
1

- ChatFit案内資料 -

ライブチャットシステム導入のご案内

COPYRIGHT 2007, WEBFIT Corporation. ALL RIGHTS RESERVED



目次目次

2

はじめに Page 3

システム導入概要 Page 4

注目の新機能 Page 5

プランのご紹介 Page 7

ご予算シミュレーション Page 8

オリジナルデザイン例 Page 11

デモサイト公開 Page 12

弊社の運用体制 Page 14

同時接続数について Page 13

システム構成 Page 9

導入までの流れ Page 15



はじめにはじめに
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今話題のライブチャットシステムを、実績のあるIT専門会社が低コストでご提供いたします。
当社のライブチャットパッケージ【ChatFit】をご検討していただきまして誠にありがとうございます。一般ユーザー向けの機能は
もちろん、ライブチャットを運営なさる為に必要な全ての管理機能、出演者機能、出演者募集用ページ、アフィリエイトシステム、
ターゲッティング配信、FLASHゲームなど全ての面に関して充実したシステムをご提供いたします。

· 過去5年間200サイト以上のサイトを提供

· 充実した管理機能と使いやすいインタフェース

· 柔軟性と拡張性の高い、安定的なシステム

· 国内・海外向けライブチャット,英会話,お見合いなど幅広い分野でサービス提供

5年間の豊富な販売実績Point 1

· システムのすべてをパッケージ化したことで低コスト化実現

· すべてのプランでオリジナルデザイン提供

· 定期的なメンテナンスと安心サポート

· 新規追加機能の場合、無料でご提供

独自のノウハウで低コスト化実現Point 2

· イベント機能や携帯用機能など豊富な管理者機能提供（管理マニュアル提供）

· 業界初、女性側から諸費ポイントを設定する機能提供

· 男性専用ポイントゲーム提供

· 女性専用FLASHゲーム提供

豊富な機能と拡張性Point 3

· サイト自動監視システムにより、問題が発生したときの対応を自動化

· お客様からのご質問に対しては専門スタッフが充実にサポート

· 定期的なシステムの自動バックアップ

· システムの負荷を定期的に確認し、拡張が必要な場合お客様にご提案

安心のアフターサービスPoint 4

※弊社に関する詳しい情報は www.webfit.co.jp をご覧ください。



システム導入概要システム導入概要
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システムを導入するときにはシステムの値段だけではなく、販売会社の規模や実績、サポート体制なども十分検討していただいてか
らシステムを導入することをご提案いたします。

機能は充実しているのか
販売実績はどの程度なのか
規模のあるIT専門会社で対応しているのか
システム費用は妥当なのか
納品後のサポートは充実しているのか

システム導入のポイントPoint

現状現状

目標目標

出演者募集
サイト広告

出演者募集
サイト広告

システム構築システム構築

販売実績

対応会社の規模

システムの安定性

低コストで導入可能

充実サポート

ITIT専門会社の経験を生かし低コスト専門会社の経験を生かし低コスト
でご提供いたします。でご提供いたします。
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注目の新機能注目の新機能
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女性が自分の諸費ポイントを設定できる機能

通常、男性のチャットポイントは「2ショット 1P/1分」のように、サイト全体に対しての設定になっていますが、弊社の

新システムでは、女性が自分の諸費ポイントを自由に設定できるようにすることもできます。

※旧システムの仕組みを使うこともできます。

通常のシステム

サイト全体一律 １ポイント/１分

新システム

女性Ａ

０．９ポイント/１分

女性Ｂ

０．８ポイント/１分

女性Ｃ

０．７ポイント/１分

女性Ｄ

０．６ポイント/１分

諸費ポイントを
出演者が
自由に設定



注目の新機能注目の新機能
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女性専用フラッシュゲーム機能

【ChatFit】では出演者が待機中により楽しく遊べるように「フラッシュゲーム」機能を提供しております。
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プランのご紹介
弊社では三つのプランを提供しております。お客様のご予算と戦略にあわせて、適切なプランをご提案いたします。

