


●用語の使い方
　本文中では、「Microsoft® Windows® 8.1」のことを「Windows 8.1」、「Microsoft® 
Windows® 7」のことを「Windows 7」または「Windows」、「Microsoft® Windows 
Vista ®」のことを「Windows Vista」、「Microsoft® Windows® Internet Explorer® 11」
のことを「Internet Explorer」と記述しています。また、「ホームページ・ビルダー
®19」のことを「ホームページ・ビルダー19」または「ホームページ・ビルダー」と記
述しています。また、本文中で使用している用語は、基本的に実際の画面に表示され
る名称に則っています。

●本書の前提
　本書では、「Windows 8.1」に「Internet Explorer 11」と開発中の「ホームページ・
ビルダー19」がインストールされているパソコンで、インターネットに常時接続されて
いる環境を前提に画面を再現しています。Windows 7やWindows Vistaをお使いの場
合、一部画面や操作が異なることもありますが、基本的に同じ要領で進めることがで
きます。また、本書ではエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のインター
ネットプロバイダーサービス「OCN」と契約し、ホームページ開設サービスの「Page 
ON」の利用を申し込んだ前提で操作を進めています。

「できる」「できるシリーズ」は、株式会社インプレスの登録商標です。
Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ
る登録商標または商標です。
ホームページ・ビルダーは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーおよびサービス
提供元の登録商標または商標です。
なお、本文中には™および®マークは明記していません。

本書は、2014 年 8月現在の開発中の「ホームページ・ビルダー®19」の情報をもとに「ホームページ・
ビルダー®19」の操作について解説しています。下段に記載の「本書の前提」と異なる環境の場合、
または本書発行後にアップデートなどで、「ホームページ・ビルダー®19」の機能や操作方法、画面
などが変更された場合、本書の掲載内容通りに操作できない可能性があります。本書発行後の情報
については、弊社のホームページ（http://www.impressjapan.jp/）などで可能な限りお知らせいた
しますが、すべての情報の即時掲載ならびに、確実な解決をお約束することはできかねます。本書
の運用により生じる、直接的、または間接的な損害について、著者ならびに弊社では一切の責任を
負いかねます。あらかじめご理解、ご了承ください。

本書で紹介している内容のご質問につきましては、できるシリーズの無償電話サポート「できるサポ
ート」にて受け付けております。ただし、本書の発行後に発生した利用手順やサービスの変更に関
しては、お答えしかねる場合があります。また、本書の奥付に記載されている最新発行年月日から5
年を経過した場合、もしくは解説する製品の提供会社が製品サポートを終了した場合にも、ご質問
にお答えしかねる場合があります。できるサポートのサービス内容については 220 ページの「でき
るサポートのご案内」をご覧ください。サポート番号が記載されていない書籍はサポート対象外と
なります。ご了承ください。

ご購入・ご利用の前に必ずお読みください

Copyright © 2014 Tadatoshi Hirono and Impress Corporation.  All rights reserved.
本書の内容はすべて、著作権法によって保護されています。著者および発行者の許可を得ず、転
載、複写、複製等の利用はできません。

http://www.impressjapan.jp/


まえがき
　ホームページを作る最も簡単な方法は、ホームページ作成ソフトと呼ばれるソフトを使って作る
方法です。本書では国内で最も人気があるホームページ作成ソフト「ホームページ・ビルダー 19」
を使ってホームページを作る方法を解説します。

　ホームページ・ビルダー 19は、従来のホームページ・ビルダー（ホームページ・ビルダー クラシック）
の機能に加えて、操作が簡単な「ホームページ・ビルダー SP」と呼ばれる新しいホームページ作
成ツールが搭載されています。
　ホームページ・ビルダー SPは、あらじめ用意されている部品をマウスでドラッグ・アンド・ドロ
ップするだけで、きれいなレイアウトのホームページを作ることができる、初心者向きのホームペ
ージ作成ツールです。

　本書では、ホームページ・ビルダー SPを使って、ホームページの作り方をまったく知らない人
を対象に、ホームページを作る方法を解説していきます。ホームページ・ビルダー SPのテンプレ
ートを元にして、自分だけのオリジナルのページを作り上げていく方法、ホームページにいろいろ
なパーツを挿入してコンテンツを充実させていく方法などを紹介しています。

