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まえがき
スマートフォンの爆発的な普及で、インターネットのサービスは私たちが生活するうえでなくて
はならない存在になっています。インターネットのさまざまなサービスのなかでも、一番使われて
いるのがホームページやWebサービスと呼ばれているサービスです。皆さんもさまざまな情報を収
集するために、利用したことがあるはずです。
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う方法で
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 21」を使っ
てホームページを作る方法を解説します。
本書では、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
説します。はじめに、ホームページ・ビルダーのテンプレートを元にして簡単なホームページを作
ってみましょう。さらに、作成した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、ホームページをソーシャルネットワークと連携させる方法、ショッピングカート
と連携させて、ホームページをショッピングサイトにする方法などを紹介しています。ホームペー
ジを作るため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で機能的なホー
ムページを作ることができることでしょう。
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。
2016年8月
広野忠敏

シリーズの読み方
レッスン

キーワード

見開き完結を基本に、
やりたいことを簡潔に解説

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。

やりたいことが見つけやすい
レッスンタイトル

レッスン

5

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。

ホームページ・ビルダーを
起動するには
起動

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。

▶キーワード

Windows 10での起動

1
章 ホームページの骨格を作ろう

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

レッスン❹を参考に、ホームページ・
ビルダーをインストールしておく
［ホームページ・ビルダー 21 SP］
をダブルクリック

第
章 ホームページの骨格を作ろう

2

［ホームページ・ビルダー 21 SP］
をダブルクリック

面が表示されることがあります。画面
に従って操作をすれば、ホームページ・

Windows 7や8.1にホームページ・ビ
ルダーをインストールしたときも、デ
スクトップにはホームページ・ビル

2

ダーのアイコンが作成されます。デス

ガイドメニューを閉じる

クトップのアイコンを使って起動しま
◆ガイドメニュー

しょう。

「ガイドメニュー」って何？
ガイドメニューは、ホームページ・ビ
ルダーを起動したときに一番初めに表

［スタート］メニュー

示される画面のことです。ガイドメ
ニューには、ホームページを作成する
ための作業の流れが解説されていて、
手順通りに操作すれば、ホームページ
の作成から公開までをすることができ
ます。

p.215
p.215

間違った場合は？

アップデートプログラムが
提供されることもある
レッスン❹を参考に、ホームページ・
ビルダーをインストールしておく

ホームページ・ビルダーの起動時に、
アップデートプログラムを知らせる画

Windows 7/8.1でも
デスクトップの
アイコンから起動できる

ガイドメニューが表示された

ガイドメニュー

ホームページ・ビルダーを起動する

p.215

新できます。

ホームページ・ビルダーを使ってホーム
ホームページ・ビルダーを
「○○を表示する」
など、
操作の前提
や
ページを作るには、まず起動する必要が
1つの手順ごとに内容
意 味、 操 作
結
起動するには
あります。デスクトップのショートカット
の見出しを付けていま
果に関して解説
から起動しましょう。
起動
す。番号順に読み進め
しています。
▶キーワード
てください。
Windows 10での起動
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p.215

ビルダーを常に最新のバージョンに更

解説
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［スタート］メニュー

アップデートプログラムが
提供されることもある

2

手 順

ガイドメニュー

ホームページ・ビルダーを起動する

第

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
レッ
スン

ホームページ・ビルダーを使ってホーム
ページを作るには、まず起動する必要が
あります。デスクトップのショートカット
から起動しましょう。

手順1でホームページ・ビルダー以外

ホームページ・ビルダーの起動時に、

のアプリケーションを起動してしまっ

アップデートプログラムを知らせる画

たときは、
［閉じる］ボタンをクリック

面が表示されることがあります。画面
に従って操作をすれば、ホームページ・
ビルダーを常に最新のバージョンに更
新できます。

してアプリケーションを終了したあと、
［×］をクリック

手順1からやり直します。

Windows 7/8.1でも
26
デスクトップの
アイコンから起動できる
Windows 7や8.1にホームページ・ビ
ルダーをインストールしたときも、デ

間違った場合は？

スクトップにはホームページ・ビル

ダーのアイコンが作成されます。デス

2 ガイドメニューを閉じる
操作説明
ガイドメニューが表示された

クトップのアイコンを使って起動しま
◆ガイドメニュー

「○○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。

しょう。

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。

「ガイドメニュー」って何？

ガイドメニューは、ホームページ・ビ

ルダーを起動したときに一番初めに表
示される画面のことです。ガイドメ
ニューには、ホームページを作成する
ための作業の流れが解説されていて、
手順通りに操作すれば、ホームページ