項 目 レンタルＡプラン レンタルＢプラン オリジナルＡプラン

同時チャット人数 50人 150人 自由自在

1,900,000円

150,000円

お客様用意

お客様用意

○

○

○

○

○

○

○

最低利用期間 ３ヶ月 ３ヶ月 制限なし 制限なし

不可

５週間

自由自在

各種カスタマイズサービス※4 ○ ○ ○

メルマガ機能 なし なし ○

サーバー拡張※5 △ △ ○

500,000円

180,000円

○

○

○

○

○

不可能

不可

オリジナルＢプラン

３週間～４週間

1,000,000円

月額費用 210,000円 なし※6

サーバーと回線 ○ お客様用意

FMSライセンス ○ お客様用意

オリジナルデザイン※1 ○ ○

クレジット決済※2 ○ ○

BITCASH決済※3 ○ ○

お客様ご自身のシステム修正 不可能 ○

システム再販売 不可 可能

初期費用

３週間～４週間

5,000,000円

５週間納品までの期間

※1 オリジナルデザイン費用はお客様のご要望によって異なりますが、大体20万～25万円になります。
※2 クレジット決済機能はシステム的には実装済みで、お客様とZEROクレジット社との手続きが完了された時点でご利用可能になります。
※3 BITCASHの決済機能もシステム的には実装済みで、お客様とBITCASH社との手続きが完了された時点でご利用可能になります。
※4 レンタルプランの場合はパッケージの部分的なカスタマイズになります。カスタマイズ範囲が広い場合は別途ご相談させていただきます。
※5 サーバー拡張の場合は、その時点のプランにあわせてご提案させていただきます。
※6 オリジナルＢプランの保守は基本的にはお客様の方で行います。もし弊社で保守を行う必要がある場合は月額費用150,000円が発生いたします。



ご予算シミュレーションご予算シミュレーション
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下記に弊社のシステム導入費用及びその他に必要な全ての経費をまとめましたのでご参考にしてください。もちろん、サーバー環
境・FMSなど既にお持ちの場合はご利用いただけます。

レンタルＡプラン レンタルＢプラン オリジナルＡプラン

初期費用 初期費用 月額費用

1,900,000円 150,000円

113,190円

なし

20,000円

－

－

283,190円

なし

441,000円

50,000円

200,000円

基本提供

2,591,000円

1,000,000円

基本提供

基本提供

50,000円

200,000円

基本提供

1,250,000円

初期費用 月額費用 月額費用

180,000円 210,000円

基本提供

基本提供

20,000円

－

－

230,000円

基本提供

基本提供

20,000円

－

－

200,000円

500,000円

基本提供

基本提供

50,000円

200,000円

基本提供

750,000円

オリジナルＢプラン
項 目

初期費用

ライブチャットシステム（本
体）

5,000,000円 なし

チャットサーバー／番組サー
バー

なし 113,190円

FMSライセンス 441,000円 なし

クレジット決済機能契約 50,000円 20,000円

オリジナルデザイン 200,000円 －

ドメイン取得 基本提供 －

合 計 5,691,000円 133,190円

月額費用

※FMSライセンスの購入はお客様の方でご用意して頂いて構いませんが、上記価格は弊社特価になりますのでご利用して頂けます。
※FLASH付のオリジナルデザインの場合は25万円でご提供いたします。
※サイト拡張によりサーバーが１台追加される場合、月額費用が50000円追加されます。
※■■色部分は弊社に支払う金額となります。（初期費用とオリジナルデザイン費用になります。）
※サーバー費用・クレジット決済システム利用料などはそれぞれのご利用会社にお支払いすることになります。
※オリジナルＢプランの保守は基本的にはお客様の方で行います。もし弊社で保守を行う必要がある場合は月額費用150,000円が発生いたします。
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サーバー構成サーバー構成

■■ 負荷状況に合わせて柔軟にサーバーを増設できるように番組・チャットサーバーの二元化
■■ クレジットカード決済機能・BitCash決済機能組み込みなどもすべて弊社で作業
■■ ご希望に応じて「番組Server1台 ＋ Chat Server複数台」の構成も承っております。
■■ 番組サーバーはLinux系サーバー、チャットサーバーはWindows 2000・2003 Serverを採用

