
案件概要
（地名）水族館の公式サイト制作をお願いします。
今月、（地名）に新規オープンする水族館です。
まずはトップページのみ制作をお願いします。

サイトの目的
水族館の情報を知ってもらう
※水族館の公式サイトなので、
　水族館についての情報を網羅的に掲載したいとのことです。

既存サイト
新規オープンのため無し

コンテンツ幅
1024px

デバイス
レスポンシブ（タブレットは PC 表示）

ターゲット
ファミリー層、カップル

デザインの方向性
キレイ系（カップル向け）or 子供向け（ファミリー向け）
コーポレートカラーなどありませんので、配色も決めてください。

参考サイト　※2020/1/12 現在

キレイ系　海遊館︓https://www.kaiyukan.com/
ファミリー向け　しながわ水族館︓https://www.aquarium.gr.jp/

ロゴなど使用素材
ロゴ︓ありません。新規制作をお願いします。
素材︓フリー素材サイトから取得をお願いします。
参考　https://mogablog.work/web/wireframe/#i-3

スケジュール
●月●日～●月●日　PC 作成 :2 人日
●月●日～●月●日　PC 修正︓0.5 人日、SP 作成︓1 人日
●月●日　SP 修正︓0.5 人日

水族館の特徴
大水槽、水槽のトンネル、月に 2 回の夜間営業

（地名）の部分にはお住いの地域な
ど、好きなものを入れてください。
思いつかなければ「おおさか水族館」
で。
サイトの新規制作やフルリニューア
ルの場合は、トップページだけまず
作り、OK がでてから下層ページを
作ることが多いです。

水族館の特徴はよさげな写真が見つ
からなければ変えて OK です。

デザインは 2 案つくっても、どちら
か好きな方 1 案でも OK です。

実務では企業のコーポレートカラー
やすでにあるロゴなどに合わせて作
ることも多いです。

ロゴを作ってみたい方はロゴの制作
も挑戦してみてください。
ロゴはちょっとという方は、おしゃ
れなフォントなどで代用しても OK
です。

制作時間の目安が知りたい方は左記
のスケジュールを目安としてくださ
い。一案当たりの制作時間です。
1 人日＝8 時間です。
実務ではディレクターチェックの時
間も含めたスケジュールなのでお気
を付けください。



設計意図

メインビジュアル
・ユーザー（閲覧者）の興味を引くような画像を使用し、

ユーザーをひきつけます
・チケットの購入やアクセスなど、知りたいユーザーが

多いと考えられる情報は分かりやすい位置に掲載しま
す

おすすめ情報、ニュース
・ユーザーの興味を引く情報、また、知っておいてもら

いたい情報を掲載します
・ユーザーの興味を引く情報（イベントなど）を載せる

ことで、水族館を訪れるきっかけとなり、来訪者の増
加が期待できます

モデルコース
・ユーザーの属性ごとにモデルコースを掲載します
・具体的な提案をすることで、ユーザーが水族館に訪れ

る姿を具体的に想像することができ、来訪を促す効果
が期待できます

施設案内、アクセス、料金
・施設について基本的な情報を掲載します
・ユーザーの施設に対する疑問を解消することで、来訪

へのハードルを下げます

バナーエリア
・おすすめの情報を掲載します
・ユーザーの気を引く情報を掲載することで、ページを

最後まで見たユーザーに次のアクションを促します

メインビジュアル　

おすすめ情報

モデルコース

施設案内

アクセス

料金

バナーエリア

最新ニュース　



ページを開いたとき、メイン
ビジュアルを中心に、この部
分が画面いっぱいになるよう
にお願いします。
全画面のメインビジュアルは
幅 1920 ～ 2000px で作るの
が無難です。