　ホームページやHTML、スタイルシートの知識がまったくなくても、本書を読み進めていけば美
しいデザインのホームページを作ることができることでしょう。さらに、ホームページ・ビルダー  
クラシックの基本操作についても取り上げました。

　また、本書ではホームページの作り方だけではなく、ホームページを作るときに欠かすことがで
きない知識についても解説しました。本書をはじめから読み進んでいけば、ホームページを作る方
法だけではなく、ホームページのしくみやホームページを作るために必要な考え方についても理解
できるはずです。

　最後に、本書の企画・編集に携わっていただいた高木大地さん、できるシリーズ編集部のみなさん、
本書の制作にご協力いただいたすべての方々に、心より感謝致します。

2014年8月　広野忠敏
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ページを作成したり、編集したりしたとき
は、終了する前に必ず「保存」の操作を
行います。保存しないと、編集した内容
が失われてしまうので気をつけましょう。保存

変更したサイトを
保存するには

18

保
存

保存しているかどうかを確認する1

手順2で間違って［開く］ボタンをク
リックしてしまったときは、［サイトを
開く］ダイアログボックスが表示され
るので、［キャンセル］をクリックして
もう一度手順２からやり直しましょう。

間違った場合は？

変更したページを
保存する

「*」が表示
されている
ことを確認

▶キーワード
トップページ p.216
ページ p.216

ファイルを保存する2
［保存］を
クリック

保存していないページは、タイトル
の横に「*」が表示されている

このまま変更した内容を
保存する

ホームページ・ビルダーでは、複数の
ページを開いてページを開いたまま編
集をすることができます。複数のペー
ジが開かれているかどうかを知りたい
ときは［元に戻す(縮小)］ボタンをク
リックします。複数のページの編集を
しているときは、ボタンをクリックす
ると編集領域に複数のウィンドウが表
示されます。

複数のページを
同時に編集できる

ホームページ・ビルダーでは、複数の
ページを開いて、ページを開いたまま
編集することができます。複数のペー
ジを開いて編集していても、このレッ
スンのように［保存］をクリックすると、
すべてのページを保存できるので覚え
ておきましょう。

複数のページを
編集しているときは

間違ってページを編集してしまった
り、コンテンツに必要な文章を削除し
てしまったときなど、ページを保存す
ると困ることもあります。このような
ときは、レッスン19を参考にしてペー
ジを閉じましょう。ページを閉じると
きに保存を確認するダイアログボック
スが表示されたら、［いいえ］ボタン
をクリックすれば、編集した内容は保
存されません。

ページを保存したく
ないときは

ファイルが保存されたことを確認する3
ファイルが保存されて「*」が
消えたことを確認

編集したページのファイル
が保存された

［いいえ］をクリックすると変更内容
が保存されずにページが閉じられる

変更内容を保存したいとき
は［はい］をクリックする

ページを編集したときは必ず［保存］
でページを保存しておきましょう。ペー
ジを保存せずにページを閉じたりホー
ムページ・ビルダーを終了したりする
と、変更した箇所はすべて破棄されて
しまうので気をつけましょう。さらに、
編集の途中でもこまめに保存する癖を
つけておきましょう。そうすれば、た
とえ停電が起きたり、ノートパソコン
のバッテリーがなくなるなど、不慮の
事故が起きてしまったときでも被害を
最小限に食い止めることができます。

ページを編集したら
必ず保存しよう

c＋S ·············保存

ショートカットキー

ページを閉じようとしたときにページの保存を確認する
画面が表示されることがあります。それはページに変更
を加えてから、そのページを保存せずに閉じようとした
ためです。［はい］ボタンをクリックすると、ページを保
存してから閉じることができます。

