Section

キーワード
■ ホームページ

1

す。このうち、自分でホームページを作成するには、ホームページ
作成ソフトを使用したり、ホームページ作成サイトを利用したりす
る方法などがあります。ただし、はじめてホームページを作成する
ときは、どの方法を選べばよいのか迷ってしまうことでしょう。本
書では、ホームページ作成サイトジンドゥーを使ってホームページ
を作成する方法を紹介します。ジンドゥーでは、ホームページ作成
に関する知識がなくても、かんたんにホームページを作成できます。

ジンドゥーを利用すると、ジンドゥーにアカウン
トを登録してホームページのアドレスなどを指
定するだけでホームページの土台が完成しま
す。あとは、インターネット上でホームページ
を編集できますので、誰でもかんたんにホー
ムページを作成できます。ジンドゥーのアカウ
利用できるものもあります（Sec.02 参照）
。

ジンドゥーを利用する方法

なお、ホームページを公開するサーバーは、
ジンドゥーにアカウントを登録

ホームページとは

ジンドゥーを利用する

ントにはいくつか種類がありますが、無料で

ホームページについて

Memo

Memo

ジンドゥーを使えば、
ホームページをかんたんに作成できます。

ホームページとは、インターネット上に公開す

ジンドゥーにログインしてホー
ムページのアドレスなどを指定

ジンドゥーによって提供されますので、自分で
ホームページの
土台が完成・公開

ホームページの
内容を編集

る情報ページです。ホームページを作成すれ

サーバーを用意したりサーバーの設定をする
手間はありません。また、逆に自分で用意し
たサーバーで、ジンドゥーの機能を使用して
ホームページを作成したりすることはできませ

ば、多くの人に自分の会社やお店の情報な

ジンドゥーのホームページ編集画面例

どを正確に伝えることができます。また、ホー

ん。

マウス操作で編集できます。

ムページを通じて、
ホームページに興味を持っ

Memo

てくれた人とコミュニケーションをとることなど
もできます。
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■ ジンドゥー

ホームページを作成するには、次のようにいくつかの方法がありま

第

第

0

■ インターネット

本書では、ジンドゥーを使ってホームページを作成する方法を紹介します。
「ホームページなんて一度も作ったことない」という人でもジンドゥーを利用
すれば、
かんたんに作成できますので心配はいりません。まずこの章では、ホー
ムページを作る前の基本知識を紹介します。

01

ホームページを作成するには

ホームページについて

01

ホームページについて

2

Section

制作会社に依頼する

ホームページ製作会社に依頼する方法で
す。この場合、思い通りのホームページに
なる期待ができますが、もちろん費用がかか
ります。また、更新に時間がかかったり、更
新費用がかかる場合もあります。
Memo

プロバイダーサービスを
利用する

プロバイダーが会員に対して提供しているス
ペースにホームページを公開する方法です。
Hint

ブログとホームページに
ついて

ブログとは、インターネット上に公開する日記
のページです。日常起きたことや感想などを
書き記していくと、時系列に記事が追加され
ていきます。ブログは、ブログサービス会社
に登録したりすればすぐに作成することがで
きて便利ですが、自分の会社やお店の情報
をわかりやすく整理してその入り口のページを
用意するには、ブログよりホームページの方
が作りやすく有利な面もあります。両者の利
点を活用するには、ホームページとブログを
併用するとよいでしょう。ブログの作成につ

12

いては、Sec.34で紹介しています。

ブログ機能も利用できます。

サービス内容はプロバイダーによって異なりま
すが、自分でホームページを作成するには、
さまざまな知識が必要になる場合もあります。

製作会社に依頼する方法
ホームページ
作成を依頼

制作会社と
打ち合わせ

ホームページ開設に必要な費用は、プロバ
制作会社が
ホームページ作成・公開

Memo

プロバイダーサービスを利用する方法
プロバイダー
との契約

自分で
ホームページを作る

完成したホームページを
指定の場所に転送・公開

自分でホーム
ページを作る

レンタルサーバーを利用する

レンタルサーバー提供会社に登録して、ホー
ムページを公開する方法です。自分でホー
ムページを作成するには、さまざまな知識が

レンタルサーバーを利用する方法
サービス提供会社
との契約

イダーによって異なります。

必要になる場合もあります。ホームページ開
完成したホームページを
指定の場所に転送・公開

設に必要な費用は、レンタサーバー提供会
社によって異なります。
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Section

キーワード

第

■

2つのサービス

■

アップグレード

1

ジンドゥーのページ「https://www.jimdo.

