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世界品質のWordPressソリューション

サイト構築サービス

KUSANAGI Readyサイト構築サービスで、
エンタープライズレベルの品質を担保、ビジネスの課題を解決！

クサナギ  レディ

CMSサイト開発
パッケージプラン
初期190万円 / 運用5万円～

メディアサイト開発
パッケージプラン
初期290万円 / 運用15万円～

会員管理サイト開発
パッケージプラン
初期290万円 / 運用10万円～

イントラサイト開発
パッケージプラン
初期190万円 / 運用10万円～

開発元会社紹介  プライム・ストラテジー株式会社
東京、ニューヨーク、シンガポール、ジャカルタに拠点を構えるクラウドインテグレータ
プライム・ストラテジーは国内法人およびアジアに拠点を構えるグローバル企業のクラウドコンピューティン
グに関する課題解決をお手伝いするクラウドインテグレータです。東京、ニューヨーク、シンガポール、ジャ
カルタに拠点を構え、クラウドインテグレーションサービスを提供しています。また、WordPressのリーディン
グカンパニー、KUSANAGIの開発元でもあり、エンタープライズ領域の実務でよく利用されるプラグインを中
心に、セキュリティチェック、パフォーマンステストの一定水準をクリアしたプラグインやテーマの一覧を公
表する「KUSANAGI Ready プロジェクト」を手掛けています。

WordPressサイト開発事例

主な取引先

プライム・ストラテジー株式会社
PRIME STRATEGY CO.,LTD.

PT. Prime Strategy Indonesia
Signature Park 3F, Jl  MT Haryono 
Kav 22 Jakarta Selatan 12830, 
Indonesia

Prime Strategy Singapore Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard, #17-01 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore (018982) 東京都千代田区大手町1-5-1  

大手町ファーストスクエア イーストタワー18F

世界的な技術的権威である
オライリー社からWordPress
の基本書を上梓
『詳解 WordPress』

日本で一番読まれた
WordPress解説書
『WordPressの教科書』
シリーズ

ニューヨーク オフィス

ジャカルタ オフィス

Prime Strategy New York, Inc.
230 Park Avenue 10th Floor, 
New York, NY,10169

シンガポール オフィス（遠景）

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ メールでのお問合せ

読売新聞社様　会員管理サイト開発事例

業界最大級の医療・健康・介護情報サイト
「YomiDr.（ヨミドクター）」リニューアル
「CMSはコンテンツの更新頻度が高いことから更新し易さを重視しました。3
社から提案を受け、技術力、エンタープライズWordPressの実績、保守、価格
などを総合的に判断し、プライム・ストラテジーに委託することにしました。」

ブリヂストン様　イントラサイト開発事例

社内からのみ閲覧可能な非公開サイトを構築
「機関誌や自社サイトの更新情報などを一覧することができ、社内からのみ
閲覧可能な非公開サイトを構築。きめ細かな表示カスタマイズにより、閲覧・
管理の使い勝手に配慮いたしました。」

東京大学様　CMSサイト開発事例

応用生命化学専攻・応用生命工学専攻のサイトを
WordPressを使って全面的にリニューアル
「多数にわたる研究室や、研究成果、時間割や大学院を志す学生に向けたコ
ンテンツを設け、わかりやすく知的で快活なデザインに。またCMSにすること
で更新性が上がり、お客様からも高い評価を頂きました。」

読売新聞社、 マイナビ、テレビ朝日、 KADOKAWA、 ブリヂストン、 カカクコム、 JTBアジアパシフィック、 リクルート、 東京セキスイハイム、 
セキスイエクステリア、 ジャストシステム、 インテリジェンス、 東京大学、 東京工科大学、 武蔵野美術大学、 国際協力基金、 Adobe、 
Microsoft、 Bank Negara Indonesia （一部抜粋、敬称略）

マイナビ様　メディアサイト開発事例

移設した過去記事を含む膨大かつ多彩な
コンテンツを一元管理
「多様なコンテンツに対応する拡張性の高い設計（テンプレート、カテゴリ、カ
スタム投稿タイプなど）を行い、多数の編集スタッフや制作会社による更新・
管理を行い易くしてあります。ワンソースでPC/スマホに最適化された記事表
示、外部配信やサイトマップ作成も自動化しています。」

si@prime-strategy.co.jp03-6551-2996（受付時間：9:00~18:00 / 月～金曜日）
世界品質のWordPressソリューション 月5万円からのエンタープライズ向けWordPressサポート

https://kusanagi-hosting.com/plan/si/ https://kusanagi-hosting.com/
KUSANAGI公式サポートサービスKUSANAGI Readyサイト構築サービス