テクニック ページの保存を確認する画面が表示されたときは

手  順

左ページのつめでは、
章タイトルで
ページを探せます。

手順見出し
「○○を表示する」など、
1つの手順ごとに内容
の見出しを付けていま
す。番号順に読み進め
てください。

操作説明
「○○をクリック」など、それぞれの
手順での実際の操作です。番号順に
操作してください。

解説
操作の前提や
意味、操作結
果に関して解説
しています。

レッスン
見開き完結を基本に、
やりたいことを簡潔に解説

やりたいことが見つけやすい 
レッスンタイトル
各レッスンには、「○○をするには」や「○○って
何？」など、“やりたいこと”や“知りたいこと”
がすぐに見つけられるタイトルが付いています。

機能名で引けるサブタイトル
「あの機能を使うにはどうするんだっけ？」そんな
ときに便利。機能名やサービス名などで調べやす
くなっています。

必要な手順を、すべての画面と
すべての操作を掲載して解説
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事故が起きてしまったときでも被害を
最小限に食い止めることができます。

ページを編集したら
必ず保存しよう

c＋S ·············保存

ショートカットキー

ページを閉じようとしたときにページの保存を確認する
画面が表示されることがあります。それはページに変更
を加えてから、そのページを保存せずに閉じようとした
ためです。［はい］ボタンをクリックすると、ページを保
存してから閉じることができます。

テクニック ページの保存を確認する画面が表示されたときは

キーワード
そのレッスンで覚えておきたい用語の一覧です。巻末の用語集
の該当ページも掲載しているので、意味もすぐに調べられます。

間違った場合は？
手順の画面と違うときには、まずここを見てください。操作を
間違った場合の対処法を解説してあるので安心です。
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※ここに掲載している紙面はイメージです。実際のレッスンページとは異なります。

右ページのつめでは、
知りたい機能で
ページを探せます。

ショートカットキー
知っておくと何かと便利。キーボードを組み合わせて
押すだけで、簡単に操作できます。

テクニック
レッスンの内容を応用した、
ワンランク上の使いこなしワ
ザを解説しています。身に付
ければパソコンがより便利に
なります。

HINT!
レッスンに関連したさまざま
な機能や、一歩進んだ使いこ
なしのテクニックなどを解説
しています。

Point
各レッスンの末尾で、レッス
ン内容や操作の要点を丁寧に
解説。レッスンで解説してい
る内容をより深く理解するこ
とで、確実に使いこなせるよ
うになります。
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示されます。

複数のページを
同時に編集できる

ホームページ・ビルダーでは、複数の
ページを開いて、ページを開いたまま
編集することができます。複数のペー
ジを開いて編集していても、このレッ
スンのように［保存］をクリックすると、
すべてのページを保存できるので覚え
ておきましょう。

複数のページを
編集しているときは

間違ってページを編集してしまった
り、コンテンツに必要な文章を削除し
てしまったときなど、ページを保存す
ると困ることもあります。このような
ときは、レッスン19を参考にしてペー
ジを閉じましょう。ページを閉じると
きに保存を確認するダイアログボック
スが表示されたら、［いいえ］ボタン
をクリックすれば、編集した内容は保
存されません。

ページを保存したく
ないときは

ファイルが保存されたことを確認する3
ファイルが保存されて「*」が
消えたことを確認

編集したページのファイル
が保存された

［いいえ］をクリックすると変更内容
が保存されずにページが閉じられる

変更内容を保存したいとき
は［はい］をクリックする

ページを編集したときは必ず［保存］
でページを保存しておきましょう。ペー
ジを保存せずにページを閉じたりホー
ムページ・ビルダーを終了したりする
と、変更した箇所はすべて破棄されて
しまうので気をつけましょう。さらに、
編集の途中でもこまめに保存する癖を
つけておきましょう。そうすれば、た
とえ停電が起きたり、ノートパソコン
のバッテリーがなくなるなど、不慮の
事故が起きてしまったときでも被害を
最小限に食い止めることができます。

ページを編集したら
必ず保存しよう

c＋S ·············保存

ショートカットキー

ページを閉じようとしたときにページの保存を確認する
画面が表示されることがあります。それはページに変更
を加えてから、そのページを保存せずに閉じようとした
ためです。［はい］ボタンをクリックすると、ページを保
存してから閉じることができます。

