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パソコンソフト販売ご担当者様

新製品発売のご案内
PC・スマートフォン ホームページ作成ソフト

「ホームページ・ビルダー17」
さらに使いやすく、どこからでも更新
「WordPress」にも連携
全く新しいWebサイト作成・運営システム
～ 2012年10月5日（金）新発売！ ～
■ホームページ・ビルダー17の特長
WordPress対応！
PC、スマートフォン、タブレットから更新が可能に。
●インストールから公開まで「かんたんWordPressデビュー」
「かんたんWordPressデビュー」を使って、WordPressのインストールから、ホームページのデザインやページ構成
の選択、作成したホームページの公開までを、ダイアログに従って操作していくだけで行えます。業種や好みにあわ
せて最適なテンプレートのデザインを選ぶだけで、トップページからサブページまでをすぐに作成できます。

●「WordPress」テンプレートを多数収録
「WordPress」に対応したテンプレートを通常版では25種、バリューパックは47種、ビジネスパックは50種を収録しま
した。テンプレートのデザインは、中小企業や個人事業主向けに、企業ホームページやネットショップとしての利用に
最適なものを中心に収録しています。

●「WordPress」テンプレートをWYSIWYG編集して、好みのデザインに
「WordPress」テンプレートは、「ホームページ・ビルダー17」の画面上でWYSIWYG編集が可能、
phpの知識は必要なく、これまでの操作と同じ感覚でページの作成、更新が行えます。
「瞬間デザインチェンジ」機能を使って、ページ内のテキストはそのままに、瞬時にサイトのデザインとレイアウトを
変換。サイト単位での変更もできるので、複数ページにわたるサイトリニューアルも簡単に行えます。

●「レスポンシブデザイン」
パソコンやスマートフォンなど、さまざまなデバイス向けのホームページの更新が一つのソース編集で可能になる
「レスポンシブデザイン」を採用しています。
複数のデバイス向けにホームページを開設している場合でも、一度の更新で済むので手間がかからず、便利です。
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●いずれのパソコン、スマートフォンのブラウザからも更新が可能に
WordPress対応により、ブラウザからの更新が可能となったため、「ホームページ・ビルダー17」をインストールして
いない、いずれのパソコンやスマートフォンからでも更新が行えるようになりました。
時間と場所を選ばず、更新が行えます。カスタム投稿タイプにも対応し、新着情報や製品情報、FAQ、ブログな
ど、それぞれを簡単に更新できるようになっています。

●パソコン向け「フルCSSテンプレート」を大量に追加
高品質なデザインで、トップページや会社情報のページなど必要なテンプレートがセットになったPCサイト向け「フ
ルCSSテンプレート」を大幅増量し、合計で通常版には34種、バリューパックには96種、ビジネスパックには114種を
収録しました。特に中小企業や個人事業主の商用利用に最適なデザインのテンプレートを追加しています。

●スマートフォン向け「フルCSSスマートフォンテンプレート」を追加
「フルCSSスマートフォンテンプレート」についても追加し、合計で通常版は11種、バリューパックと
ビジネスパックでは20種を収録しました。

◆「ホームページ・ビルダー17」の主な製品比較◆

製品名

通 常

書籍

バリュー

版

セット

パック

ビジネス
パック

○

○

○

○

「WordPressテンプレート」 搭載数

25種

25種

47種

50種

「フルCSSテンプレート」

34種

34種

96種

114種

11種

11種

20種

20種

100点

100点

500点

900点

「ホームページ・ビルダー サービス」

○

○

○

○

SNS告知分析サービス （10月サービスイン予定）

○

○

○

○

専用ガイドブック「できる ホームページ・ビルダー17［特別版］」

－

○

○

○

書籍「ネットマーケティング検定 公式テキスト」

－

－

－

○

Flash作成ソフト「かんたんWebアニメーション3」

－

－

○

○

seoマスター EXPRESS

-

-

-

○

構成内容
PC・スマートフォン ホームページ作成ソフト「ホームページ・ビルダー17」

搭載数

「フルCSSスマートフォンテンプレート」

搭載数

「高品質写真」

※本製品の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。

http://www.justsystems.com/jp/products/hpb/
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■ご案内
●発売日