×

世界No1シェアの
CMSソフトウェア

世界15のプラットフォームに対応
超高速CMS実行環境

セキュリティチェック、動作検証済み
テーマ・プラグイン



・セキュリティチェック
・動作検証
・パフォーマンステスト
・上記３つのテストがなされている
　ものを中心に選定
・レスポンシブwebデザイン
 （スマートフォン対応）※1

・WordPress基本構築
・オリジナルデザイン ※1 
・最新情報などのカテゴリ
・スライドショー
・標準お問合わせフォーム
・サイトマップ

KUSANAGI Ready サイト構築サービス
世界品質のWordPressソリューション

「WordPress」×「KUSANAGI」×「KUSANAGI Ready」の３つの世界品質で 
エンタープライズレベルの品質を担保、ビジネスの課題を解決
KUSANAGI Ready サイト構築サービスは、WordPressサイトの実行環境としてKUSANAGIを、テーマ、プラグインをKUSANAGI Ready プロジェクトで
採用されているものをベースにWordPressサイトを構築するサービスです。

「 KUSANAGI Ready サイト構築サービス」と「 他のWordPress構築サービス 」の違い

CMSサイト開発パッケージプラン 初期190万円  /  運用5万円 ～
WordPressによる汎用的なCMSサイトを構築しま
す。ページ上部に記載の標準サービスを含みます。
標準サービスに含まれない仕様についてはオプショ
ン対応にて承ります。
WordPressの実行環境となるサーバ（KUSANAGI）
のセットアップ1インスタンスを含みます。

・標準サービス
・サーバセットアップ 1インスタンス
・基本設計、進行管理費含む

WordPress（CMS） KUSANAGI (ホスティング) KUSANAGI Ready（テーマ・プラグイン） 運用サポート

WordPressは世界中で最も使われている
CMSソフトウエアです。W3Techsの統計に
よると、世界中のWebサイトの約27％、
CMSソフトウエアを利用したWebサイト
の約59.4%で利用されています。
WordPressの特徴である高い開発生産性
や、Web標準を意識したソースコード、デザ
インやユーザビリティに優れる管理イン
ターフェースなどのメリットから、企業の
CMSサイトやオウンドメディアなどエンター
プライズ用途での利用が増加しています。

KUSANAGIはWordPressの実行時間「3ミリ
秒台」、「秒間1000リクエスト」をページ
キャッシュを用いずに実現する世界最高速
クラスのWo r d P r e s s実行環境です 
（4vCPU、最大性能時）。Microsoft Azure、
AWS、IBM Bluemix Infrastructureなど15の
国内外の主要プラットフォームに対応して
います。常時SSL、HTTP/2などのセキュリ
ティ面、スマートフォン、タブレットなどのマ
ルチデバイスにも対応したCentOS7をベー
スとしたチューニング、構成済みのエンター
プライズ向けCMS実行環境です。

標準サービスと仕様

・運用時のサポートもしくはマネー
　ジドサービス
・WordPressおよびサーバのアップ
　デート ※2
・バックアップ、障害対応 ※2　　
・SLAの提供 ※3

※1 KUSANAGI Ready テーマによるインブラウザデザイン。スクラッチテーマはオプション提供となります。
※2 運用サポートプランの内容によります。
※3 パフォーマンスおよび稼働率に対するSLAを提供いたします。運用サポートプランの契約内容によります。

・KUSANAGIサポートプラン
・月間3万PV未満
・WordPress、サーバ運用技術サポート
（それぞれ月3回/合計6時間まで）

・高速WordPress実行環境
・常時SSL、HTTP/2
・PHP 7、HHVM、PHP 5
・Nginx、Apache
・ページキャッシュ
・マルチデバイス対応
・世界15のプラットフォーム

世界No1シェアの
CMSソフトウェア

世界15のプラットフォームに対応
超高速CMS実行環境

セキュリティチェック、動作
検証済みテーマ、プラグイン

＋

WordPress / サーバ構築 運用サポート

メディアサイト開発パッケージプラン 初期290万円  /  運用15万円 ～
WordPressによるメディアサイトを構築します。ペー
ジ上部に記載の標準サービスのほか、単回のパ
フォーマンスチューニングを含みます。これらに含
まれない仕様についてはオプション対応にて承り
ます。
WordPressの実行環境となるサーバ（KUSANAGI）
のセットアップ1インスタンスを含みます。

・標準サービス
・サーバセットアップ 1インスタンス
・パフォーマンスチューニング
・SNSボタン
・Google Analytics
・基本設計、進行管理費含む

・KUSANAGIマネージドプラン
・月間30万PV未満
・お電話によるコンタクトデスク
・サーバ、アプリケーション保守
・障害一次対応、サーバ死活監視
・バックアップ、リストア