テクニック
テクニック

［スタート］
メニューから起動することもできる

Windows 10では、スタートメニューからホームページ・

いWindows 10を使っているときは、
［すべてのアプリ］

ビルダーを起動できます。Aniversary Updateが適用さ

をクリックしてからホームページ・ビルダーをさがします。

れたWindows 10では、
［スタートボタン］をクリックし、

ホームページ・ビルダーのアイコンを見つけたら、アイコ

スタートメニューを表示して、ホームページ・ビルダーを

ンをクリックするとホームページ・ビルダーを起動できま

さがしましょう。Aniversary Updateが適用されていな

す。

5
起動

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。
右ページのつめでは、
知りたい機能で
ページを探せます。

❶［スタート］
をクリック

3

❷ここをドラッグして
下にスクロール

ホームページ・ビルダーが起動した

ガイドメニューが消えた

❸［ホームページ・ビルダー 21 SP］
をクリック

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。

ガイドメニューを
表示しないようにするには
起動時にガイドメニューを表示しない
ように設定することもできます。起動
時にガイドメニューを表示したくない
ときは、
［ツール］メニューの［オプショ
ン］をクリックして［オプション］ダ
イアログボックスを表示します。

Point

ホームページ・ビルダーは
いろいろな方法で起動できる
パソコンにホームページ・ビルダーを
インストールしたあとは、ホームペー
ジ・ビルダーを起動しましょう。ホー
ムページ・ビルダーをインストールす
続けてレッスン❻でホームページの
開設を進める

ると、デスクトップにホームページ・
ビルダーのショートカットアイコンが
作成されます。
アイコンをダブルクリッ
クすると起動できるので覚えておきま
しょう。
次のページに続く
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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。

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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1章

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

❶ ホームページ・ビルダーでできること····················· 12
❷ ホームページの全体像をイメージしよう················· 14
❸ ホームページを公開する場所を決めよう················· 16
❹ ホームページ・ビルダーを使えるようにするには·····18
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ホームページ・ビルダー
でできること
ホームページ・ビルダーの機能

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。

デザインが整ったホームページを作成できる

第
章 ホームページを作る準備をしよう

1

▶キーワード
WordPress

p.214

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

通常サイト

p.216

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

ページ

p.217

ホームページ

p.217

ホームページ・ビルダー SP

p.217

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。

ホームページ・ビルダー クラシック p.217
使用するホームページ・
ビルダーを最初に
決めておこう
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。

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

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？
ホームページ・ビルダー 18以前は、
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。
●バージョンと注意点
バージョン

注意点

ホームページ・ビルダー 一部は読み込
18以前のフルCSSテン むことができ
プレート
ない
ホームページ・ビルダー
17のWordPressテ ン 使用できない
プレート
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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、
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。

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

1

きるためブログと似た機能を使用でき

ホームページ・ビルダーの機能

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

「WordPress」って何？

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。なお、本書では
WordPressについては解説しません。

◆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

ホームページ・ビルダーで
プロ並みのページを作れる
ホームページ・ビルダー 21には「ホー
ムページ・ビルダー クラシック」と
「ホームページ・ビルダー SP」の2つ
のホームページ作成ソフトが含まれて
います。
「ホームページ・ビルダー ク
ラシック」を使うと、はじめからデザ
◆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

インを考えてホームページを作ること
ができます。
「ホームページ・ビルダー
SP」は、あらかじめ用意された豊富な
テンプレートを元にして簡単にホーム
ページを作成できるのが特徴です。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。
次のページに続く

13
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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

ホームページに必要な要素

第
章 ホームページを作る準備をしよう

1

コンテンツ

p.215

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

サイトナビゲーション

p.215

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

ページ

p.217

ホームページ

p.217

ロゴ

p.217

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。
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

本書で作成するホームページ
とサンプルファイル
本書では「和食店」のページを作成し

サイトナビゲーションから
他のページに移動できる

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と2で詳しく解説してい
ます。

スマートフォンでの
ブラウザー表示は？
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。

ホームページを印象付ける
写真が表示される

14

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

ホームページ全体の構成

著作権や肖像権に注意しよう

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

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

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

しょう。自分が撮影したものでも、タ

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

レントや他人の写真は肖像権を侵害す

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
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

2

開することはできません。また、イン

ページ構成と素材

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

ることになるため、ホームページで公
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
侵害することになります。訴訟になる

おきましょう。

こともあるので絶対にやめましょう。
◆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

ホームページを作るには
写真などの素材も必要
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
◆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

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。

15
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ホームページを公開する
場所を決めよう
ホームページのサーバー