テクニック ページの保存を確認する画面が表示されたときは
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ホームページを
作る準備をしよう
ホームページ・ビルダーを使えば、誰でも簡単にホームペー
ジを作ることができます。この章では、ホームページ・ビ
ルダーを使う前に覚えておきたいことやホームページ・ビ
ルダーをパソコンにインストールする方法を紹介します。

●この章の内容
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を
作
る
準
備
を
し
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う

第
1
章

1 ホームページ・ビルダー
でできること
２つのホームページ・ビルダー

ホームページ・ビルダーはホームページを
作成するためのソフトウェアです。ホーム
ページ作成の知識がなくてもホームペー
ジを作ることができます。

▶キーワードデザインが整ったホームページを作成できる

ホームページ・ビルダーなどのホームページ作成ソフトを使わない
でキレイなデザインのホームページを作るには、ホームページにつ
いての詳しい知識が必要になります。ホームページ・ビルダーには、
あらかじめプロがデザインしたテンプレートが用意されています。
ホームページ・ビルダーのテンプレートを元に、画像や文章を入れ
替えるだけで、簡単にデザインの整った美しいホームページを作る
ことができます。

以前のバージョンのホームページ・ビ
ルダーを使って作成したページやサイ
トは、ホームページ・ビルダー SPで
使うことはできません。以前のホーム
ページを編集する方法や、新しく作っ
たサイトとこれから作るサイトを両方
公開する方法については、第9章で詳
しく説明します。

これまでに作った
ホームページはどうなるの？

会社名や写真、文章などをテンプレート
に当てはめれば、デザインの整ったホー
ムページを作成できる

会社やお店の概要、所在地
などのページが最初から一
通り用意されている

ページ p.216
ホームページ p.217

ホームページ・ビルダー クラシック p.217
ホームページ・ビルダー SP p.217

ホームページ・ビルダー SPで作成し
たページやサイトはホームページ・ビ
ルダー クラシックで読む込むことや
編集ができません。また、ホームペー
ジ・ビルダー クラシックで作成した
ページやサイトを、ホームページ・ビ
ルダー SPで読み込むことや編集をす
ることもできません。つまり、ホーム
ページ作成の途中でソフトを変えて編
集することができないのです。はじめ
にどちらのホームページ・ビルダーを
使うのかを決めておきましょう。

使用するホームページ・
ビルダーを最初に
決めておこう
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つ
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ム
ペ
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・
ビ
ル
ダ
ー

次のページに続く

ホームページ・ビルダーでホームペー
ジを作るには、はじめからデザインを
考えて作る方法と、あらかじめ用意さ
れたテンプレート元にしてホームペー
ジを作る方法の2つがあります。ホー
ムページ・ビルダー 19で追加された、

「ホームページ・ビルダー SP」は、テ
ンプレートからホームページを作成で
きるソフトで、本書ではホームページ・
ビルダー SPの操作方法について解説
していきます。

ホームページ・ビルダーで
プロ並みのページを作れる

2つの操作方法を選択できる

ホームページ・ビルダーには「ホームページ・ビルダー SP」と「ホー
ムページ・ビルダー クラシック」の2つのソフトが同梱されていま
す。「ホームページ・ビルダー SP」は、テンプレートを元にさまざ
まなパーツを配置していくことでホームページを作成できます。も
う一方の「ホームページ・ビルダー クラシック」は、以前のバージョ
ンのホームページ・ビルダーで保存されたサイトを読み込むことが
でき、同じ操作方法でホームページを更新したり作成したりできま
す。なお、この2つのソフトに互換性はありません。

◆ホームページ・ビルダー SP
パーツを選択して自由な位置に配置できる

◆ホームページ・ビルダー クラシック
これまでに作成したホームページのデータを
読み込むことができる

以前のバージョンのホームページ・ビ
ルダーは、ホームページ・ビルダー ク
ラシックと基本的には互換がありま
す。ホームページ・ビルダー クラシッ
クは、ホームページ・ビルダー 18など、
以前のバージョンと同じ操作で使うこ
とができます。ただし、次のような制
限があるので注意しましょう。

