
Vision ＆ Mission

ALL FOR THE CUSTOMER - 全てはお客様の為に -
お客様にご満足いただけるサービスを提供する為には、つながりを大切にし、
経済的・精神的に結びつき互いを思いやり支え合う関係をもつこと。
会社が社員を大切にする事で、初めて社員はお客様を大切にできる。そこで初めてお客様は JP クレストを必要としてくれる。
縁が円となり、宴となり円が生まれる。つながりが広がると一つの輪が生まれ、
輪が一つになる事で関わる全ての方の利益に繋がる。JP クレストはこれからも関わる全ての人を大切にしていきます。

Top Message
変化の時代を
共に生き抜くビジネスパートナーを目指して

独立前、大手 IT 企業に勤めながら常に
ビジネスとは、「誰かの為になる事」が
結果、金銭だけではなく心にも利益を
生むものであると捉え、それこそが
本当の利益であると考えておりました。
そんな中、IT 業界では独立を志す若者
が増えてきている昨今、向上心のある
皆様をサポート出来るサービスの
提供したいと思い、
独立し今日に至っております。

キービジュアルに掲げたスローガン、
「ALL FOR THE CUSTOMER
( 全てはお客様の為に )」こそが弊社の
全てであり、今後も JP クレストは常に
良質なサービスを適正価格にて皆様に
提供していける様、邁進して参ります。
末筆ながら、散々と御託を並べながらも、
私共はまだまだ若い組織であり、
時には諸先輩方のお叱りを受け、
そこで顧客の本来の訴求とは何かを学び

ながら更なるサービスの成長を追求
したいと考えておる所存でございます。
若輩者の集まりではございますが、
今後共ご指導ご鞭撻宜を頂きながら、
皆様と共に成長していきたいと
心より願っております。

株式会社 JP クレスト
代表取締役 大和田慎太郎

全ては、お客様の為に。

人を大切にする会社です。

会社概要

社名
所在地

事業内容

設立日
資本金
代表者
取引先銀行
お問い合わせ

株式会社 JPクレスト
本社オフィス
〒323-0022 栃木県小山市駅東通り
2丁目 19番 4号イーストビル 2F
TEL:0285-20-5155 FAX:0285-20-5156
東京オフィス
〒101-0054  東京都千代田区田錦町
2丁目 5番 2号 アシスト竹橋ビル 2F
TEL:03-5577-3273 FAX:03-5577-3274
IT ソリューション事業
オフィスソリューション事業
2016 年 7月 15日
4,200 万円
代表取締役大和慎太郎
足利銀行 みずほ銀行
web@jpcrest.co.jp

沿革

2016 年 7月

2017 年 7月

2018 年 1月
　　　   6 月
　　　   7 月

2020 年 7 月

2021 年 10 月

資本金を 300万円とし株式会社 JPクレストを設立
IT ソリューション事業開始
オフィスソリューション事業開始
経営コンサルティング事業開始
独立開業サポート事業開始
資本金を 4,200 万円に増資
事業拡大のため本社を小山市駅東通りに移転
コールセンター業務開始
事業拡大のため渋谷区に恵比寿支店を開設
事業拡大のため恵比寿支店を
千代田区に移転し東京オフィスを開設
企業とクリエイターを結ぶHP制作プラットホーム
『BuzzTech』リリース



～成果の出る WEB 制作～

WEB 制作をする上で大事なことは４つ

１. 目的を明確にする

２. 情報を整理する（現状の把握）

３. 運用方法・使い方を決める

４. サイトの構成・デザインを決める

WEB サイトを作る目的が明確でないと
作り終わってから思っていたものと違う・・・
成果の出る HP ではなくなってしまう可能性があります。
誰に見てもらいたいのか？何を見せたいのか？訪問者に何をしてほしいのか？
ここをしっかりと決めることが 1 番重要な部分になってきます。

