く）

最短、数時間！

立

パ ートナ ー

W e b サイト 公 開
・ DNS設定
（移管の場合）

＜特典＞
近隣の Webサイト構築案件を斡旋します！

お客様から弊社へ、CMSを利用したWebサイトを検討中とお問い合わせがあった場合、お客様の近隣
のパートナーへ優先してご紹介させていただきます。

「パートナーミーティング」で最新の情報交換ができます！

情報交換の場となるよう、bingo!CMSパートナー限定のイベント・セミナー・交流会を企画・開催いた
します。都度、最新の機能の紹介および意見交換を実施いたします。

…and more !
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COPY

「複製」
の超特急コースも

あらかじめテンプレート用にサイトを作成しておけば、
ワンクリック
で好きなだけ
「複製」
が可能です。
お客様のサービスや要望に合わ

せて画像やテキストを差し替えればもう新しいサイトが完成しま

す！工数がほとんどかからないので、
小規模案件を専門に請け負

うことも不可能ではありません。
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導入事例

開発者の想い

シフトテック株式会社 営業・商品販促部マネージャー ｜ 山本孝

制作会社だからできた、デザイナー想いの CMS
bingo!CMSの開発担当は、開発・サポートに長年携わるとともに、
クライアントから直接受注したWebサイト制作業務のディレクターも兼任しています。
双方の制作現場を知り尽くした目線から、
開発の経緯やパートナー様と一緒に目指したい未来についてお話しします。

株式会社コムプランニング 常務取締役 ｜ 大場祐介 様

多様なメディアとリンクする次世代の Webデザインを目指して
広告企画から制作までをワンストップで行なっているコムプランニング様。
広告企画、
グラフィックデザイン、
ホームページ制作、
さらに動画制作、
出版へと業
務を広げ、
クライアント様の目標達成のために複合的な提案を行っています。
多様な制作物のヒアリングから提案・デザイン制作までを一手に引き受け、
現
場で多くのWebサイトを作り出している常務取締役の大場様にお話を伺いました。

シフトテック株式会社
〒254-0045 神奈川県小田原市城山 1-3-20 マルセンビル 3 階

https://www.shift-tech.jp/

株式会社コムプランニング

スタッフ同士が常にコミュニケーションをとりながら、開発を進めています。

07

bingo!CMS のことなら、お気軽に、なんでもご相談ください！

〒254-0035 神奈川県平塚市宮の前 2-7

https://www.complanning.co.jp/
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シフトテック株式会社

私 たちは 、
Web に関 わる全ての人を
元 気にしていきます 。
“世の中を元気に ”

それは、私たちシフトテック株式会社の企業理念です。

世の中全体の元気を実現する。少し難しい目標かもしれませんが、互いに励まし合い、助け合い、

補い合うことで、少しでもみんなの元気をキープできるのでは、と考えています。そんな関係を、
弊社内から私たちのお客様、さらにそのまたお客様へと広げて、やがて社会に届けるために…こ
の bingo!CMSは開発されました。

“制作現場の声から ”

「プログラミングやコーディングをせずに、わくわくする Webサイトを作りたい」
「お客様のイメージする Webサイトに向かって、制作を一緒に楽しめたら」

そんな制作現場の声から生まれた bingo!CMSは、プログラミングやコーディングにかける時間を

劇的に削減し、魅力的なデザイン制作に没頭できる環境を生み出しました。誰でも簡単に編集で
きる UIで、お客様と制作プロセスを共有することも可能です。

“もっと、コミュニケーションを ”

今回ご提案する bingo!CMSクラウドプラットフォームでは、システムのセットアップやメンテナンス
にかける手間を大幅に削減することが可能になりました。そこで生まれる余裕は、お客様と向き

合う時間を増やし、コミュニケーションを深めるチャンス。より満足度の高いデザイン・コンテン
ツの制作につながることでしょう。次回の制作への期待も高まり、お互いにアイデアを膨らませ合
いながら、良い関係が続いていきます。

制作現場の皆さんと、そのお客様の皆さん。
みんなの
「こんなことができたらいいな」をたくさん吸収しながら、
bingo!CMSはこれからも一緒に成長を続けていきます。
bingo!CMS クラウドプラットフォームを体験しよう
トライアルサイト

デモサイト

bingo!CMSクラウドプラットフォームの管

bingo!CMSクラウドプラットフォームか

理画面の操作をご体験いただけます。
※登録不要

ら作成されたデモサイトを見ることがで
きます。

http://demo.bingo-cms.cloud/admin/

http://sample1.demo.bingo-cms.cloud

※トライアルサイト内のデータは定期的にリセットさ
れます。
※トライアルサイトは不特定多数の方が利用するた
め、個人情報の入力欄には仮の情報
（メールアドレ
スの場合：xxx.@xxx.jp など）を入力してください。

会 社 概 要
会社名

シフトテック株式会社

設

2000年3月

立

資本金

10,000,000円

住

〒250-0045
神奈川県小田原市城山1-3-20 マルセンビル3F

所

T e l

0465-66-2282

F a x

0465-66-2283

U R L

https://www.shift-tech.jp/

※スマートフォン表示をご覧になりたい場合は
左記 QRコードをスマートフォンで読み込みサイ
トにアクセスしてください。

出張デモ

導入を検討中の制作会社様に、担当者が伺いデモ
ンストレーションをいたします。QRコードのフォー
ムよりお申し込みください。
https://www.bingo-cms.jp/trip/

お問い合わせ／資料請求

クラウドビジネスに関するご質問など、どうぞ気軽
にお問い合わせください。フォームより24時間受
け付けております。
https://www.bingo-cms.jp/LP02-trial/