ホームページ・ビルダー クラ
シックは以前のどのバージョ
ンに相当するの？

バージョン 注意点

ホ ー ム ペ ー ジ・ ビ ル
ダー 18以前の一部の
フルCSSテンプレート

読み込むこと
ができない

ホ ー ム ペ ー ジ・ ビ ル
ダー 17のWordPress
テンプレート

使用できない

ホ ー ム ペ ー ジ・ ビ ル
ダー 14以前で作成し
たサイト

［ ホ ー ム ペ ー
ジ・ビルダー
安 心 バ ッ ク
アップ・移行
ツール］が必
要

●バージョンと注意点

▼［ホームページ・ビルダー安心バッ
クアップ・移行ツール］のWebページ
http://just-hpb.jp/a_backup/

http://just-hpb.jp/a_backup/
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2 ホームページに
ついて知ろう
ホームページの要素

実際にホームページを作り始める前に、
ホームページの仕組みを覚えておきましょ
う。仕組みを覚えておけばホームページを
作るのも簡単です。

▶キーワード

HTML p.214

ホームページを構成するファイル

ホームページは、1つのファイルではなく、たくさんのファイルで
構成されています。ホームページのファイルは「HTMLファイル」
と呼ばれるファイルです。このファイルは文字だけのファイルなの
で、画像を表示することはできません。ブラウザーで画像やホーム
ページが表示できるのは、HTMLファイルに画像ファイルの場所な
どの情報が書かれているためなのです。

インターネットのホームページは、
「HTML」（Hyper Text Markup 
Language）と呼ばれるテキスト形式
のファイルで作られています。HTML
ファイルの中身は「タグ」と呼ばれる
文字列で構成されています。ホーム
ページ・ビルダーでホームページを作
るときは、これらを意識する必要は
まったくありません。「ホームページ
のファイル＝HTMLファイル」という
ことだけを覚えておけば十分です。

「HTMLファイル」って何？

◆HTMLファイル
文章や画像などはすべて
HTMLファイルに配置方
法が記述されている

HTMLファイルには、ホーム
ページの表示方法や画像の情報
などが記述されている

◆画像ファイル
HTMLファイルとは別
にホームページで表示
したい画像ファイルが
必要になる

本書では「花を取り扱う企業」のペー
ジを作っていきます。第3 〜 7章の途
中から操作したい場合は、インプレス
のホームページからサンプルファイル
をダウンロードしてください。サンプ
ルファイルの利用方法については、付
録1で詳しく解説しています。

本書で作成するホームページ
とサンプルファイル

HTMLファイル p.214
ホームページ p.217

CMS p.214
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ホームページが表示されるしくみ

CSS（Cascading Style Sheet）は、ホームページ内の要素を細
かく設定するためのファイルです。CSSを使うと、HTMLだけでは
できない柔軟なレイアウトができるようになります。現在、インター
ネットに公開されているほとんどのホームページは、HTMLだけで
はなく、CSSの機能も使って作成されています。
ホームページは、「ブラウザー」と呼ばれるソフトウェアを使って表
示します。代表的なブラウザーにはInternet Explorer(インターネッ
トエクスプローラー )、Google Chrome(グーグルクローム)、
Firefox(ファイアフォックス)や携帯電話、スマートフォンに付属し
ているブラウザーなどの種類があります。どのブラウザーもインター
ネットのホームページを見るためのソフトウェアです。

CSS（Cascading Style Sheet）ファ
イルは、ホームページを構成するファ
イルのひとつです。一般的なホーム
ページでは、HTMLファイルにホーム
ページの文書や画像などを記述しま
す。CSSファイルでは、HTMLでは難
しく、手間のかかった細かい修飾や、
ホームページ内の個々の要素を細かく
レイアウトするといったことができま
す。つまり、CSSを使えばHTMLだけ
では難しかった美しいデザインのホー
ムページを作ることができるようにな
ります。

「CSSファイル」って何？

私たちがインターネットで見ている
ホームページは1つのファイルではな
く、たくさんのファイルで構成されて
います。中でも重要なファイルは

「HTMLファイル」と呼ばれるホーム
ページのファイルです。HTMLファイ
ルは文字だけで構成されているため、
画像を表示することはできません。と
ころが、ブラウザーで表示をすると画
像なども表示されます。これは、「こ
こにimage.gifという画像を表示する」
という情報がHTMLファイルに含まれ
ているからです。同様に、ページのレ
イアウトや細かい修飾方法は「CSS
ファイル」と呼ばれるファイルに記述
されています。ブラウザーはこうした
情報をすべて解釈してホームページを
表示します。