1 com/jp/pricing/」を表示します。

2

サービスの種類を
クリックします。

ページをより自分好みにカスタマイズすること

ジンドゥーには、大きく分けて「ジンドゥー AI ビルダー」
「ジンドゥークリエイ
ター」の 2 つのサービスがあり、それぞれ複数のプランが用意されています。
本書では、主に、
「ジンドゥークリエイター」の無料版の FREE を使用してホー
ムページを作成する操作を紹介します。

サービスの選択について

ホームページを作成して情報を公開するだけ

ができます。ジンドゥークリエイターにはいくつ
か種類があります。SEOツールやデザインア
ドバイスのツールを使用するかどうかなどを検
討して種類を選択しましょう。また、ショップ
機能を使う場合は、プランによって登録でき

なら、「ジンドゥーAIビルダー」や「ジンドゥー
クリエイター」のいずれを選んでもかんたんに
実現できます。 無料のプランでも充分活用
できます。ホームページに手を加えて、より
個性的なページに仕上げたい場合は、
「ジン
ドゥークリエイター」を選択するとよいでしょう。

る商品数などが異なります。無料プランと有
料プランの違いについては、Sec.70を参照
してください。

ジンドゥー AI ビルダー

画面からの質問に答えていくだけでホームページを作成できます。ス
マートフォンでホームページをかんたんに作成することもできます。す
ぐにホームページを完成させたい場合に利用すると便利です。また、自
分のSNSアカウントと関連付けると、AIの人工知能機能によって、ホー
ムページに適した画像を、SNSの画像から選択して表示させることも
できます。かんたんにホームページを作成できる反面、ホームページに
手を加える場合には、若干の制限があります。

ジンドゥークリエイターの
種類

ジンドゥークリエイターを選択すると、ホーム

サービスの違いについて

Memo

Memo

3

各プランが表示されます。

4

画面をスクロールします。

Memo

ホームページのアドレス

無料のジンドゥーの場合、ホームページのア
ドレス（ドメイン）
を自由に決めることはできま

0
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0

■ ジンドゥー

02

ページの一番上におく場合はこの見出しを
最新情報を確認する

ジンドゥーのサービスと
第
プランについて

02

ジンドゥーのサービスと
プランについて

0
2

Section

せん。たとえば、「ジンドゥーAIビルダー」の
場合は「htttps:＋「自分で指定したアドレス」
＋「jimdosite.com」
（ 例：https://XXXX.

なお、ジンドゥーのひとつのアカウントで「ジン
ドゥーAIビルダー」や「ジンドゥークリエイター」

jimdosite.com」になります。「ジンドゥークリ

のホームページを複数作成することもできま

エイター」の場合は「https:＋「自分で指定し

す。よくわからない場合は、両方を試しに作っ

た アド レ ス 」＋「jimdofree.com」
（ 例：
https://XXXX. jimdofree.com）
」になりま

てみるものよいでしょう。

す。「 自 分 で 指 定した アドレ ス 」
（ 例：
example.com）
を使うには、ジンドゥーの有
料プランを利用しましょう。
ジンドゥークリエイター

Memo

14

ネットショップの利用

ホームページの土台を作成した後、ホームページを自分で作り上げるこ
とができます。ジンドゥーAIビルダーより自由にホームページをカス
タマイズできます。もちろん、専門的な知識がなくても大丈夫です。本
書では、主にジンドゥークリエイターのFREEプランを使用して、ホー
ムページを作成する方法を紹介しています。なお、本書では紹介しませ
んが、ジンドゥークリエイターでは、HTMLやCSSなどのホームペー
ジの内容や見た目を指定するための言語を使ってホームページに手を加
えることも可能です。

5

プランの説明が表示されます。

Stepup サービスやプランの変更に

ついて

「ジンドゥーAIビルダー」から「ジンドゥークリエ
イター」のサービスに変更したり、逆に「ジン
ドゥークリエイター」から「ジンドゥーAIビル
ダー」のサービスに変更したりすることはでき
ません。ただし、「ジンドゥーAIビルダー」の
無料版から「ジンドゥーAIビルダー」の有料

