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モバイルサイトをもっと⾝近に

業界最安値を掲げるWeb制作

 

「25歳で起業する」学⽣時代の夢を実現

 

⼭本 その後3年で独⽴されていますが、きっかけは何だったのでしょ

うか？

 

宮崎 学⽣のころから将来起業したいと考えていたのです。当時26〜

27歳でベンチャー企業で成功されている⼈が何⼈もいたので、「⾃分

も25歳で起業する」 と決めていました。前職でも働く⽬的は 「独⽴す

るための勉強」 だととらえていましたから、⾃分からどんどん吸収し

ていきました。遊ぶ時間なんてなかったですけど、「やるしかない」

とがむしゃらでしたね。

 学⽣時代からの友⼈と3⼈で「⼀緒に起業しよう」と話し合っていた

ので、お互いに励まし合ったのが良かったのかも知れません。そのメン

バーは、今はデザイナーとＳＥとして⼀緒にやっています。

 

⼭本 前職を辞めて起業するときは、周囲の反対はなかったのですか？

 

宮崎 まだ25歳で、この業界も3年しか経験していませんので、当然反対されるだろうと思っていまし

た。しかし、前職の社⻑は「やってみろよ」と背中を押してくれたのです。それだけじゃなくて、当時の

取引先に⼀緒に挨拶に回ってくれました。そのまま私が取引を続けられるように計らってくださったので

す。今でも感謝しています。

 

 

Web制作をトータルでサポート

 

⼭本 現在の業務内容をご紹介ください。

 

宮崎 主にWeb制作ですが、⼀⾔でWeb制作といっ

てもその内容は多岐にわたります。Webサイトはデ

ザインだけが良くてもシステムが悪いと効果が出な

いんですよ。そこで当社ではデザイナーとシステム

エンジニアが⼀緒にサイト制作に当たっています。デ

ザイン⾯はもちろん、サーバー管理からSEM／SEO

対策まで⼀貫してサポートしています。

 

⼭本 ⾒映えはいいけれども、訪問すると迷⼦になりそうなサイトって、ありますよね。御社はそんなサ

イトは作らないということですね。

 

宮崎 はい。デザインが良くてもユーザビリティが悪いとすぐにアクセスが落ちてしまう。それではせっ

かく費⽤をかけても無駄になります。その点を特に意識していますね。当社では他にも、サイト運営に関
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するサポートだけでなく、会社のブランド⼒を上げるための会社案内や名刺、封筒のデザインなどWeb以

外のこともやっていますよ。

 

⼭本 デザイナーが⾃社にいる強みですね。モバイルサイトにも⼒を⼊

れておられるとか？

 

宮崎 2009年6⽉にモバイルメディア構築パッケージ「M.M.P」をリ

リースしました。これは、携帯電話の着メロサイトやデコメール、ゲー

ムサイト、ポイントサイト、SNSなど様々なモバイルサイトを、ゼロか

ら構築するサービスです。通常は開発期間が2ヶ⽉、費⽤も80万円程度

かかります。しかし、このサービスを利⽤すると最短で3⽇、費⽤は5万

円から構築できます。

 

⼭本 2ヶ⽉が3⽇に、80万円が5万円になるんですか！？ すごい

･･･。画期的な事業ですね。引き合いも多いのでは。

 

宮崎 おかげさまで、現在は新規の取引が1⽇に5〜6件コンスタントに⼊ってくる状態です。
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モバイルサイトをもっと⾝近に

業界最安値を掲げるWeb制作

 

フリーのクリエイターと契約し

業界最安値を実現

 

⼭本 ちょうどリーマンショックのころに起業されて、1年でここまで

業績を伸ばしてこられた原動⼒は何だったと思われますか？

 

宮崎 ユニクロなど伸びている企業に学んだのです。「安くていい物は

売れる」 ということに気づきました。どんなに不況でも必要な物は買

いますよね。それだったらより安く、質のいい物を提供すればいいんだ

と思って。だから当社のWeb制作費は他社の2分の1から3分の1くらい

ですよ。

 

