
てぃーだビジネスサービス

宮古島のWEB出力屋 サキシマGT★

沖縄県宮古島市平良西里465-1 
シェアオフィスMUGI内

080-6573-6955中澤

宮古島限定 10店舗限定

ガッツリPRセットのご案内



てぃーだビジネスサービス掲載メリット

《オリジナルのテンプレートの提供》

店舗情報、サービス案内などの掲載箇所もある、
ホームページ風のテンプレートでカッコ良い
オリジナルのブログが制作出来ます。

《カバー画像を自由に変更》

管理画面で簡単にカバー画像の変更が出来ます。
※初回掲載分は無料制作サービスいたします。

《画像容量アップ》

アイキャッチで必要不可欠な画像のアップ
容量を10GBご提供。
制限を気にせず沢山の画像をアップ出来ます。

《広告非表示》

ビジネス利用で邪魔な広告表示をシャットアウト
広告非表示にて自社の情報のみお届けできます。

カバー画像

2GB
10GB



てぃーだビジネスサービス利用イメージ

カバー画像は
管理画面から
自由に変更可能

※初回は素材提供
によりカバー画像
を制作・設置します。

店舗情報は管理画面から自由に変更可能
※複数掲載は不可能となります。

記事を更新すれば、てぃーだブログ内の
「求人情報」コーナーに露出されます。

新着コーナー
記事を更新すれば、てぃーだTOPの
新着コーナーに露出されます。

求人情報

【コンテンツ】※6コンテンツ掲載できます
・店舗紹介・・・・・店舗情報を掲載
・サービスメニュー・両店のサービスメニューを掲載
・お知らせ・・・・・てぃーだブログのコーナーに掲載
・クーポン・・・・・クーポン情報を掲載
・アクセス・・・・・店舗へのアクセス方法を掲載
・求人情報・・・・・求人情報を掲載



宮古島内の導入事例

ガレージR&D様 島唄楽宴ぶんみゃあ様



宮古島 自動車関連事例 「ガレージR&D」様

ホームページへ
効果的に誘導
（来店・問合せへ）

▼スマホカメラでどうぞ▼

代表自らが書く整備記録をTwitterで自動拡散＆ブログからホームページへも効果的に誘導して来店や問い合わせを増加させています

Facebookページ

Twitterアカウント

Instagram

流入

流入



宮古島 居酒屋事例「島唄楽宴ぶんみゃあ」様

ホームページへ
効果的に誘導
（来店予約へ）

オーナー自らが13年間書き続けているブログ記事をTwitterで自動拡散＆ブログからホームページへ効果的に誘導し閑散期さえも予約増加

Facebookページ

Twitterアカウント

Googleマイビジネス
▼スマホカメラでどうぞ▼

流入

流入



宮古島限定ガッツリPRセットの嬉しい特典

③

宮古島限定
先着10ブログのみ
３つの広告枠
月額8万円×3か月
なんと24万円相当を
無料掲載サービス‼

ブログリニューアルを
大々的にPRし宮古島内

のブログ情報に興味を
もって訪れたユーザー
に広くPRが可能です

バナー制作も無料

①

②

▼スマホカメラでどうぞ▼

▼てぃーだブログ宮古島トップページ「MYAHBLO」へバナー掲載無料



オプションサービス パソコンもスマホも不要なブログ運営

▼ LINE音声＆電話でトーク入稿対応
これなら続く！ブログ更新の強い味方 「LINE音声＆電話でトーク入稿」フル対応！

もうキーボードに触れずに音声のみでブログ更新が可能です！詳しくはお問い合
わせ下さい。（専用オプションサービス月額10,000円）

記事内容をざっくり電話で伝えるだけ
電話、またはLINE音声で送るだけ♪

お電話内容、またはLINE音声データをもとに
専任担当が記事を起こしブログ掲載

＊画像はイメージです



各種ネットサービスの設定もご相談下さい

▼各種SNSサービス設定や運用代行もお任せ下さい
Facebookページ、Twitter、Instagram、 LINE公式アカウント、Googleマイビジネスの初期設
定や運営代行も承っております。連動設定などもお気軽にご相談ください。
（ LINE公式アカウントのみ初期設定10,000円、運営は月額7000円～、その他は無料）

▼ブログ立ち上げ後の「ブログ収益化」もお手伝いします
ビジネスプランご利用の宮古島内のお客様については、お金を稼ぐブログへと成長させる
ためのアドバイスなども随時フォローさせて頂きます！てぃーだブログ内への、Google広
告の設置やアフィリエイトプログラムの実施フォローなども、ブログ経験豊富なMYAHBLO
編集部の担当が責任をもって伴走させて頂きます。（MYAHBLO編集部もアフィリエイト収益
化最大を目指しています）



★特別提供のオリジナルテンプレート提供★
オリジナルのカバー画像制作と、オリジナルの特別
テンプレートから選べる貴社オリジナルの採用情報
発信型自社メディアをてぃーだブログ内に構築