ホームページで商品を販売するネットショップ

版のプランにアップグレードしたり、
「ジンドゥー

機能を利用するには、「ジンドゥークリエイ

クリエイター」の無料版から「ジンドゥークリエ

ター」
を選択します。「ジンドゥークリエイター」

イター」の有料版のプランにアップグレードし

で利用するプランによって、登録できる商品

たりすることは可能です。Sec.71を参照して

数などが異なります。

ください。

15

Section

Section

キーワード

登録

■

連絡先メールアドレス

■ メールアドレスの確定

ジンドゥーにアカウントを登録する

Memo

ジンドゥーの
ホームページを開く

1

ブラウザーを起 動してジンドゥーのホーム

ブラウザーを開きます。

2

アドレスバーに
「https://www.jimdo.com/jp/」と
入力してEnterキーを押します。

ページを開き、＜メールアドレスで登録＞を

2
1

1
登録確認メールを見る

ジンドゥーのアカウントとして登録したメールを確認し、
ジンドゥーから届いたメールを開きます。

Hint

連絡先メールアドレスに
ついて

ジンドゥーへの登録が完了すると、
連絡先メー

選択し、ジンドゥーのアカウントを作成しま

ルアドレスにメールが届きます。メールを確認

す。アカウントとして登録するメールアドレ

してジンドゥーのアカウントとして指定したメー

スやパスワードを指 定しましょう。 既 存の

ルアドレスを確定します。

SNSアカウントを使用して登録する場合は、

章 ジンドゥーに登録しよう

章 ジンドゥーに登録しよう

1

ジンドゥーでホームページを作成する準備をします。ジンドゥーのホームペー
ジを表示して、連絡先のメールアドレスとパスワードを入力してジンドゥーに
アカウントを登録しましょう。アカウントを登録したら、メールを確認して、
登録したメールアドレスをジンドゥーで使うことを確定します。

第

第

1

■

06

アカウントを作成しよう

06

アカウントを作成しよう

9

次の画面が表示されます。指定したメールアドレスに
メールが届きます。

＜Facebookで登 録 ＞や＜Googleで登
録＞、＜Appleで登録＞をクリックして操
作します。

Hint

画面が異なる場合

ジンドゥーのサービスの内容や設定などは、
変更されることもあります。画面の表記など
Hint

利用規約やプライバシー
ポリシーについて

3

ジンドゥーのホームページが表示されます。
＜無料ホームページを作成＞をクリックします。

が異なる場合は、ジンドゥーのサポートペー

2

利用規約やプライバシーポリシーを確認する

＜確定する＞をクリックします。

には、画面の利用規約やプライバシーポリ

シーを承認する必要があります。

Hint

ページを
お気に入りに登録する

4

次に表示される画面で、
＜メールアドレスで登録＞
をクリックします。

5

メールアドレスを入力します。

6

ジンドゥーにログイン
するためのパスワード
を決めて入力します。

ジンドゥーのページをお気に入りに登録してお
くと、あとでジンドゥーのページを開くときに、

7

お気に入りの一覧からかんたんに開けます。
お気に入りの登録方法は、お使いのブラウ

28

ザーによって異なります。

やすく記載されています。
「https://www.jimdo.com/jp/」

シーの文字をクリックします。ジンドゥーに登
録するには、利用規約やプライバシーポリ

ジを見てみましょう。 設定方法などがわかり

8

3

＜ジンドゥーへようこそ＞の画面が表示されます。

Hint

利用規約やプライバシーポリ
シーを確認し、承認するには
ここをクリックします。
＜アカウントを登録する＞を
クリックします。

メールが来ない場合

ジンドゥーからの登録確認メールは、迷惑メー
ルフォルダーに振り分けられている場合もあり
ます。受信メールにメールが届かない場合は、

4

続けてホームページを作成するには、P.31の手順 3 に進みます。

迷惑メールフォルダーを確認してみましょう。
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Section