＋

WordPress / サーバ構築 運用サポート

会員管理サイト開発パッケージプラン 初期290万円  /  運用10万円 ～
WordPressによる会員管理サイトを構築します。
ページ上部に記載の標準サービスのほか、会員登
録、マイページ、会員情報管理を含みます。これらに
含まれない仕様についてはオプション対応にて承り
ます。
WordPressの実行環境となるサーバ（KUSANAGI）
のセットアップ1インスタンスを含みます。

・標準サービス
・サーバセットアップ 1インスタンス
・会員登録
・マイページ
・会員情報管理
  ・基本設計、進行管理費含む

・KUSANAGIマネージドプラン
・月間3万PV未満
・お電話によるコンタクトデスク
・サーバ、アプリケーション保守
・障害一次対応、サーバ死活監視
・バックアップ、リストア

＋

WordPress / サーバ構築 運用サポート

イントラサイト開発パッケージプラン 初期190万円  /  運用10万円 ～
WordPressによるイントラサイトを構築します。ペー
ジ上部に記載の標準サービスのほか、IPアドレスま
たは認証によるアクセス制御機能を含みます。
これらに含まれない仕様についてはオプション対応
にて承ります。
WordPressの実行環境となるサーバ（KUSANAGI）
のセットアップ1インスタンスを含みます。

・標準サービス
・サーバセットアップ 1インスタンス
・アクセス制御（IPアドレス/認証）
・基本設計、進行管理費含む

・KUSANAGIマネージドプラン
・月間3万PV未満
・お電話によるコンタクトデスク
・サーバ、アプリケーション保守
・障害一次対応、サーバ死活監視
・バックアップ、リストア

＋

WordPress / サーバ構築 運用サポート

ご要望に応じたカスタマイズプランのご提案を致します
CMSサイト開発パッケージプランなど、各パッケージプラン
をベースにしたカスタマイズプランもご提案いたします。
たとえば、会員制の有料記事配信ニュースサイトの場合、
メディアサイト開発パッケージプランをベースに、他メディ
アへのデータ連係、会員管理、課金管理、広告管理などの
機能を開発し、サーバを複数台の負荷分散、冗長構成にす
るなどのご提案をいたします。

カスタマイズプラン例：

「 有料記事配信ニュースサイトを立ち上げたい 」

＝データ連携
モジュール

会員管理
モジュール

課金管理
モジュール

広告管理
モジュール

負荷分散
サーバ構成

ニュース
サイト

KUSANAGI Ready サイト構築サービスは、WordPressのリーディングカンパニーであり、KUSANAGIの開発元でもあ
るプライム・ストラテジーがサービス開発を行い、プライム・ストラテジーまたは一定の基準をクリアした
KUSANAGIパートナーがサービス提供するサイト構築サービスです。WordPressによるサイト開発において、お客
様のビジネスプロセスに高い実現可能性と信頼性をもたらします。

KUSANAGI Ready サイト構築サービスのすべてのパッケージプランは、WordPressの高速実行環境である
KUSANAGIに対応しており、標準で、常時SSL、HTTP/2の高速かつセキュアな通信環境、レスポンシブwebデザ
インによるPC、スマートフォン、タブレットなどのマルチデバイス環境に対応しており、近年Googleウェブマス
ターブログなどで話題となっているサイト表示の高速化、スマートフォンなどのモバイル対応、常時SSL、
HTTP/2によるセキュアで高速なブラウジングのすべてに対応しています。

実際のご提案段階では、インブラウザデザインによるモックアップをご覧いただき、操作いただきながらお打ち合わせ
を進めることも可能となっており、事前にイメージをつかみながら、短納期で高品質なサイト構築を実現いたします。

また、運用時には、WordPressおよびサーバのサポートもしくはマネージドサービスもご提供しておりますので、
WordPressやサーバのアップデート、障害対応や運用のご相談などのサポートも充実しています。
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CMSサイトのうち約6割がWordPressです。 ※2016年10月現在

WordPress
59.4 %

その他

Magento
2.8 %

Joomla
6.0 %

Drupal
4.9 %

『KUSANAGI Ready プロジェクト』は、エン
タープライズ領域の実務でよく利用される
主要なプラグインテーマを中心に、PHP7、
HHVM、PHP5の各PHP処理系への適合状
況、一定のルールでのセキュリティチェッ
クの結果、パフォーマンステストの結果な
どを調査検証し、一定水準をクリアした
プラグインやテーマの一覧を公表するプ
ロジェクトです。セキュリティチェックにつ
いては、Webアプリケーションセキュリ
ティのエキスパートであるHASHコンサル
ティング株式会社が、その他の項目につい
ては、プライム・ストラテジー株式会社が
実施しています。

etc...