目的に対して必要な情報を整理し集めます。
ゴール（目的）にたどり着くために必要なこと
今行っていることは何か？今の WEB サイトをどういった使い方をしているのか？
どうすれば目的にたどり着くのか？
ここから HP 制作会社と一緒に話し合いながら情報を整理していくといいでしょう。

WEB サイトは作って何もしないのが 1 番もったいないです。
成果を最大限引き出すためには WEB サイトを運営・更新していきましょう。
その為に、WEB サイトを誰が更新していくのか、頻度はどれくらいか。
SNS は誰が更新するのか。どういったものを更新していくのか。
検索順位を上げるために対策していくのかなど、
目的に対して運用方法を決めていきましょう。

これらの情報をまとめて、訪問者に見てほしい部分、導線を意識し
サイト構成・デザインを決めていく。
訪問者の人物像（性別・年齢・地域・属性など）を把握した結果、
見やすい、わかりやすい、操作しやすい WEB サイトの設計作りを決めていきましょう。
動きを入れるとサイトが重くなったり、文字が多いと見づらいサイトになったりと
見せたい情報を訪問者に利用しやすいサイトにしていきましょう。

・集客していきたい
・お問い合わせを増やしていきたい
・来店を増やしていきたい
・販売をしていきたい
・営業マンの代わりとして運用したい
・リストの獲得したい
・商品サービスの紹介がしたい ・パンフレットカタログを紹介したい

・顧客満足度を上げたい
・情報発信していきたい
・新聞、ニュースレター
・お客様から意見収集、評価
・信用、信頼を獲得したい
・地域活動、貢献を発信したい
・求人を強化したい

・会社の思いを伝えたい
・事業内容を紹介したい
・社員を紹介したい
・自社で更新していきたい
・WEB マーケティングをしていきたい
・売り上げを伸ばしたい
・販管費を抑えたい

・相見積もりを減らしたい
・作業効率を上げたい
・無駄なお問い合わせを減らしたい
・ブランディングをしたい
・社員教育をしていきたい
・会員サイトを作りたい
・保守費用を抑えた

　

企業様の様々な目的を達成してきました！

Goal



～成果の出る WEB 制作～

HP 制作の流れ

０１ヒアリング

０２現状調査

０３改善案の立案

０４KPI 設計 ・仕様書作成

０５ご契約

０６お打ち合わせ

０７トップページデザイン案制作

０８下層ページデザイン案制作

０９テキスト入れ込み

１０全ページコーディング

　　プログラム制作

１１公開作業

　　メール ・サーバー設定

　　運用 ・分析

チェック ・ 修正

チェック ・ 修正

チェック ・ 修正

チェック ・ 修正

ターゲット ・ ユーザー分析

競合 ・市場調査

コンテンツ企画

ユーザビリティ ・ 導線設計

Webコンサルタント

Webライター

Webエンジニア

カスタマーサポート

WEB コンサル
HP 制作
LP 制作
サービスサイト制作
会員サイト
SEO
MEO
動画制作
パンフレット制作

採用サイト制作
EC サイト
ブランディング
予約システム
デザイン
コーディング
コピーライティング
保守・運用
プロジェクト企画・進行

制作実績

リスカ株式会社様 東和フードサービス株式会社様 向立株式会社様（栃の葉グループ）

株式会社ユニティ様 株式会社ライブナビ様 株式会社エクステリアスタッフ様

主要取引先
株式会社アプラス
株式会社 wib
株式会社 Elephan
株式会社幻冬舎ウェブマ
株式会社ジャックス
スターティア株式会社

合同会社ソウ
東和フードサービス株式会社
株式会社ネットランド
株式会社ビジョン
三井物産フォーサイト株式会社
リスカ株式会社

（順不同）

ホームページ無料診断

WEB コンサルタントがお客様の目的 ・成果に対して

適切であるか多角的に分析し具体的な改善案をご提案します。

ご相談 ・無料診断等は弊社 HP のお問い合わせフォーム

もしくはお電話よりお問い合わせください。

毎月 10 社限定

Webデザイナー

Webディレクター

JP クレストでできること
（WEB 関連）




