
案件概要
来月開業予定のケータリングサービスについて
新規 LP 制作をお願いします。
公式サイトはありません。LP のみ 1 ページ制作します。
広告出稿用のため、SEO 対策は不要です。
企業からの利用が主に見込まれますが、
ホームパーティー等も対応可能です。

サイトの目的
お問い合わせ

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）
※企業が主な顧客と予想されますので、
PC からの閲覧が中心になると考えられます　　

ターゲット
主に企業の担当者

デザインの方向性
食事が美味しそうに見えるデザイン
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

表現など参考にしてください
ケータリングジャパン　https://catering-tokyo.jp/
SONES　http://sones.cc/catering/

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

サービスのの特徴
1 人前 1,500 円～で安さが売り

サービス名
BUONO!Catering

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
・強みを打ち出し、ユーザー（サイトの閲覧者）にサー

ビスに対し興味を持たせます
・お問い合わせボタンを常時表示することで、ユーザー

が問い合わせたいと思ったタイミングを逃しません

サービスの特徴
・サービスの強みをさらに述べ、サービスをユーザーに

訴求します
・他社との差別化を図ります

プラン
・具体的なプランを見せ、ユーザーのサービス内容への

理解を深めます
・お問い合わせに関する文言を掲載し、お問い合わせへ

のハードルを下げます

お問い合わせ
・ページ内にお問い合わせフォームを掲載し、ページ遷

移による離脱を防止します
・電話でのお問い合わせも掲載し、パソコンに不慣れな

ユーザーや気軽に相談したいユーザーも吸収します

フッター
・会社情報を記載し、ユーザーに安心感を与えます

メインビジュアル　

サービスの特徴

プラン

対応エリア

お問い合わせ

フッター



ヘッダーは常時表示（追従）
する想定です。
お問い合わせボタン目立たせ
てください。

メインビジュアルの高さはお
任せします。
サービス名

（BUONO!Catering）をメイ
ンビジュアル内に入れても
OK です。

BUONO!Cataring
3 つの特徴

選べる 3 つのプラン

アドバイザーが
料理や演出をご提案

準備・片付けも
スタッフにお任せ︕

リーズナブルな価格
1 人 1,500 円（税抜）～

ロゴ 選べる 3 つのプラン 対応エリア お問い合わせBUONO! の特徴

準備・片付けもお任せください︕

1 人 1,500 円（税抜）～
ケータリング

BUONO! ではリーズナブル
な価格でサービスをご提供。
予算とご相談してプランを
決めていただけます。

専門のアドバイザーが料理
の内容や、パーティーの演
出をご提案します。

準備・片付けは当社のスタッ
フが行うので、お客様のお
手を煩わせません。

フィンガーフードプラン

一口で食べられるお食事をご提供するプランで
す。立食パーティーに最適です。

10 人以上 1 人 2,000 円（税抜）～

1 人 1,500 円（税抜）～
オリジナルプラン

お客様に合わせたプランをコーディネーターが
ご提供します。まずはご予算やパーティーの形
式をお伺いします。
何も決まっていなくても、お気軽にご相談くだ
さい︕

10 人以上

お料理や飲み物、演出などはどのプランでもカスタマイズ可
能です。まずはお気軽にご相談ください。



ぜいたくプラン

伊勢海老や和牛など、ぜいたくな食材をふんだ
んに使用したお料理を提供するプランです。

10 人以上 1 人 3,000 円（税抜）～

対応エリア

お問い合わせ

大阪府
大阪市（旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、
中央区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東
淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区） 池田市、茨木市、大阪狭山市、柏原市、
門真市、堺市（北区、堺区、中区、東区、美原区）、吹田市

兵庫県
芦屋市、尼崎市、宝塚市、西宮市

大阪府、兵庫県内で上記に記載がない地域は要相談。

詳しい内容が決まっていなくても、
まずはお気軽にご相談ください︕

お名前
（必須）

フリガナ
（必須）

お電話番号
（必須）

e-mail
（必須）

お問い合わせ内容
（必須）

貴社名

例）山田太郎

例）ヤマダタロウ

例）BUONO フードサービス株式会社

例）00012345678

例）buono@mail.com

送信

テーブルやフォームはコー
ディングでデザインを直接
作り、キャプチャを貼ると
早いです。



BUONO! フードサービス株式会社
大阪府大阪市淀川区はらぺこ町 1-1-1
00012345678
代表取締役　山田太郎

© BUONO! フードサービス . All Rights Reserved.

フッターです

ページトップへ

お電話でのお問い合わせ

平日 9︓00 ～ 18︓00
000（1234）5678

BUONO!Cataring



スマートフォン用

準備・片付けもお任せください︕

1 人 1,500 円（税抜）～
ケータリング

準備・片付けも
スタッフにお任せ︕

ロゴ

BUONO!Cataring
3 つの特徴

選べる 3 つのプラン

アドバイザーが
料理や演出をご提案

リーズナブルな価格
1 人 1,500 円（税抜）～

BUONO! ではリーズナブル
な価格でサービスをご提供。
予算とご相談してプランを決めていた
だけます。

専門のアドバイザーが料理の内容や、
パーティーの演出をご提案します。

準備・片付けは当社のスタッ
フが行うので、お客様のお
手を煩わせません。

フィンガーフードプラン

一口で食べられるお食事をご提供するプランで
す。立食パーティーに最適です。

10 人以上 1 人 2,000 円（税抜）～

1 人 1,500 円（税抜）～

オリジナルプラン

お客様に合わせたプランをコーディネーターが
ご提供します。まずはご予算やパーティーの形
式をお伺いします。
何も決まっていなくても、お気軽にご相談くだ
さい︕

10 人以上

お料理や飲み物、演出などはどのプランでもカスタマイズ
可能です。まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ



ページトップへ

ぜいたくプラン

伊勢海老や和牛など、ぜいたくな食材をふんだ
んに使用したお料理を提供するプランです。

10 人以上 1 人 3,000 円（税抜）～

対応エリア

お問い合わせ

大阪府
大阪市（旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、
住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺区、
浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東
淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区） 池田市、
茨木市、大阪狭山市、柏原市、門真市、堺市（北区、堺区、
中区、東区、美原区）、吹田市

兵庫県
芦屋市、尼崎市、宝塚市、西宮市

詳しい内容が決まっていなくても、
まずはお気軽にご相談ください︕

お名前（必須）

フリガナ（必須）

お電話番号（必須）

e-mail（必須）

お問い合わせ内容（必須）

貴社名

例）山田太郎

例）ヤマダタロウ

例）BUONO フードサービス株式会社

例）00012345678

例）buono@mail.com

送信

BUONO! フードサービス株式会社
大阪府大阪市淀川区はらぺこ町 1-1-1
00012345678
代表取締役　山田太郎
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お電話でのお問い合わせ

平日 9︓00 ～ 18︓00
000（1234）5678

BUONO!Cataring


