「地域まるごとぺライチ」
プロジェクトスタート！
ホームページ作成サービス「ぺライチ」が
令和４年３月31まで無料で使えます。
こんな方におススメです！

3

自分でホームページを
作ってみたい

会社のホームページを
作りたい

イベントの参加者を増
やしたい

サークル活動を知って
もらいたい

インターネット販売に
チャレンジしたい

などなど、様々な使い方がで
きます。詳細は次のページへ！

広報ちの 2020.7

２

専用ソフトや
専門知識が不要

ホームページを作るとなるといろ
いろと難しいのかなと思ってしま
うけれど、ペライチを使えば簡単
に作れます。

40
50

パソコン、タブレット、スマートフォンの
すべての表示に対応しているので、1回の
データ作成で対応ができ、効率的です。
【おすすめ】
・以前に作ったホームページがスマート
フォン対応になっていない人

４

つのポイント

３

マルチデバイス対応

5

専用ソフトの購入の必要がなく、インター
ネットとパソコンがあればホームページを
作成できます。しかも今回はプラン利用料
も無料なので初期費用もかかりません。
【おすすめ】
・初めてホームページを作る人
・起業、創業を考えている人
・すぐにホームページが必要な人

20

ペライ チ の 機 能 や 特 徴 を 紹 介

デザインに自信がなくても目的に合わせた
ページをオシャレに作ることができます。
自分で作成・公開・更新ができるので、修
正なども簡単にできます。
※テンプレートは一部有料もあります。
【おすすめ】・飲食店 ・講座、教室の開催
・イベントの告知
・サークル活動の紹介

﹁ぺライチ﹂は︑株式会社ぺライチが提供するインターネットに不慣れな人でも簡単に
ホームページが作成︑更新ができるサービスです︒ユーザーは 〜 代が中心で現在︑
会員登録者は 万人を超えています︒

1

用途に応じた豊富な
テンプレート

簡単にホームページを作れる

特集 「地域まるごとペライチ」プロジェクトスタート！

検索エンジン最適化

専門知識が無くても「ぺライチ」で作成す
ることでインターネット検索結果でWEB
を上位に表示させることができます。
すでにホームページがある人も集客のた
めのランディングページを「ぺライチ」で
作ることで多くの人に見てもらうことが
期待できます。
【おすすめ】
・キャンペーン告知 ・人材募集
・新規事業の紹介

あいちゃん

５

インターネット決済
システムが使える

茅野市のホームページ
でみんなをお助けして
います！
今回はペライチの紹介
のために特別出張！

※ビジネスプランのみ無料

ホームページ内に決済システムを簡単に
埋め込むことができますまた、販売手数
料が無料で手数料も安価のため、インタ
ーネットショッピングへのチャレンジや
販路拡大ができます。
【おすすめ】
・新しくインターネット販売をやって
みたい。
・自分で商売を始めたい。

広報ちの

2020.7

4

茅野市民の方なら誰でも使えます！
市内在住、在学、在勤者、市内事業者（飲食店、商店、宿泊・観光施設、
事務所、工場）
、サークル、団体等が対象となります。

無料でご利用いただけます。
通常は有料のライト〜ビジネスプランも無料で利用できます。
※ただし、写真素材購入などのオプションサービスは有料となります。

Q3 いつまで無料で使えますか？
利用期間は令和４年３月31日までです。

Q ＆A

Q2 利用料はどのくらいかかりますか？

ペライチのサービスは分かったけど︑誰が使えて︑どうしたら使え
るの？そんな疑問にあいちゃんがお答えします！

Q1 誰が使えますか？

利用するための

特集 「地域まるごとペライチ」プロジェクトスタート！

Q4 利用登録の方法は？
１．ぺライチ登録ページを開きます。https://peraichi.com/
２．メールアドレス、パスワードを入力
３．特典コード：chinoを入力
これで登録完了！
４．プランを選びます。
登録方法の詳細やプランの選び方は、 茅野市 ペライチ で検索
（茅野市版）
ペライチ登録マニュアル（PDF）で
ご確認ください。
プランは４つのプランから選べます。
下の表を参考にお選びください。