サイトの表示言語を切り替え
られます。
日本語、英語、中国語、韓国
語

ヘッダーは常時表示（追従）
する想定です。

メニューを開いたときの構成
は 5 ページに掲載

ニュースは最大 3 つ表示しま
す。

　　　　　　　　　　　　本日の営業時間
09︓00 ～ 18︓00

チケット情報
当日券を購入する＞

本日のプログラム
10︓00 ～　イルカショー　＞

おすすめ情報

オープン記念︕
年間パス10%OFF

毎月第 2、4 土曜日
ナイトアクアリウム開催︕

見どころを一挙紹介︕
（地名）水族館特集

モデルコース

ニュース

カップルで 友だちと家族で

2020 年 1 月 11 日　水族館がオープンしました︕

2020 年 1 月 11 日　水族館がオープンしました︕

2020 年 1 月 11 日　水族館がオープンしました︕

ニュースをもっと見る＞

ロゴ チケット
購入

アクセスlanguage

海を、もっと身近に

（地名）水族館

scroll

MENU



施設案内

フロアマップ 生き物図鑑
水族館管内の案内図です。
イベントの開催場所も確認していただけま
す。

当水族館で暮らす生き物を紹介します。

アクセス

電車でお越しの場合
●●線●●駅より徒歩 10 分

住所
●●県●●市●●町 1-1-1
電話番号
00-0000-0000 お車・バスでお越しの場合

料金

大人（高校生以上）　1,600 円
中学生・小学生　1,000 円
幼児（4 歳以上）　600 円
シルバー（65 歳以上）　1,000 円

高校生以上　3,200 円
中学生・小学生　2,000 円
幼児（4 歳以上）　1,200 円
シルバー（65 歳以上）　2,000 円

当日券 年間パスポート

団体でお越しの方　＞

オトクな
年間パスポートのご案内

ロマンチックな
ナイトアクアリウム

（地名）
エリアガイド

Googlemap を埋め込みます

バナー掲載エリアです。
バナーの制作をお願いします。

ページトップへ



住所
●●県●●市●●町 1-1-1
電話番号
00-0000-0000

営業時間
9︓00 ～ 18︓00（第 2,4 土曜日は 21 時まで）
休業日
1/1, 毎週水曜日
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フッターです

ヘッダーメニュー　の中身で
す。
全画面表示でお願いします。

チケットご購入のご案内 年間パスポートのご案内

施設案内
フロアマップ
生き物図鑑
アクセス
料金
団体のお客様
営業日・営業時間

モデルコース
家族で
カップルで
友だちと

イベント情報
今日のイベント
ナイトアクアリウム

最新情報

採用情報

（地名）水族館

住所
●●県●●市●●町 1-1-1
電話番号
00-0000-0000

（地名）水族館



スマートフォン用

カップルで

友だちと

家族で

ロゴ
チケット

購入
アクセスlanguage

海を、もっと身近に

（地名）水族館

scroll

本日の営業時間
09︓00 ～ 18︓00

チケット情報
当日券を購入する＞

本日のプログラム　10︓00 ～　イルカショー　＞

おすすめ情報

見どころを一挙紹介︕
（地名）水族館特集

オープン記念︕
年間パス10%OFF

毎月第 2、4 土曜日
ナイトアクアリウム開催︕

モデルコース

ニュース

2020 年 1 月 11 日　水族館がオープンしました︕

2020 年 1 月 11 日　水族館がオープンしました︕

2020 年 1 月 11 日　水族館がオープンしました︕

ニュースをもっと見る＞

施設案内

フロアマップ

生き物図鑑

水族館管内の案内図です。
イベントの開催場所も確認していただけま
す。

当水族館で暮らす生き物を紹介します。



アクセス

電車でお越しの場合
●●線●●駅より徒歩 10 分

住所
●●県●●市●●町 1-1-1
電話番号
00-0000-0000 お車・バスでお越しの場合

料金

大人（高校生以上）　1,600 円
中学生・小学生　1,000 円
幼児（4 歳以上）　600 円

シルバー（65 歳以上）　1,000 円

高校生以上　3,200 円
中学生・小学生　2,000 円
幼児（4 歳以上）　1,200 円

シルバー（65 歳以上）　2,000 円

当日券

年間パスポート

団体でお越しの方　＞

オトクな
年間パスポートのご案内

ロマンチックな
ナイトアクアリウム

（地名）
エリアガイド

ページトップへ

住所
●●県●●市●●町 1-1-1
電話番号
00-0000-0000

営業時間
9︓00 ～ 18︓00（第 2,4 土曜日は 21 時まで）
休業日
1/1, 毎週水曜日

会社概要　安全への取組　個人情報保護方針

　採用情報　サイトマップ　　
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（地名）水族館

チケットご購入のご案内

年間パスポートのご案内

施設案内
フロアマップ
生き物図鑑
アクセス
料金
団体のお客様
営業日・営業時間

モデルコース
家族で
カップルで
友だちと

イベント情報
今日のイベント
ナイトアクアリウム

最新情報

採用情報

住所
●●県●●市●●町 1-1-1
電話番号
00-0000-0000

（地名）水族館


