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株式会社オルセル
制作事例集



CLIENT 株式会社TAKAMI様
PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 美容・化粧品

制作内容 トップページ（PC・スマホ）

清潔感と透明感のある配色で、商品のイメージアップにも繋げる効果も！
ファンやリピーターが多いブランドこそ、カテゴリを表示させることで
探しているものがすぐに見つけられるサイトに。



CLIENT 株式会社ニールズヤードレメディーズ様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 美容・化粧品

制作内容 楽天市場トップページ（ PC・スマホ）

店舗画像で店舗販売もアピールしつつ、オンラインでもショッピングが
しやすいようにカテゴリを上部に表示させる工夫を。
商品画像を多く使用することでブランドイメージもしっかり表現。



CLIENT 株式会社 i-literacy様
PLAN 自社ECサイトオリジナルプラン

CATEGORY 衛生・掃除

制作内容
● カラーミーショップトップページ（ PC・スマホ）
● 商品ページ

背景画像に清潔感のあるイメージ画像を使用することで、
ユーザーの目に留まりやすいデザインに。
余白を多くさせることで文章が多すぎず、分かりやすい印象に。



CLIENT 株式会社COSME DE TOKYO様

PLAN 自社ECサイトオリジナルプラン

CATEGORY 美容・化粧品

制作内容 メイクショップトップページ（ PC・スマホ）

客層や商品イメージに合わせてシンプルなデザインで分かりやすく、
スタイリッシュな雰囲気を意識。値段・商品の特徴を前面に打ち出すこで、ユー
ザーのニーズに合ったサイトに。



CLIENT 株式会社サンエフ様

PLAN Shopify有料テーマ利用ベーシックプラン

CATEGORY 家具・インテリア

制作内容 Shopify初期構築・トップページ

カテゴリを円形で表示させることでどの世代にもなじみやすいように
穏やかな雰囲気とやわらかさを表現。



CLIENT ハートフルカントリー様

PLAN Shopify無料テーマ利用ベーシックプラン

CATEGORY 雑貨・インテリア

制作内容
Syopify初期構築・トップページ（ PC・スマホ）
セクションカスタマイズ

商品だけではなく、コンテンツを多用することで、
インテリア選びの参考になるサイトに。シンプルにすることで、
分かりやすく商品を目立たせるように意識。



CLIENT 龍雲荘様

PLAN コーポレートサイト html組み

CATEGORY キャンプ場

制作内容
トップページ（PC・スマホ）
龍雲荘キャンプ場について
料金案内

キャンプ場の画像をメインで使用することで、「非日常を味わいたい」
「自然を感じたい」というユーザーの心をくすぐるデザインに。



CLIENT 株式会社ナチュラルビステリア様

PLAN Shopify無料テーマ利用ベーシックプラン

CATEGORY 食品

制作内容 Shopify初期構築・トップページ

「美味しそう」「食べたい」と一瞬で思っていただけるように食品は特に
画像にこだわります。シンプルな背景で食品画像を主役にしたデザイン。



CLIENT 株式会社DABADA様
PLAN 自社ECサイトオリジナルプラン

CATEGORY アウトドア・スポーツ用品・日用品

制作内容 メイクショップトップページ（ PC・スマホ）

「キャンプ」「ヨガ」「バーベキュー」それぞれフォントを変えることで
ひとつのサイトで違った雰囲気を味わえる仕様に。
カテゴリが多くても画像の色味を合わせえて、サイトに統一感を！



CLIENT 中川満株式会社様

PLAN Shopifyオルセルオリジナルテーマ利用ベーシックプラン

CATEGORY 雑貨・バッグ

制作内容 Shopify初期構築・トップページ

ユーザーが最初に目にする画像には、商品はもちろん、
ブランドの想いを記載し、しっかりサイトをブランディング。
商品画像も多用し、「もっと商品を見たい」と思っていただけるサイトに。



CLIENT 伊東屋珈琲合同会社様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 食品

制作内容 楽天市場トップページ（ PC・スマホ）

それぞれのカテゴリやコンテンツを画像で表現することで、
ユーザーが商品を見つけやすいデザインに。
コンテンツを多くすることで、商品を知ってもらえるきっかけ作りにも！



CLIENT 株式会社サンパギータジャパン様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 雑貨・バッグ

制作内容 楽天市場トップページ（ PC・スマホ）

素材別に表現することで、ネットショップならではの
「素材がわからなくて不安」という悩みを解消できるサイトに。
また、商品画像も多く、商品のイメージのしやすさもポイント！



CLIENT 株式会社ミューレ・ジャパン様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY グルーミング製品・化粧品・生活雑貨

制作内容 トップページ（PC・スマホ）

商品に使われている色をフォントにも使用することで、
サイトに統一感を持たせ、ブランドイメージも分かりやすさを重視。
ターゲット層に合わせて、落ち着きのあるデザインに。