⼭本 費⽤をそこまで抑えることができるのは、どうしてですか？

 

宮崎 フリーランスのクリエイターと契約しているのです。全国には優

秀なデザイナーやエンジニアがフリーでたくさん活躍しています。そのような⼈々はそれぞれ⾃分の得意

分野を持っていて、⾮常に⾼いスキルがあります。ですから、通常なら5⽇かかる仕事を2⽇で仕上げてく

れます。しかも⾼品質です。彼らに依頼することで、質のいい仕事を短納期かつ低価格でやってもらえるの

です。

 

⼭本 それぞれのクリエイターさんに合った仕事を依頼することが鍵ですね。

 

宮崎 その通りです。契約時にじっくり話を聞いて、

どんな分野が得意なのかヒアリングします。そうやっ

て多くの⼈材を確保しているのです。この⼈材管理は

結構⾯倒でして、他社はあまり⼒を⼊れていないと

思います。当社はその部分で⼿間をかけて、業界でも

最安値を実現できているんですよ。

 パッケージの中には、実はコピーして使えるもの

がいくつかあります。それをそのまま売ることもでき

ますが、当社は 「これはコピーだからその分はお安

くできます」 と正直にお伝えしています。その点も納得いただいている部分だと思いますね。

 

 

モバイルサイトの⼿軽さをもっと利⽤してほしい

 

⼭本 モバイルサイトの構築がパッケージ化されているということは、どれも同じサイトができあがるよ

うな気がするのですが･･･。

 

宮崎 パッケージというものにはテンプレートがあるのですが、もちろんクライアント様に応じてオリジ

ナル性を出しています。そうでなきゃ意味がないですからね。それに、常に商品開発に努めていますの
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【現⾦ナビゲッター】

携帯電話を 利⽤してお⼩遣いを

貯められるポイントサイト。ゲーム

等のコンテンツも充実している。

で、いい物を提供している⾃信がありますよ。おかげさまで、特に広告を出

しているわけではないのですが、⼝コミや紹介でのご依頼が多いです。１社

売れればそこから３社依頼が来る感覚です。

 

⼭本 今はモバイル系の依頼が多いですか？

 

宮崎 依頼の8割はモバイルサイトですね。これからはモバイルサイトが販

促の有⼒なツールになるはずです。モバイルは企業の独⾃性を安価でアピー

ルできる格好のツールですから、ぜひもっと⾝近なものとして利⽤していた

だきたいと思っています。お客様は携帯電話で⼿軽に情報を得る時代ですか

らね。

 

⼭本 芸能界でも、サイトで検索してオファーが来ることが多いですよ。タ

レント名鑑はあっても⾒ないようです。その⼈のサイトやブログで⼈となり

を⾒て、依頼してきますね。
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1 ⽉刊ブックレビュー

vol.66『Think

CIVILITY 「礼儀正し

さ」こそ最強の⽣存戦

略である』

2 睡眠ビジネス最前線 

〜スリープテック、健

康経営、潜在市場〜

3 東京ストロベリーパー

ク

4 スポーツキャスター 荻原次晴

5 良いも悪いも活⽤次第？ AIで“変え

る”⽇本の仕事 vol.1 AIが⼈間

の業務を代替する⽇

1 ⽇本に“ハイパー富裕

層”は何⼈いる？ 〜財

産債務調書提出制度が

狙うもの〜

2 盛り上がるフィットネ

ス産業 〜シニアが席

巻するクラブと24Hセ

ルフ型ジムからの逆襲

〜

分野で選ぶ

バックナンバー

最新記事

話題の記事

アーカイブ⼀覧

飲⾷・宿泊 ⾦融・保険

運輸 農林・⽔産

製造・技術 教育・学習⽀援

情報・通信 建設・不動産

専⾨・技術サービ
ス

卸・販売

医療・福祉 サービス

2019/12 2019/11

2019/10 2019/09

2019/08 2019/07

2019/06 2019/05

2019/04 2019/03

2019/02 2019/01

2018/12

【Shalala Girl】･･･美容室の店舗

ホームページ例。 

モバイル版ホームページを店舗が

持つことでキャンペーン等の

告知、顧客管理が簡単になり、

モバイルサイトをもっと⾝近に

業界最安値を掲げるWeb制作

 