ホームページを公開するにはインターネッ
ト上のサーバースペースが必要です。ホー
ムページを公開する前に、ホームページの
サーバーについて説明します。

ホームページを公開するサーバーが必要

第
章 ホームページを作る準備をしよう

1

▶キーワード
サーバー

p.215

ホームページを公開するには、ホームページを公開するためのサー

サーバー容量

p.215

バースペースが必要です。インターネットに常時接続しているサー

ホームページ

p.217

バーにホームページのファイルを転送することで、インターネット
に接続した人がホームページを見られるようになります。
多くの人がパソコンからホーム
ページを閲覧できる

ホームページ・ビルダー サービス p.217
すでにホームページを
開設しているときは
プロバイダーのサーバースペースやレ
ンタルサーバーなど、すでにホーム
ページを開設するためのサーバース
ペースがあるときは、新しいサービス
に加入する必要はありません。現在利
用しているサービスを使ってホーム
ページを公開することができます。

サーバーに文章や
画像のデータなど
が保存されている

「ドメイン」って何？
ホームページのURLには2種類ありま
す。1つはプロバイダーのサーバーな
どで使われるURLで、一般的にホーム
ページのURLはプロバイダーが定めた
URLになります。もう1つは自分で決
めたURLを使えるサービスで、こうし
ホームページを作成して
公開する

スマートフォンやタブレットから
もホームページを閲覧できる

たサービスのURLは「独自ドメイン」
と呼ばれています。
▼独自ドメインのURLの例
http://（自分で決めた名前）.co.jp
▼プロバイダーのURLの例
http://（プロバイダーの名前）.or.jp/~

（プロバイダーとの契約時に決められた名前）
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テスト用サーバーも
用意すると便利

サーバーの容量は
どのくらいあればいいの？
ホームページ・ビルダー SPの通常サ

ホームページを作るときは、公開用のサーバーを使うのではなく、まずは無

イトをインターネットに公開するとき

料のホームページスペースなどテスト用のサーバーを利用してホームペー

は、 画 像 を 多 用 し な い の で あ れ ば

ジ・ビルダーの操作に慣れておきましょう。ホームページ・ビルダーの操作

100MB程度の容量で十分です。

になれてから、公開用のサーバーに本来作りたかったホームページをアッ

3

プロードすれば、サーバーにホームページ作成過程の余計なファイルが残

ホームページのサーバー

らないなどのメリットがあります。もし、テスト用のサーバーが用意できな
いときは、公開用のフォルダーとは別のフォルダーにホームページを作る方
法もあります。

サーバーを用意する
ホームページ・ビルダーで作成したホームページを公開するために
は、サーバースペースを借りる必要があります。ホームページを公
開するためには、プロバイダーのホームページ公開サービスを利用
したり、レンタルサーバーサービスを利用したりする方法がありま
す。予算や使いやすさを考えて選択しましょう。
●サーバーの種類
種類

内容

プロバイダーの
ホームページ公開
サービス

無料または比較的安価なのが特徴。ホームページ用
の容量が少ないことがある。独自ドメインが使えな
いこともある。

ホームページ専用の
サービス

容量によって料金はさまざま。月額数百円〜千円程
度。あらかじめ設定されているドメインだけではな
く、独自ドメインを使うことができる場合もある。
メールなどの付帯サービスが豊富なのも特徴。商用
利用できない場合もあるので注意が必要。

レンタルサーバー

ホームページ・
ビルダーサービス

大容量なので大規模なサイトを公開するのに向いて
いる。１台のサーバーを占有するタイプと、１台の
サーバーを複数の人が使うタイプがある。占有する
場合は月額数千円〜数万円程度の料金が必要。独自
ドメインを使うことができる。最も機能は豊富だが、
サーバーに関する知識が必要になることもある。
ジャストシステムが提供するホームページ公開サー
ビス。独自ドメインを使うことができる。容量によっ
てプランが違う。ホームページ・ビルダーともっと
も親和性が高いオフィシャルサービス。困ったとき
はサポートに電話で問い合わせて聞くことができる。

ホームページ作りの
準備をしよう
ホームページを作り始める前に、準備
をしましょう。本書では
「ホームページ・
ビルダー 21」を使ってホームページ
を作る方法を紹介します。まずは、自
分のパソコンにホームページ・ビル
ダー 21をインストールして、ホーム
ページ・ビルダーが使えるように準備
をしましょう。さらに、本書では2つあ
るホームページ・ビルダーの中でも
「ホームページ・ビルダー SP」
を使って、
テンプレートからホームページを作っ
ていきます。実際にホームページを作
成する方法については、あとの章で詳
しく説明します。また、ホームページ
を公開する場所（サーバー）について
も考えておきましょう。公開用のサー
バーを用意しなければ、ホームページ
を公開することができないので注意し
ましょう。
次のページに続く
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4