★自社の採用情報をリアルタイムに発信★
てぃーだブログの管理画面から簡単に採用情報を投稿
月間2,000万アクセスの「てぃーだブログ」内で露出
することで求職者へのアプローチをお手伝い

【その他機能】
・てぃーだブログ広告非表示
・画像容量：10GB

てぃーだビジネスサービス Aプラン

初期費用：50,000円(税別)
月額費用： 3,000円(税別)

オリジナル
テンプレート

画像容量
10GB

限定
記事テーマ

広告非表示

採
用

販
促

宮古島限定50%OFF☞ 25,000円（税込）



★特別提供のオリジナルテンプレート提供★
オリジナルのカバー画像制作と、オリジナルの特別
テンプレートから選べる貴社オリジナルの採用情報
発信型自社メディアをてぃーだブログ内に構築

★自社の採用情報をリアルタイムに発信★
てぃーだブログの管理画面から簡単に採用情報を投稿
月間2,000万アクセスの「てぃーだブログ」内で露出
することで求職者へのアプローチをお手伝い

★採用時のコール・WEB申込に対応
採用情報でリーチしたあと、直接応募が出来る仕組み
として電話コールボタン、WEB申込フォームを提供
多くの採用に繋がる仕組みをご提供

【その他機能】
・てぃーだブログ広告非表示
・画像容量：10GB

てぃーだビジネスサービス Bプラン

オリジナル
テンプレート

画像容量
10GB

限定
記事テーマ

広告非表示

採
用

販
促

応募フォーム
コールボタン

初期費用：70,000円(税別)
月額費用： 3,000円(税別)

独自
ドメイン運用

宮古島限定50%OFF☞35,000円（税込）



予算に合わせて選べるプラン

項目 Aプラン Bプラン

制作費用
初期費用：50,000円(税別)
月額費用： 3,000円(税別)

初期費用： 70,000円(税別)
月額費用： 3,000円(税別)

オリジナルテンプレート
PC・スマホ対応

特別テンプレート
PC・スマホ対応

特別テンプレート

コンテンツ数 6項目 6項目

ブログ容量 10GB 10GB

カバー画像変更 ○ ○

お店・会社情報 × ○

限定記事テーマ*¹ ○ ○

PDFアップロード ○ ○

広告非表示 ○ ○

独自ドメイン運用 × ○

取材コンテンツ*² × ×

電話ボタン設置 × ○

お問い合わせフォーム × ○

ホームページ替わりに使うなら
独自ドメインが使える
Bプランがおすすめ

販
促

採
用

販
促

採
用

ホームページをお持ちの場合
または、ブログアップデート
なら初期費用を抑えられる
Aプランがおすすめ

25,000円（税込） 35,000円（税込）



料金一覧

■Aプラン 初期費用：50,000円(税別)

■Bプラン 初期費用：70,000円(税別)

※てぃーだビジネスプランの契約、月額費用：3,000円（税別）に関しては、1ブログ毎の契約となります。
複数ブログを開設しているユーザー様で複数ブログで利用希望の場合は、利用ブログ毎に利用費用が発生いたします。

※【月額費用について】契約期間：1年間（以降自動更新）期限前でのご解約は契約期間の残額をお支払い頂きます。

月額3,000円（両プラン一律）

宮古島限定 12/5まで☞ 25,000円（税込）

宮古島限定 12/5まで☞ 35,000円（税込）



2019年11月25日更新

株式会社てぃーだスクエア 会社概要

会社情報 事業内容

社名 株式会社てぃーだスクエア ■求人事業
■メディア事業
・沖縄県地域ブログポータルサイト「てぃーだブログ」
■ソフトウェア開発事業
・Webシステム開発、Webサイト制作
・Webアプリ開発、アンドロイド・iPhoneアプリ制作
・スマートフォン最適化Webサイト構築

英文名称 TI-DA Square Co.,Ltd

代表者 野澤 浩樹

設立 平成22年（2010年）2月1日

資本金 1,000 万円

社員数 5名（アルバイト・契約社員を含む）

所在地 〒901-2101 沖縄県浦添市西原2-4-1 P’s SQUARE 301
【営業時間】 9:00～18:00（年末年始除く）
【定休日】土・日曜日
【電話番号】 TEL： 098-870-0860 ／ FAX： 098-870-0861
【電話受付時間】 9:00～18:00

宮古諸島カテゴリーの管理先（業務委託）

myahblo@sgt.okinawahttp://sakishimagt.com

080-6573-6955 中澤
（ 平日 10:00 ～ 19:00 ）

H P MAIL

ホームページ制作代行

SNS設定運営

メディア運営

ブログ運営代行

行政書士業務

てぃーだブログ宮古島管理業務

沖縄県宮古島市平良西里465-1シェアオフィスMUGI内

mailto:akira@sgt.okinawa
http://sakishimagt.com/