提供機能提供機能

■■ご紹介ページ http://www.webfit.co.jp/chatfit/
■■デモサイト http://demo1.chatfit.jp/

※デモサイトの詳細は12ページをご覧ください。

サイト機能
■■ お試しポイント機能
■■ フリーメール登録禁止機能
■■ ボーナスポイント機能
■■ 時間イベント機能
■■ メールアドレス認証機能
■■ 登録情報変更機能
■■ メールボックス機能
■■ お気に入り管理機能
■■ メモ帳機能
■■ ポイント購入履歴一覧機能
■■ チャット履歴一覧機能
■■ ポイントゲーム機能
■■ 携帯管理機能
■■ 女性検索機能

管理者機能（専用画面）
■■ ユーザー・出演者管理
■■ アクセス・売上集計
■■ チャット監視
■■ 支払管理
■■ 予約メール配信機能
■■ 時間イベント管理機能
■■ お問合せ管理機能
■■ 入金通知管理機能
■■ アクセス解析機能
■■ お知らせ管理機能
■■ 相互リンク管理機能
■■ チャットによる面接機能
■■ 有料ドメイン管理機能
■■ アフィリエイト関連管理機能

出演者機能（専用画面）
■■ メールボックス機能
■■ 登録情報、プロフィール変更機能
■■ 写真集管理機能
■■ メール管理機能
■■ チャット履歴管理機能
■■ チャット相手管理機能
■■ 支払い申請機能
■■ ブラックリスト管理機能
■■ 出演者専用ゲーム
■■ 諸費ポイント自由設定機能



システム構成システム構成
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携帯端末対応機能
■■ オンライン中の女の子一覧
■■ プロフィール管理
■■ メールボックス管理
■■ チャット履歴管理

マイページ機能
■■ プロフィール
■■ お気に入り女の子
■■ チャット履歴
■■ メールボックス
■■ ポイント購入履歴

会員募集用アフィリエイトプログラム
■■ アフィリエイトパートナー募集用ページ
■■ 男性募集用アフィリエイト
■■ 女性募集用アフィリエイト
■■ 実績集計
■■ バナー登録

Flash Media Server基盤のチャット機能
■■ パーティチャット
■■ ２ショットチャット（デートチャット）
■■ 双方カメラ対応
■■ 覗きモード対応

クレジットカード決済組込
■■ クレジット決済
■■ クレジットカードによる年齢認証

その他の決済機能
■■ BitCash決済組み込み（ご希望の場合のみ）
■■ G-MONEY機能
■■ 銀行振込機能
■■ 郵便振込機能

出演者募集ページ
■■ 募集概要・詳細
■■ 報酬に関して
■■ 出演者登録
■■ 年齢認証

その他の機能
■■ その他の機能多数



オリジナルデザイン例オリジナルデザイン例
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デモサイト公開

【ChatFit】では提供させて頂く機能についてお客様から直接ご確認していただくためにサンプルサイトを用意しております。
下記のURLにアクセスして頂き、ご自由にご覧頂きますようお願いいたします。ユーザー機能だけではなく、管理機能、パ
フォーマー機能なども合わせてご確認してください。

画面 URL ID パスワード

ユーザー用トップ画面 http://demo1.chatfit.jp/

管理者画面 http://demo1.chatfit.jp/admin/ admin chatfit

チャットレディー専用画面 http://demo1.chatfit.jp/staff/ webfit1 webfit1

男性アフィリエイト募集画面 http://demo1.chatfit.jp/affiliate/shinki_form.php

チャットレディー募集画面 http://demo1.chatfit.jp/recruit/

管理者画面（アフィリエイト用） http://demo1.chatfit.jp/affiliate/admin/ admin chatfit

アフィリエイトパートナー専用画面 http://demo1.chatfit.jp/affiliate/partner/ P61164 1111

webfit1webfit1

※サンプルサイトでの「マイレジ」機能はパッケージの基本機能には含まれておりません。
※ユーザー機能だけではなくパフォーマー機能などもカメラを繋げてご自由に試してみてください。
※上記のURLでご確認できない最新機能もいくつかあります。
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多くのお客様から同時接続数についてお問い合わせを頂いております。弊社で販売させて頂いておりますライブチャット
パッケージ（オリジナルプラン）はシステムを丸ごとお客様に納品させていただくプランでパッケージでの同時接続の制限
は設けておりません。そのため、環境（サーバー、FMSライセンス）さえ揃えば無限に同時接続数を増やせます。