キーワード
■ タイトル

見出し

■

保存

1

文字を入力します。

Hint

ページのタイトルの文字の
大きさを変更する

ページのタイトルの文字の大きさなど、文字
の書式を変更するには、スタイル機能を使用

ホームページのタイトルを付けましょう。ここでは、ヘッダーにあるページの
タイトルの文字を変更して表示します。なお、選択したレイアウトによってタ
イトルの位置などは異なります。ページのタイトルが無い場合は、Sec.12 の
方法で見出しを追加してタイトルを入力します。

します。

見出しを選択する
ホームページの
タイトルの位置

1

2

タイトルの部分をクリックします。

章 ページを作ろう

章 ページを作ろう

Memo

第

第

2

■

1

11

ページの一番上におく場合はこの見出しを
文字を入力する

ホームページの
タイトルを付けよう

11

ホームページの
タイトルを付けよう

0
2

Section

ほとんどのレイアウトでは、ホームページの
ページタイトルやロゴを入れる場所がありま
す。ロゴやページタイトルを入れる位置は選

2

択しているレイアウトによって異なります。

＜保存＞をクリックします。

Hint

保存について

文字を入力したあと、＜閉じる＞や＜保存し

2

ない＞をクリックすると、文字の入力画面が

カーソルが表示されます。

非表示になり、＜保存されていません＞と表
示されます。 入力した文字を保存するには、
見出しをクリックして＜保存＞をクリックしま

3

タイトルが表示されました。

す。＜保存しない＞をクリックした場合、＜
確定＞をクリックすると、変更は保存されま
せん。

Hint

改行する

文字を入力中に改行するには、Enter キー

42

を押します。
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Section

キーワード
■ コンテンツ
■ コピー
■

削除

1

コンテンツを追加する

1

て閉じてしまった場合は、保存するコンテン
ツをクリックして編集画面を表示して、＜保
存＞をクリックします。

内容が追加されました。

コンテンツには、次のようにさまざまな種類があります。追加したいコンテンツを選びましょう。また、アドオンを利用すると、さまざま

ページにコンテンツが 1つも無い場合は、＜

なサービスを利用した便利なツールを追加できます。

コンテンツを追加＞をクリックします。

見出しの追加
（Sec.12 参照）
。

ショップ機能での、
商品カタログ表示。

文字や文章の追加
（Sec.13 参照）
。

ほかの人が作ったホーム
ページ上で動作する簡易ア
プリケーションソフト（ウィ
ジェット）などの追加。
お問い 合わせなどのメッ
セージの受け取り。

画像の追加
（Sec.35 参照）
。
画像付き文章の追加
（Sec.37 参照）
。

2

＜コンテンツを追加＞と表示されたらクリックします。

手順 4 で＜その他のコンテンツ＆アドオン＞

画像一覧の表示
（Sec.38 参照）
。
水平線の追加
（Sec.27 参照）
。

をクリックすると、表示されていないコンテン
ツが表示されます。

3

追加できる項目の一覧が表示されます。

余白の追加
（Sec.27 参照）
。
複数の列を並べて表示
（Sec.33 参照）
。

YouTube の動画などの追加
（Sec.60 参照）
。
リンク先ページへ移動する
ボタンの追加。
ショップ機能での、
商品の追加。

サイドバーにも追加できる

Facebook ボタンや
Twitter ボタンなどの表示。

コンテンツは、サイドバーにも追加できます。
サイドバーに追加した内容は、全ページに表
示されます。

70

3

コンテンツやアドオンの種類

4

追加するコンテンツの種類（ここでは＜文章＞）をクリックします。

表の追加
（Sec.26 参照）
。

Facebook の「いいね！」
ボタンの表示
（Sec.58参照）
。
Twitter のフォローボタンの
表示（Sec.59 参照）
。
ほかのホームページの更新
情報（RSS フィード）などの
表示。

Benchmark のサービスを利
用した、メルマガ登録フォー
ムの表示。
Google のカスタム検索エン
ジンを使用して検索機能の
表示。
Google カレンダーの表示。