▲登録ページ

▲茅野市ホームページのバナー

プラン

できること

通常の料金
（月）

スタート
プラン

１ページ

常時SSL対応、
スマホ最適化

ライト
プラン

３ページ

スタートプランに加えて、
独自ド
メイン、
SNS連携、
フォーム設置

980円

レギュラー
プラン

５ページ

ライトプランに加えて、
フッター
広告非表示、HTML/CSS/JS埋
め込み、
アクセス解析

1980円

ビジネス
プラン

10ページ

ビジネスプランに加えて、
メルマ
ガ配信、決済、パスワード保護、
ファイルダウンロード、
予約機能

2980円

広報ちの 2020.7

0円

茅野市の皆さんにはペライチを
使っていろいろなことを発信し
てほしいです！
左の表から自分に合ったプラン
を選んでください。

すべて無料！

5

公開ページ数

特集 「地域まるごとペライチ」プロジェクトスタート！

この度︑
茅野市様と
全国初のプ

ロジェクト

を実現でき

大変嬉しく

思います︒

今︑地方が

ます︒今回︑多くの茅野市

幅広く利用することができ

信の手段に使われるなど︑

守るための情報の収集や発

病から市民の生命や生活を

型コロナウイルスなどの疫

天災や今年流行している新

ることができます︒また︑

きなコストをかけずに進め

化︑事業の効率化などを大

ことで︑販路開拓や販売強

る地域でもＩＴを活用する

例えば︑労働人口が減少す

Ｔが活用される時代です︒

抱える様々な課題解決にＩ

（株）ペライチ
取締役会長

民の皆様が﹁ぺライチ﹂を

﹁ペ ラ イ
チ ﹂は 今 年
の４月から
使い始めて
います︒他
のホームペ
ージ作成サ
ービスより
使いやすく気にいってい
ます︒当店は野球用品の
メンテンス作業を得意と
し て い ま す が ︑﹁ ぺ ラ イ
チ ﹂の 豊 富 な テ ン プ レ ー
トを使うことで作業内容
をわかりやすく説明する
ことができました︒また︑
インターネットに掲載後
も自分で簡単に修正や更
新ができるので︑情報発
信を継続しながら改良を
加えることもできます︒
今後は︑現在運用して
いるＳＮＳと連携した情
報発信で市外に向けたＰ

ぺライチ
には︑﹁地元
をもっと元
気にした
い！地元の
人や企業を
応援した
い！﹂とい
う熱い想いの利用者が︑
ぺライチサポーターとし
て地域の利用者に寄り添
いアドバイスをしていま
す︒私もその1人として︑
今回のプロジェクトで茅
野市のみなさんを応援し
ていきます︒
私は︑自分の仕事でぺ
ライチを使っているので︑
利用者目線で相談にのる
ことができます︒駅前ベ
ルビア２Ｆのワークラボ
八ヶ岳にいることが多い
ので︑ぜひ声をかけてく
ださい︒茅野市の利用者

市民や事業者がさっそくペライチを
使って作ったページを紹介します。
参考にしてみてください。
※令和２年６月10日現在のページ
です。

自分のライフスタイルの一
つ「薪割り」について、薪
の種類や薪割りに使う道具、
薪のある暮らしの魅力をま
とめたページです。
個人の趣味や作品などの紹
介やサークル活動の紹介な
どにもご利用
いただけます。

ページ紹介

市民（30代男性）

使ってみました！

初めて作ってみました（個人）
〜薪割りライフの魅力を紹介〜

さん

橋本 芳裕

さん

直

瀬畑

さん

山下 翔一

インタビュー

Interview

（有）長峰スポーツ
営業担当

（株）IKI&IKI 代表取締役
ペライチサポーター

6

2020.7

広報ちの

特集 「地域まるごとペライチ」プロジェクトスタート！

ご活用いただくことで︑茅

広報ちの 2020.7

Ｒも行っていきたいと考
えています︒

7

野市の素晴らしさが日本

情報発信強化に使いました（飲食店）
〜テイクアウト専用ページを作成〜

▲操作など簡単な相談は気軽に
してほしいとのこと。

同士をつなぎ︑お互いが
教え合うような環境を作
っていきたいと思ってい
ます︒

このページは、市民の方がペライチの特長や魅力を
わかりやすくまとめたページです。ページの中では、
プロジェクトがスタートした４月以降に市内の事業
者がぺライチで作成したホームページの事例が数多
く紹介されていますのでご参考ください。
今後、茅野市では初めて使う人に向けた動画による
登録方法の紹介や、使い方の講座の開催を検討して
おります。日程が決まりましたらお知らせしますの
でご利用ください。
紹介ページは右のQRコードから
ご覧ください。

中・世界中に発信されると

▲ページを作成する様子

ともに︑産業の活性化や地

域の課題解決︑市民の皆様

の人命や生活を守ることに

つながることを願っていま

す︒

市民の方に告知ページを
作っていただきました！

初めて作ってみました（土産品店）
〜おすすめ商品をPR〜

「八ヶ岳オクテット」

「いちきゅう蓼科 モン蓼科店」

新型コロナウイルス感染症
の影響でテイクアウト事業
を強化するために、専用ペ
ージを作成しました。
早く情報を周知したいとき
や制作日数に限りがあると
きなどにもおすすめです。

これまでホームページ上に
は、
住所、
電話番号、
営業時間
の掲載しかありませんでし
たが、
ぺライチを使って人気
商品や画像で紹介するペー
ジを作りました。
業種に合わせたテンプレー
トがあるので、初
めての人でも簡単
に作ることができ
ます。