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 21のインストール

1

▶キーワード

ホームページ・ビルダー 21の
DVD-ROMをセットする

第

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

章 ホームページを作る準備をしよう

1

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 SP

ホームページ・ビルダー 21の
DVD-ROMをドライブにセット

p.217

ホームページ・ビルダー クラシック p.217
トーストが
表示されないときは
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。

2

DVD-ROMの動作を選択する

トーストが表示された

❶トーストをクリック

❶エクスプローラー
をクリック

❷
［PC］
を
クリック

❸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

Windows 7の場合は
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
❷［autoplay.exeの実行］
をクリック

18

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。

3

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

ホームページ・ビルダー 21のインストールの
画面が表示された

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 21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 21のインストールプロ

4
ホームページ・ビルダー のインストール

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。
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 21の
インストール］をクリック

4

インストールの開始を許可する

❶タスクバー
のボタンを右
クリック

21

❷［ウィンドウ
を閉じる］をク
リック

［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

間違った場合は？
［はい］をクリック

手順3で［ホームページ・ビルダー 21
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 21のインストール］をクリッ
クし直します。

次のページに続く
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5

ハードディスクの空き容量を
確認しておこう

使用許諾契約に同意する

［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

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

第

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

章 ホームページを作る準備をしよう

1

おきましょう。

❷［同意する］をクリック

6

❶エクスプローラー
をクリック

❷［PC］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

［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

❸Cドライブの［空き領域］
を確認
●インストールに必要な空き容量
エディション

❷オンライン登録キー
を入力

❸［次へ］を
クリック

必要な空き容量

スタンダード/
書籍セット

2.7GB以上

バリューパック

3.8GB以上

ビジネスパック

4.2GB以上

Windows 7で
ハードディスクの空き容量を
確認するには
Windows 7でも、Windows 10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。
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テクニック

以前のバージョンをインストールしているときは

古いバージョンのホームページ・ビルダーがインストー

ルダーを起動してしまわないようにするためにも［はい］

ルされているパソコンに、ホームページ・ビルダー 21を

ボタンをクリックして、以前のバージョンのホームページ・

インストールしようとすると、以下のような画面が表示さ

ビルダーを削除しましょう。
なお、
以前のバージョンのホー

れます。ホームページ・ビルダー 19 クラシック以前のバー

ムページ・ビルダーを削除しても、作成したホームペー

ジョンのホームページ・ビルダーでは、本書で紹介して

ジはハードディスクから削除されないので安心してくだ

いる方法でホームページ・ビルダー SPを使うことはでき

さい。

4
ホームページ・ビルダー のインストール

ません。間違って以前のバージョンのホームページ・ビ

［はい］をクリック

7

21

インストールするアプリケーションを選択する

［アプリケーションの選択］
画面が表示された

ここではすべてインストール
する

便利なツールも自動的に
インストールされる
ホームページ・ビルダーをインストー
ルすると、
「イメージデザイナー」や「地
図スタジオ2」などのツールも同時に
インストールされます。
「イメージデ
ザイナー」はページで利用できるさま
ざまな素材を作成するためのソフト
で、
「地図スタジオ2」はイラスト風の
地図を作成するためのソフトです。

❶［ホームページ・ビルダー 21 クラシック］と
［ホームページ・ビルダー 21 SP］にチェック
マークが付いていることを確認

❷［次へ］を
クリック

間違った場合は？
手順6 〜 8の画面でインストールの設
定の間違いに気づいたときは、
［戻る］
ボタンをクリックしましょう。1つ前の
画面が表示されるので、あらためて設
定し直します。

次のページに続く
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8

インストールを開始する

［インストールの開始］
画面が表示された

忘れないように
ユーザー登録をしておこう
ホームページ・ビルダー 21のインス
トールが終わったら、必ずユーザー登
録をしておきましょう。ユーザー登録
は、インターネット経由で行います。
ユーザー登録をしておくと、ジャスト
システムからさまざまな情報提供を受

第

けられます。ホームページ・ビルダー
を起動して、以下のように操作し、表
示されたホームページでユーザー登録

章 ホームページを作る準備をしよう

1

を行います。
ホームページ・ビルダーを
起動しておく

❶［インストール］を
クリック

❶［ヘルプ］を
クリック

❷［ユーザー登録］
をクリック

❷しばらく待つ
注意 お使いのパソコンによっては、インストールに
5 〜 10分程度かかることがあります

間違った場合は？
手順8で［戻る］ボタンをクリックし
てしまった場合は、手順7からやり押
します。
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