Google マップの追加
（Sec.28 参照）
。

Instagram に投稿した
写真の表示。

ダウンロードボタンの追加
（Sec.29 参照）
。

PDF ファイルの
埋め込み表示。

訪問者からの
コメント受け付け。

Coubic のサービスを利用し
た、予約ボタンの表示。

POWr を使用したアンケート
などのフォーム表示。
POWr を使用したソーシャル
メディアのアイコン表示。
POWr を使用したカウントダ
ウンタイマー表示。
POWr を使用したポップアッ
プメッセージ表示。
POWr を使用したコメントな
どのメッセージ表示。
POWr を使用した画像や動
画などの連続表示。
POWr を使用した画像など
の表示。
POWr を使用した訪問数な
どのヒットカウンター表示。
POWr を使用したよくある質
問などの表示。
POWrを使用した商品やサー
ビスなどの販売を行うしく
みの設置。
POWrを使用した商品やサー
ビスなどの支払いを行える
しくみの設置。
POWr を使用した地図の
表示。
POWr を使用した問い合わ
せなどを行うチャット機能
の設置。
POWr を使用したタブで整
理したコンテンツの表示。
POWr を使用したほかのプラ
グインの追加。

章 コンテンツを追加しよう

章 コンテンツを追加しよう

Hint

される＜コンテンツを追加＞をクリックします。

Hint

編集画面を閉じてしまったら

コンテンツを追加する場所にマウスカーソルを合わせます。

加する場所にマウスカーソルを合わせ、表示

表示されていないコンテンツ
を表示する

Hint

＜保存＞をクリックします。

ほかの場所をクリックして編集画面を間違っ

3

コンテンツを追加するには、コンテンツを追

Memo

2

第

第

3

内容を入力します。

これまで紹介してきたように、ジンドゥーでは、見出しや文章などのコンテン
ツを追加して内容を記述できます。コンテンツは、コピーすることもできるの
で、似たような内容を追加するときは、コピーすると効率よく作業を進められ
ます。また不要なコンテンツは削除しましょう。

コンテンツを追加する

Memo

1

24

内容を保存する

コンテンツを
追加・削除しよう

24

コンテンツを
追加・削除しよう

2

Section

71

Section

キーワード
■

画像

1

＜ここへ画像をドラッグ＞をクリックします。

Hint

リンクを設定する

画像をクリックしたときに、ほかのページが表
示されるようにするには、＜画像にリンク＞を

ホームページにデジカメやスマートフォンなどで撮影した画像（写真）を表示
します。あらかじめ画像をパソコンに取り込んでおきましょう。表示する写真
にはサブタイトルを付けたり、リンクを設定したりすることができます。画像
の大きさも指定できます。

クリックして 1 、
リンク先を指定します。バナー
の画像にリンクを設定するときなどに使用しま
す（Sec.17 参照）
。

4

画像を追加する
1

Memo

画像を追加するには

1

画像を追加する場所にマウスカーソルを合わせます。

2

クリックします。

ファイルを選択する画面で表示する画像を選択します。

デジカメやスマートフォンで撮影した写真を
ホームページに表示します。ここでは、あら

Hint

かじめ写真をパソコンに保存しておきます。

プレビュー時に
画像を大きく表示する

画像の編集画面で＜クリックして拡大させ
る＞をクリックしていると、ホームページの閲
覧時に画像をクリックしたときに 1 、画像を

章 ホームページに写真を掲載しよう

章 ホームページに写真を掲載しよう

■ リンク

1

第

第

4

■ コンテンツ

画像を追加しよう

35

画像を表示する

画像を追加しよう

35

2

Section

大きく表示できます 2 。ただし、リンクを設定
している場合、＜クリックして拡大させる＞を
クリックするとリンクが解除されますので注意
しましょう。
Hint

画像について

デジカメやスマートフォンで撮影した写真を使

2

＜コンテンツを追加＞と表示されたらクリックします。

3

追加できる項目の一覧が
表示されます。

3

1

クリックします。

2

画像が大きく表示されます。

3

クリックすると画像が閉じます。

＜開く＞をクリックします。

うときは、ファイルサイズが大きすぎないかど
うか事前に確認しましょう
（P.23のHint 参
照）
。

Memo

画像をアップロードする

4

＜画像＞をクリックします。

4

5

＜キャプションと代替テキスト＞をクリックします。

キャプションを入力します。

6

＜保存＞をクリックします。

表示する画像を選択して、画像をアップロー
ドします。 表 示 できる 画 像 の 種 類 は、
JPG//PNG/GIFファイルです。＜ここへ画
像をドラッグ＞と表示されているところに画像