例えばサーバーを10Mbpsの専用レンタルサーバーをご契約して頂き、FMSのライセンスをご購入して頂いた場合は、サーバー
の最大容量10Mbpsまでの同時接続（およそ50人程度）が可能になります。同様に100Mbpsの専用レンタルサーバーにFMSを付
けますと、この場合はFMSライセンス最大容量の150人～1000人まで同時接続が可能になります。

チャットサーバー番組サーバー

FMSFMSFMS

10Mbps帯域サーバー10Mbps10Mbps帯域サーバー帯域サーバー

番組サーバー

FMSFMSFMS

100Mbps帯域サーバー100Mbps100Mbps帯域サーバー帯域サーバー

環境拡張環境拡張

同時チャット50人同時チャット50人 同時チャット150人以上同時チャット150人以上

チャットサーバー



弊社の運用体制弊社の運用体制
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弊社では独自の自動運用システムを持っており、お客様のサイトを自動監視しております。

システム
エンジニア

システム
エンジニア

プロジェクト
マネージャー

プロジェクト
マネージャー

ウェブ
ディレクター

ウェブ
ディレクター

運用担当
責任者

運用担当
責任者

サーバー
保守管理者

サーバー
保守管理者 プログラマープログラマー ウェブ

デザイナー

ウェブ
デザイナー

サポート
担当

サポート
担当

ライセンス
管理者

ライセンス
管理者

ウェブウェブ

FLASHFLASH

CoderCoder

デザインデザイン

障害検地障害検地

システム
センター

システム
センター

お客様お客様 ChatFit
総合管理者

ChatFit
総合管理者

監視
サーバー

監視
サーバー

保守部門保守部門

障害対応障害対応

障害発生連絡

障害対応依頼 復旧報告

障害報告

復旧報告

問い合わせ

サポート

運用体制運用体制 危機管理危機管理

ITIT専門会社のノウハウで運用をサポートいたします。専門会社のノウハウで運用をサポートいたします。

サーバー保守部門
・ハードウェアの復旧
・ソフトウェアの復旧

監視サーバー
・24時間稼動
・5分おきに稼動状況確認
・応答が無い場合担当者へ



導入までの流れ導入までの流れ
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2週間

お客様確認

ご入金

作業開始

オリジナルデザイン

サーバー設定

カスタマイズ

納品納品

2週間

ご注文なさるとの旨をお電話又はメールなどで頂きますと弊社からご注文書の雛型をメールで送付致しご注文なさるとの旨をお電話又はメールなどで頂きますと弊社からご注文書の雛型をメールで送付致し
ますのでご確認して頂き、必要な個所を記入・捺印してファックス又は郵送で送付して頂きます。ますのでご確認して頂き、必要な個所を記入・捺印してファックス又は郵送で送付して頂きます。

ご注文書が届きましたら振込指定日までに各プランのシステム導入費用を振込んで頂きます。ご注文書が届きましたら振込指定日までに各プランのシステム導入費用を振込んで頂きます。

ご注文ご注文

作業が開始されましたら、まずシステムとデザインに関して打ち合わせを行います。作業が開始されましたら、まずシステムとデザインに関して打ち合わせを行います。

お客様のお客様のごご要望をベースにオリジナルデザイン作業を行います。要望をベースにオリジナルデザイン作業を行います。

オリジナルデザインをベースにシステム設定作業を行います。オリジナルデザインをベースにシステム設定作業を行います。

ポイント金額、報酬金額など、サイト全般の基本設定を行います。ポイント金額、報酬金額など、サイト全般の基本設定を行います。

動作テスト、お客様側からの確認作業後、納品いたします。動作テスト、お客様側からの確認作業後、納品いたします。

システムに関してご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください.（フリーダイヤル：0120-133-969）
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Your Your EE--Business Partner Business Partner !!