ホームページはたくさんの
ファイルで構成されている◆ブラウザー

ブラウザーでHTMLファ
イルを開くと、指定され
た通りに色や文章、画像
などが表示される

スマートフォンのブラウザーもパソコ
ンのブラウザーと同様にHTMLやCSS
ファイルを解釈して、パソコン向けに
作られたページを閲覧できます。ス
マートフォンに対応しているサイトは、
スマートフォンでも見やすくなるよう
に作られています。

スマートフォンでの
ブラウザー表示は？

自分のパソコン

dekirukadan

◆CSSファイル
デザインやレイアウトが
定義されているファイル

◆HTMLファイル
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3 テンプレートについて
知ろう
サイトタイプ

ホームページ・ビルダー SPはテンプレー
トからホームページを作ります。テンプ
レートを使うことで、デザインの整った
ホームページを簡単に作成できます。

テンプレートから簡単にホームページを作れる

デザインの整ったホームページを作るためには、ホームページに使
う素材の用意、レイアウトやデザインの作成、ホームページの内容
となる文章の作成が必要なため、非常に大変な作業になりがちです。
ホームページ・ビルダー SPにはデザインの整ったテンプレートが
用意されていて、このテンプレートを使えばデザインの整ったペー
ジを簡単に作ることができます。

個人用ホームページを作りたいとき
は、企業用のテンプレートを使いま
しょう。企業やお店をターゲットとし
たテンプレートでも、ページの構成や
写真、ロゴなどを変更すれば個人用の
ページに作りかえることもできます。

個人用の
テンプレートはないの？

◆テンプレート
各業種向けにデザインされたホームページのひな形で、
サンプルの文章や写真を始め、ホームページに必要なペ
ージ構成があらかじめ用意されている

テンプレートに自社の情報や写真などを挿入すると、
見栄えのよいホームページが簡単に作成できる

▶キーワード
WordPress p.214

テンプレート p.216
通常サイト p.216

ホームページ p.217
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WordPressはコンテンツ・マネジメン
ト・システム（CMS）と呼ばれるイン
ターネットのサーバーで動作するソフ
トウェアです。WordPressでは、イン
ターネットから記事の管理や投稿がで
きるためブログと似た機能を使用でき
ます。また、時系列以外の記事の作成
や、固定ページと呼ばれる記事以外の
ページを作ることもできるのが特徴で
す。ホームページ・ビルダーでは、
WordPressテンプレートを選択する
と、WordPressに対応したホームペー
ジを作成できます。

「WordPress」って何？

いまやインターネットのほとんどの
ホームページはスタイルシートを利用
していると言っても過言ではありませ
ん。スタイルシートのメリットは非常
に柔軟なデザインができることです。
しかし、はじめからスタイルシートを
使ったホームページを作るには、基本
的なホームページ作成の方法に加え
て、スタイルシートの知識が必要にな
ります。そのため、初心者には敷居が
高いものとなっています。ホームペー
ジ・ビルダー SPを利用すると、CSS
が使われた美しいデザインのホーム
ページを、テンプレートから選ぶだけ
で簡単に作成できます。

簡単にデザインの整った
ホームページを作れる

通常サイトとWordPressサイト

ホームページ・ビルダー SPでは、ホームページを作成する際に「通
常サイト」と「WordPressサイト」のどちらかを選べるようになっ
ています。通常サイトは一般的なホームページのことで、ページの
公開や更新はプロバイダーなどのサーバーに、ホームページのファ
イルを転送することで行います。もう一方のWordPressサイトは、
WordPressと呼ばれるコンテンツマネジメントシステムを使う方
法で、ホームページの骨格だけを作成し、更新や投稿などはブラウ
ザーを使って行います。本書では、「通常サイト」を作成する方法を
紹介します。