110

をドラッグしても画像をアップロードできます。

111

Section

キーワード
■ レイアウト
■ スタイル

背景

プリセットを指定する

レイアウトには、背景の表示方法や色合い
などが異なるパターンがいくつか用意されてい

ジンドゥーでは豊富なレイアウトの中から気に入ったものを選択するだけで、
ホームページのデザインをかんたんに整えられます。また、レイアウト以外に
も、ホームページの背景や色合いなど、デザインの一部を手軽に変更する方法
もあります。どのような変更ができるのか知りましょう。

ます
（Sec.47参照）
。パターンを選択すると、
ホームページの背景や見出し文字などの色
が変わります。

5

レイアウトを変更する

Memo

レイアウトについて

プリセット変更後の例

選択したレイアウトによってホームページの雰
囲 気は大きく変わります。レイアウトは、
Sec.46の方法で簡単に変更できます。ナ
ビゲーションの位置などを確認して気に入っ
たものを選択しましょう。レイアウトには、世
界各都市の名前が付けられています。

Hint

レイアウトは最初に
選択できる

ホームページのレイアウトは、ホームページを

136

Memo

章 ページをカスタマイズしよう

章 ページをカスタマイズしよう

1

プリセットを選択して色合いなどを変更することができます。

第

第

5

■

45

プリセットで色合いを選択する

ホームページの雰囲気を
変更するには

45

ホームページの雰囲気を
変更するには

2

Section

レイアウトを選択すると、
全体のデザインを変えられます。

Hint

見出しの色などを
個別に指定するには

コンテンツが表示される部分や見出しの文字

作 成するときに選 択できます（Sec.07 参

の色などを変更するには、スタイルを設定す

照）
。また、あとから変更することもできます。

る方法があります（Sec.54 参照）
。
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Section

キーワード

ページタイトル

■

代替テキスト

■

SEO

1

画像の編集画面を表示します（Sec.35参照）。

代わりに表示される文字列のことです。目の

多くの人にホームページを見てもらうためには、さまざまな工夫が必要です。
特に、ホームページを探すために利用される検索サイトへの対策は重要です。
検索サイトでかんたんに自分のホームページが見つかるようにしておけば、
ホームページの訪問者の増加が期待できます。

不自由な方が読み上げ機能を使ってホーム
ページの内容を確認するときにも代替テキス
トの内容が読み上げられます。なお、＜キャ
プション＞に入力した内容は、写真の下に
表示されます。
Hint

1

管理メニューの＜パフォーマンス＞をクリックし、 SEOを
クリックしてSEOのメニューを表示します（P.62参照）。

インターネッ
トで情報を検索するには、検索エ

2

ページタイトルについて

ページタイトルに入力された内容も、SEO 対
＜キャプションと代替テキスト＞をクリックします。

策には有効とされています。このキーワード
で検索されたときは、自分のホームページが

ンジンを利用することが多いでしょう。検索結

上位に検索されるようにしたい、
というキーワー

果で上位に表示されるホームページは、下位

ドを考えて、そのキーワードをトップページの

のページよりも見てもらえる可能性が高いもの

3

です。そのため、ホームページ管理者は、特

＜代替テキスト＞に写真タイトルを入力します。

定のキーワードで検索されたときに、自分の

ページタイトルに入れておきましょう。地名や
提供しているサービス内容、会社名などを指
定します。全ページ共通のページタイトルの

ホームページがなるべく上位に表示されるよう

設定方法は、Sec.21を参照してください。

にさまざまな工夫を行います。これをSEOとい

クリエイターの有料プランの場合は、個別

います。SEOにはさまざまな手法があります。

にページタイトルを指定できます。

どのようなキーワードで検索されたときに、自分

ページタイトル
の内容

のホームページがすぐに見つかるようにしたい
かを考えてみましょう。ページタイトルや概要、
代替テキストなどに、そのキーワードを入れてお
くことは、有効なSEO 対策の1つです。この