宮崎 そうでしょう。これからは飲⾷店や美容院な

どの個⼈商店もモバイルサイトを活⽤する時代にな

ると思います。たとえば店のイベントやキャンペーン

をお客様にメールで⼀⻫送信すれば、いいご案内に

なりますよね。チラシを何百枚とまいても費⽤対効

果は薄いですが、携帯電話で情報が届けられれば集

客も簡単になります。ただ、それがとても難しいこと

のように思われているのですよ。

 

⼭本 確かに個⼈商店では、まだまだやっているところは少ないですね。

 

宮崎 今まではモバイルサイトを作るのに何百万円

もかかっていたかも知れない。でも、5万円や10万

円という低価格でできるなら、こんなありがたいこ

とはないはずです。私は前職で広告代理業をやってい

ましたので、今後は美容院向け、飲⾷店向けといった

業種別のパッケージ商品を開発していきたいと思っ

ています。そうすれば顧客管理ももっと簡単になるで

しょう。

 

⼭本 難しいと思い違えているうちに、モバイルサイトの波に乗り遅れてビジネスチャンスを逃すかも。

 

宮崎 そうならないためにも、もっと⾝近に利⽤していただけるサービスを考

えていきたいですね。

 

⼭本 では最後に、今後の展望をお聞かせください。

 

宮崎 よく10年後、20年後の夢や計画を持ちなさいと⾔われますが、変化の

激しい業界ですから、現実味のない未来の⽬標はあえて⽴てないようにしてい

ます。それよりは1年後、2年後、⾃分たちの⾒えるところをしっかり⾒すえ

てやっていきたいですね。

 

⼭本 具体的な⽬標などはありますか？

 

宮崎 私は社⻑の⽬標を社員に押しつけたくないんですよ。会社の⽬標はみん

なの⽬標でなきゃダメだと思っています。それに、上から漠然とした⽬標を与

えられても、モチベーションは上がらないでしょう？ だから私⼀⼈の⽬標は

ないですね。今は従業員が8名いますが、みんなで「1年後どうしたいか」

「どういうサービスを作りたいか」を話し合っています。まずは今やっている

サービスを世の中に定着させることが最優先です。そういう⾒える⽬標を１つ

１つ達成していくことが、まだ⾒ぬ数⼗年後の夢への⼀番の近道だと私は思っ

ています。
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3 企業経営で知っておき

たい税⾦etc vol.4 

「減資＝資本⾦を減ら

す」という節税対策 

4 スポーツキャスター 荻原次晴

5 株式会社星野リゾート 代表取締役

社⻑ 星野佳路

 

 

 

 
 

Be the first of your friends to like this

仕事を楽しむためのW仕事を楽しむためのW……
9,905 likes9,905 likes

Like Page Share

店舗の活性化に繋がっている。

モバイルを利⽤した新たな

プロモーションにも活⽤しよう。

 

⼭本 ますます盛況になりますように。ご活躍を応援しています。本⽇はあり

がとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: 会社概要 :: 

 ■ 社名 株式会社 ウェクシィマーケティング

 ■ 本社 〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿6-12-1 パークウエスト 6F

 ■ 事業内容 PCサイトおよびモバイルサイト制作、システム開発・運⽤・保守、各種

コンテンツ制作

 ■ 設⽴ 平成20年8⽉

 ■ URL http://www.wecsy.co.jp
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