◆通常サイト
ホームページのデザインや記事など、すべて
ホームページ・ビルダーから更新する

◆WordPressサイト
ホームページ・ビルダーでデザインなどを
作成し、更新はパソコンやスマートフォ
ンのブラウザーから行う
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4 ホームページの全体像を
イメージしよう
ページ構成と素材

実際にホームページを作り始める前に、大
体でいいのでホームページのイメージを
考えておきましょう。イメージが決まった
ら画像などの素材を準備します。

▶キーワード
WordPressテンプレート p.214

サイトナビゲーション p.215
ページ p.216

ホームページに必要な要素

ホームページは、会社などのロゴや連絡先の情報、他のページに移
動するためのサイトナビゲーション、文章や写真などの内容（コン
テンツ）が含まれている領域で構成されているのが一般的です。ま
ずは、これから作ろうとするページのイメージを大体で良いので考
えておきます。このときに、掲載する会社のロゴはどうするのかと
いったことや、トップページに掲載するイメージ写真や紹介文など
を準備しておきましょう。

本書では「フラワーショップ」のペー
ジを作っていきます。本書でホーム
ページ作成に使用した画像を利用した
い場合は、インプレスのホームページ
からサンプルファイルをダウンロード
してください。サンプルファイルの利
用方法については、付録1で詳しく解
説しています。

本書で作成するホームページ
とサンプルファイル

ホームページを作るときに忘れてはい
けないのがスマートフォンへの対応で
す。スマートフォン向けのページを別
に作る方法もありますが、ホームペー
ジ・ビルダーで作成するページはス
マートフォンのブラウザーで表示した
ときに、自動的に最適に表示されるよ
うになっています。そのため、スマー
トフォン向けのページを別に作る必要
はありません。

スマートフォンでの
ブラウザー表示は？

お店や会社を簡潔に
説明するキャッチコ
ピーが入る

文章や写真などで
商品やサービスを
説明できる

お店や会社の名前
が表示される

お店のコンセプトや会社
の概要を掲載できる

サイトナビゲーションから
他のページに移動できる

コンテンツ p.215

ホームページ p.217
ロゴ p.217

ホームページを
印象付ける写真
が表示される

パソコン向けの
ペ ー ジ を 作 れ
ば、自動的にス
マートフォン向
けのページも作
成される
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ホームページ全体の構成

ホームページはトップページと、そのほかのページのように複数の
ページで構成されているのが一般的です。ホームページを作るとき
は、全体の構成を考えておくことも大切です。テンプレートから作
成したページはそのままでは使えません。テンプレートから作成し
たページを元に、内容の加筆修正を行い、さらに不必要なページを
削除し、必要なページを追加していきます。自分がこれから作りた
いホームページにはどんなページが必要なのかをあらかじめ考えて
おきましょう。

WordPressテンプレートは、複数の
ページで構成されてるため、一度の操
作でホームページ全体を作ることがで
きます。なお、WordPressテンプレー
トで作成したページは、あとで更新す
るときにブラウザーで記事を書く必要
があります。

WordPressテンプレートの
特徴

◆商品紹介のページ
商品やサービスに応じて
写真や解説文を用意する

◆あとから追加したページ
季節のお知らせや特別な告知
などを掲載する

◆会社やお店の情報のページ
お店や会社の所在地を地図と
ともに掲載する

ホームページを作るときは、行き当た
りばったりで作るのではなく、自分が
これから作りたいホームページ構成を
大体でいいので考えておくと作業がは
かどるでしょう。作りたいホームペー
ジのアイデアが決まったら、デジタル
カメラの写真や会社のロゴといった素
材を準備するのも忘れないようにしま
しょう。たとえば、商品の説明をする
ページを作りたいときなどは文章だけ
で作るよりも、写真を添えたページに
した方がより訴求力のあるページにす
ることができます。

ホームページを作るには
写真などの素材も必要

写真や文章をホームページに掲載する
ときは著作権や肖像権に気をつけま
しょう。自分が撮影したものでも、タ
レントや他人の写真は肖像権を侵害す
ることになるため、ホームページで公
開することはできません。また、イン
ターネットで公開されてる写真や画
像、文章をそのまま使うと、著作権を
侵害することになるので気をつけま
しょう。

著作権や肖像権に注意しよう
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5 ホームページ・ビルダーを
使えるようにするには
ホームページ・ビルダー19のインストール