6

章 ホームページに集客しよう

章 ホームページに集客しよう

SEO

代替テキストについて

代替テキストは、画像を表示できないときに

ページを確認する

Keyword

Memo

第

第

6

■

1

57

代替テキストを指定する

ホームページ作成後に
することを知ろう

57

ホームページ作成後に
することを知ろう

2

Section

2

全ページ共通
のページタイト
ルの内容

画面をスクロールします。

Sectionでは、ページの説明や代替テキスト
の設定を紹介します。なお、
ジンドゥーのサポー
トページには、SEO 対策に有効な技がまとめ

Keyword

られたチェックリストがあります。一度目を通し
ておくとよいでしょう。
Memo

検索エンジンとは、インターネット上で情報を
検索するときに利用する検索サイトのことで

検索エンジン対策について

す。 有 名な検 索エンジンには、「Yahoo！
JAPAN」
や「Google」
などがあります。なお、

ジンドゥークリエイターのFREEプランの設定
画面から行えるSEO 対策には、＜ページタイ

検索エンジンの多くは、自動的にインターネッ

トル＞＜概要＞＜代替テキスト＞の指定など

ト上のページを巡回して内容をチェックして、

があります。ここでは、Sec.21で紹介した

ユーザーからの検索に応えます。実際にどの

＜ ページタイトル＞ ＜ 概 要 ＞を確 認し、

ような方法で検索結果を表示しているか、そ

＜Google>の検索結果でどのように表示され

のしくみの詳細は検索エンジン側にしかわか

るか見てみましょう。検索結果が表示されない

りませんが、さまざまな視点でチェックした内

場合は、Sec.62の操作などを行って検索エ

164

検索エンジン

ンジンに認識してもらえるようにしましょう。

3

＜Googleの検索結果でどのように表示されるか確認＞を
クリックすると、検索結果の表示イメージが確認できます。

容を踏まえて検索結果を表示するとされてい

4

＜保存＞をクリックします。

ます。
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Section

キーワード
■ スマートフォン
■

アプリ

■ ホームページ

1

ホームページの編集

ホームページの内容を確認
できます。

Hint

ナビゲーションも編集できる

スマートフォンアプリでは、ホームページの構
成を決めるナビゲーションの編集もできます。
ページの階層なども変更できます。

ブログを表示したり、記事を
追加する画面を開いたりでき
ます。

第

第

7

スマートフォンアプリにログインすると、ホーム
ページの編集ができます。アプリでページを
表示したり、修正したりできて便利です。

Hint

ブログの記事を編集すること
もできます。

ホームページの一覧

Memo

ページを追加する

スマートフォンアプリでホームページにページ
を追加できます。ブログ記事を追加することも

スマートフォンアプリではホームページの一覧

できます。

から表 示するページを切り替えられます。
P.195で紹介しています。

編集箇所をタップすると、
編集をする画面に切り替
わります。

Stepup

章 スマートフォンから更新しよう

章 スマートフォンから更新しよう

7

Memo

ナビゲーションのメニューを
表示して、構成を確認したり
編集したりできます。

スマートフォンでジンドゥーのアプリを利用すると、ジンドゥークリエイター
で作成したホームページをスマートフォンでかんたんに編集できます。スマー
トフォンで撮影した写真をアップロードしたり、外出先でブログを更新したり
するのに便利です。アプリは、無料で利用できます。

ホームページを編集できる

64

ホームページの構成を変更できる

スマートフォンアプリで
できること

64

スマートフォンアプリで
できること

2

Section

アクセス解析をする

ジンドゥークリエイターの有料プランの場合は、
スマートフォンアプリでアクセス解析の機能を

190

利用することもできます。

191

Section

キーワード
■ ジンドゥーAIビルダー

1

無料プランと有料プラン

GROW

START

PLAY

¥1,590

¥990

￥0

の各サービスには、複数のプランが用意され

初回契約時のドメイン

⊖

ています。それぞれのプランには、左の表の

ドメイン接続

⊖

ような違いがあります。

メールアドレスの接続

⊖

価格（月額換算の場合）

転送用メールアドレス

1

サポート

最優先

優先

⊖

サーバー容量

15GB

5GB

500MB

最大 50 ページ 最大 10 ページ

最大 5 ページ

高度な SEO

⊖

アクセス解析

⊖

広告非表示

⊖

Hint

オプション

有料プランの中には、オプション（有料）で
追加できる機能もあります。最新の情報は、
ジンドゥーのホームページを参照してください。

ジンドゥークリエイター

ジンドゥークリエイター

無料プラン
ジンドゥークリエイターでも、かんたんにホームページを作成できます。また、ブログを開設したり、ショップ機能も
利用できます。ジンドゥーAIビルダーと比べるとホームページをより自由にカスタマイズして利用できます。
有料プラン
有料プランを利用すると、次のような機能を利用できます。有料プランには、PRO、BUSINESS、SEO PLUS、
PLATINUMがあります。PROよりBUSINESSの方が、より大規模なホームページを作成できます。また、SEO対
策に関する充実した機能を利用できます。SEO PLUSやPLATINUMは、BUSINESSプランの内容に加えて、SEO
対策のツールrankingCoachを使用できます。PLATINUMは、さらに、ホームページに関するさまざまなアドバイス
を受ける機能を利用できます。