CLIENT 株式会社喜久和様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン
自社ECサイト構築

CATEGORY 工具

制作内容 トップページ（PC・スマホ）

色使いとフォントで和の雰囲気を表現。
写真付きのカテゴリ表示にすることで、商品について詳しくないユーザー
にも分かりやすいデザイン。商品も探しやすく、ユーザー想いのサイトに。



CLIENT 株式会社グローバルクリーン様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 食品

制作内容 楽天市場トップページ（ PC・スマホ）

オリジナル商品を販売している方だからこその
商品へのこだわりを伝えられるサイトに。
商品を引き立てられるように背景色は白で高級感を演出。



CLIENT 株式会社ハタヤ様

PLAN Yahoo!ショッピングオリジナルプラン

CATEGORY ギフト

制作内容 Yahoo!ショッピングトップページ（ PC・スマホ）

選ぶのに意外と時間がかかってしまうギフトも、季節やイベントごとに
分類分けすることで、選びやすさを意識したサイトに。
カラフルな色使いでも、パステル調でまとまり感のあるデザイン。



CLIENT 株式会社矢尾卯様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 食品

制作内容 商品ページ　 4枚
落ち着いた背景色とフォントで高級感を演出。
ユーザーが最もアクセスする商品ページだからこそ、
商品の情報を豊富に詰め込み、魅力が存分に伝わるページに。



CLIENT 株式会社ダイニチ・コーポレーション様

PLAN 楽天市場goldオリジナルプラン

CATEGORY 日用品・キッチン用品

制作内容 楽天市場goldトップページ（PC・スマホ）

自由にカスタマイズできる楽天市場 goldならではのトップページ。
一つ一つのバナーをしっかりと作りこむことで、バナーを見ただけで
商品の特徴がわかるのもポイント！



CLIENT 超刻堂様

PLAN Shopifyオルセルオリジナルテーマ利用ベーシックプラン

CATEGORY 名入れギフト

制作内容 Shopify初期構築・トップページ

思いきって背景色を黒にすることで、印象に残るサイトに。
フォントと配色で、スタイリッシュかつ高級感のあるデザイン。



CLIENT 株式会社丸広百貨店様

PLAN 楽天市場2トップ
CATEGORY 総合

制作内容 楽天市場カテゴリページ

華やかな配色で目を引くデザイン！
フリーページで作成しているため、楽天市場でショッピングしているとは
思えないデザインで、他店と差をつけて印象に残りやすく。



CLIENT D&K様
PLAN コーポレートサイト

CATEGORY スポーツ用品

制作内容 コーポレートサイト（ PC・スマホ）

キャッチコピーに力を入れることで「商品が気になる！」
と思わせるデザイン。その後には、しっかりと商品の特徴を記載することで
商品の良さをより実感してもらえるページに。



CLIENT 高橋農園様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 食品

制作内容 楽天市場トップページ（ PC・スマホ）

鮮度が命の食品だからこそ使用する画像にはこだわりを持ち、
魅力を最大限に引き出すページに。バナーごとにフォントを変えることで、
トマト１つでも違った魅力を表現。



CLIENT 有限会社上田屋精肉店様

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 食品

制作内容
● 楽天市場トップページ（ PC・スマホ）
● 商品ページ

「焼肉」と「しゃぶしゃぶ」で同じページでありながらも雰囲気を
それぞれ変えることで、カテゴリを分かりやすく表現。
イメージに合わせて、明るいイメージと高級感を表しているのもポイント。



CLIENT 株式会社ネクストブレイン

PLAN 楽天市場オリジナルプラン

CATEGORY 総合

制作内容
トップページ（PC・スマホ）
2トップ

「予算から選ぶ」という検索方法で、価格を気にするユーザーも
簡単に商品を検索できる仕様に。
ユーザー自ら値段設定できるのも大きなポイント！



CLIENT 株式会社共伸製作所様

PLAN 自社ECサイトオリジナルプラン

CATEGORY 衛生・掃除

制作内容
● カラーミーショップトップページ（ PC・スマホ）
● 商品ページ

実際のお悩みやレビューを記載することで、「共感」と「買ってみよう！」
という後押しに！それだけではなく、しっかりと商品のポイントも
記載することで商品の魅力も伝えます。



CLIENT 合資会社馬嶋屋菓子道具展様

PLAN 自社ECサイトオリジナルプラン

CATEGORY キッチン用品

制作内容 メイクショップトップページ（ PC・スマホ）

「商品一覧」「お菓子型」「アイテムの使い方」と多方面から商品を
探すことのできるのがページの特徴。カテゴリや商品数の多い商材でも
ユーザー目線でカテゴリ分けすることで探しやすいサイトに。



＼お気軽にお問い合わせください／

03-6675-9902（10:00〜18:00）

info@alsel.co.jp

他にもまだまだ載せきれないほどの
ページを制作させていただきました。

mailto:info@alsel.co.jp