ホームページ・ビルダーを使うには、まず
「インストール」と呼ばれる作業が必要で
す。インストールとは、ソフトウェアをハー
ドディスクに入れる作業のことです。

ホームページ・ビルダー19の
DVD-ROMをセットする1

手順2で［トースト］が表示されない
ときは、以下の手順を参考に［エクス
プローラー］のウィンドウを表示して、
DVD-ROMのアイコンをダブルクリッ
クします。このときにDVD-ROMの内
容がウィンドウで表示されてしまった
ときは、［DVD-ROM］のアイコンを
ダブルクリックして、DVD-ROMを開
いてから［autoplay.exe］をダブルク
リックで実行します。

トーストが
表示されないときは

ホームページ・ビルダー 19の
DVD-ROMをドライブにセット

DVD-ROMの動作を選択する2
トーストが表示された

パソコンを起動し、アプリケーションが
何も起動していないことを確認しておく

❶エクスプローラー
をクリック

❷ホームページ・ビルダーをセット
したドライブをダブルクリック

▶キーワード
ホームページ・ビルダー SP p.217
ホームページ・ビルダー クラシック p.217

Windows 7のときは、手順2で［自動
再生］ダイアログボックスが表示され
るので、［autoplay.exe］を実行します。

［自動再生］ダイアログボックスが表
示されないときは、上のHINT!を参考
に［autoplay.exe］を実行しましょう。

Windows 7の場合は

❶トーストをクリック

❷［autoplay.exeの実行］
をクリック
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次のページに続く

ホームページ・ビルダー 19をインス
トールする前に、起動中のほかのソフ
トウェアをすべて終了する必要があり
ます。もし、タスクバーにホームペー
ジ・ビルダー 19のインストールプロ
グラム以外のボタンが強調表示されて
いるときは、以下の手順で起動中のソ
フトウェアを終了します。

インストールの前にほかの
ソフトウェアを終了しておく

ホームページ・ビルダーの
インストールプログラムを起動する3

［ホームページ・ビルダー 19の
インストール］をクリック

ホームページ・ビルダー 19のイン
ストールの画面が表示された

次のページに続く

手順3で［ホームページ・ビルダー 19
のインストール］以外をクリックして
しまったときは、［閉じる］ボタンをク
リックして、もう一度［ホームページ・
ビルダー 19のインストール］をクリッ
クし直します。

間違った場合は？

ほかのソフトウェアを
終了しておく

❶タスクバー
のボタンを右
クリック

❷［ウィンドウ
を閉じる］をク
リック

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ビ
ル
ダ
ー
19
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル

インストールの開始を許可する4
［ユーザーアカウント制御］ダイアログ
ボックスが表示された

［はい］をクリック
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ホームページ・ビルダーをインストー
ルするには、ハードディスクに最低で
も数GBの空き容量が必要です。さら
に、ホームページを保存するための領
域も必要になります。以下の手順を参
考に空き容量を確認しておきましょ
う。通常はCドライブにホームページ・
ビルダーがインストールされるので、
Cドライブの［空き領域］を確認して
おきましょう。

ハードディスクの空き容量を
確認しておこう

［コンピューター］のウィンドウ
が表示された

❷Cドライブの［空き領域］
を確認

❶エクスプローラー
をクリック

シリアルナンバーとオンライン登録キーを
入力する6

［シリアルナンバー・オンライン登録キー・
User IDの入力］画面が表示された

❶シリアルナンバー
を入力

❷オンライン登録
キーを入力

❸［次へ］を
クリック

使用許諾契約に同意する5

❷［同意する］をクリック

［使用許諾契約］画面
が表示された

❶ここを下にドラッグして
利用規約の内容を確認

●インストールに必要な空き容量
エディション 必要な空き容量

スタンダード 約2.3GB

バリューパック 約3.4GB

ビジネスパック 約3.8GB

Windows 7でも、Windows 8と同様
にハードディスクの空き容量を確認で
きます。ハードディスクの空き容量を
確認するには［コンピューター］を開
きます。

Windows 7で
ハードディスクの空き容量を
確認するには