PLATINUM SEO PLUS BUSINESS
価格（月額換算）

¥5,190

内容

独自ドメインを
利用できる

無料プランでは、ホームページのアドレスは、
「https://XXXX. jimdofree.com」のような形になります。
有料プランでは、独自ドメイン（Sec.71 参照）を使用することで、ホームページのアドレスを「https://
www.example.com」のように独自に指定できます。また、カスタム URL の設定も可能です。

メールアドレスを
取得できる

独自ドメインを使用することで、独自ドメインのメールアドレスを取得できます。

アクセス解析の
機能を利用できる

管理メニューからアクセス解析の画面を表示して内容を確認できます。

SEO 対策をより
充実させられる

すべてのページの meta タグ設定や、リダイレクト機能（BUSINESS プラン）などを利用できます。

多くの日本語フォン
日本語のモリサワフォントを利用できます。
トを利用できる
ショップ機能の利用時に、多くの商品を扱えます。PRO プランでは 15 点まで扱えます。BUSINESS、
ショップ機能でより
SEO PLUS、PLATINUM では商品点数は無制限、また、商品の割引券（クーポンコード）の機能を利
多くの商品を扱える
用できます。

¥4,110

¥2,460

PRO

FREE

￥ 965

￥0

初回契約時の
ドメイン
サポート

⊖
最優先

最優先

最優先

優先

通常

Hint

アップグレード

ジンドゥーAIビルダーとジンドゥークリエイター

アクセス解析

⊖

のサービスは、それぞれ、同じサービス内で

広告非表示

⊖

プランのアップグレードを行えます。 管理メ

⊖

ニューから内容を確認できます。

メールパッケージの追加

SEO 機能

⊖

SEO アドインの利用
デザインアドバイス

206

8

⊖

5

ページ数

本書では解説していませんが、ジンドゥーAIビルダーは、質問に答えるだけで、すぐにホームページを作成できるコー
スです。無料版のPLAYでは、最大5ページまでのページを作成できます。有料プランには、STARTやGROWがあり
ます。GROWはSTARTより大規模なホームページを作成できます。

有料プランで
できることの例

ジンドゥーAIビルダーとジンドゥークリエイター

常時 SSL

ジンドゥー AI ビルダー

プランの違い

⊖

⊖

⊖

⊖

⊖

⊖

⊖

⊖

モリサワフォント

176 書体

176 書体

176 書体

15 書体

⊖

（ショップ機能）商品数

無制限

無制限

無制限

15

5

⊖

⊖

（ショップ機能）
クーポンコード

Memo

章 有料プランの便利機能を利用しよう

章 有料プランの便利機能を利用しよう

■ ジンドゥークリエイター

Memo

ジンドゥー AI ビルダー

第

第

8

■ プラン

ジンドゥーでホームページを作成するときに利用できるサービスには、
「ジン
ドゥー AI ビルダー」と「ジンドゥークリエイター」の 2 種類があります。それぞ
れ複数のプランが用意されていますが、ここでは、無料のプランと有料のプラ
ンの違いを紹介します。

70

プランの詳細について

有料プランの
コースについて

70

有料プランの
コースについて

2

Section

ショップ機能に関する違い

ジンドゥークリエイターのプランによってショップ機能に関する機能が異なります。商品数が多い場合は、
有料版のプランを利用しましょう。

登録できる商品の数
お支払方法

PLATINUM、SEO PLUS、BUSINESS

PRO

FREE

無制限

15 商品

5 商品

クレジットカード
クレジットカード（PayPal、Stripe 経由）、 クレジットカード（PayPal、
Stripe 経由）、銀行振り込みなど （PayPal 経由）
銀行振り込みなど
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