ホームページ・ビルダー17
2012年10月5日（金）

●製品体系・価格
製 品

名

価格

JANコード

ホームページ・ビルダー17 通常版

14,800円

4988637155552

ホームページ・ビルダー17 通常版 書籍セット

15,800円

4988637155569

ホームページ・ビルダー17 通常版 バリューパック

18,800円

4988637155576

ホームページ・ビルダー17 バージョンアップ版＊１

8,300円

4988637155583

ホームページ・ビルダー17 バージョンアップ版 書籍セット

9,300円

4988637155668

ホームページ・ビルダー17 バージョンアップ版 バリューパック

12,300円

4988637155590

ホームページ・ビルダー17 アカデミック版＊２

10,400円

4988637155606

ホームページ・ビルダー17 アカデミック版 書籍セット

11,400円

4988637155613

ホームページ・ビルダー17 アカデミック版 バリューパック

14,400円

4988637155620

ホームページ・ビルダー17 ビジネスパック

27,825円

4988637155637

ホームページ・ビルダー17 5本パック

68,250円

4988637155644

ホームページ・ビルダー17 10本パック

136,500円

4988637155651

※上記価格は、希望小売価格(税込)です。
＊１．

・セットアップ時にUser IDの入力が必要です。
・ホームページ・ビルダー12以降（アカデミック版を含む）をお持ちの方が対象です。
・対象外製品：ホームページ・ビルダーV11以前の製品および体験版

＊２．

・学生証／身分証をご提示の上お求めください。
・ご本人のみの使用に限ります。法人や学校教育機関への導入用としては利用できません。
・教職員・学生（幼稚園／保育園以上の教職員、中学生以上の生徒・学生）の方が対象です。
・教育委員会／教育センターの職員、専門学校の教職員・学生の方も対象に含みます。
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■ご案内

出荷終了製品

新製品の発売に伴い、以下の旧製品の出荷を終了させていただきます。
●出荷終了日

2012年10月5日(金)

●出荷終了製品
ホームページ・ビルダー16 通常版

JAN:4988637153787

ホームページ・ビルダー16 通常版 書籍セット

JAN:4988637153794

ホームページ・ビルダー16 通常版 バリューパック

JAN:4988637153800

ホームページ・ビルダー16 バージョンアップ版

JAN:4988637153930

ホームページ・ビルダー16 バージョンアップ版 書籍セット

JAN:4988637153947

ホームページ・ビルダー16 バージョンアップ版 バリューパック

JAN:4988637153954

ホームページ・ビルダー16 アカデミック版

JAN:4988637153817

ホームページ・ビルダー16 アカデミック版 書籍セット

JAN:4988637153824

ホームページ・ビルダー16 アカデミック版 バリューパック

JAN:4988637153831

ホームページ・ビルダー16 ビジネスパック

JAN:4988637153848

ホームページ・ビルダー16 5本パック

JAN:4988637153879

ホームページ・ビルダー16 10本パック

JAN:4988637153886

ホームページ・ビルダー16 ネットショップ開店セット

JAN:4988637154777

ホームページ・ビルダー16 ネットショップ開店セット 安心サポート付

JAN:4988637153862

◆サポートサービス終了について
上記製品の出荷終了に伴い、サポート受付を以下の通り終了し、以降は弊社サポート情報サイトでの情報提供
に切り替えさせていただきます。
●サポート終了日

2014年10月7日（火）

●サポート終了製品
ホームページ・ビルダー16 通常版
ホームページ・ビルダー16 通常版 書籍セット
ホームページ・ビルダー16 通常版 バリューパック
ホームページ・ビルダー16 バージョンアップ版
ホームページ・ビルダー16 バージョンアップ版 書籍セット
ホームページ・ビルダー16 バージョンアップ版 バリューパック
ホームページ・ビルダー16 アカデミック版
ホームページ・ビルダー16 アカデミック版 書籍セット
ホームページ・ビルダー16 アカデミック版 バリューパック
ホームページ・ビルダー16 ビジネスパック
ホームページ・ビルダー16 5本パック
ホームページ・ビルダー16 10本パック
ホームページ・ビルダー16 ネットショップ開店セット
ホームページ・ビルダー16 ネットショップ開店セット 安心サポート付
●情報提供先

弊社サポート情報サイト

http://support.justsystems.com/

※掲載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
以上

株式会社ジャストシステム インフォメーションセンター（平日09:30～18:00 ※土日祝日、弊社特別休業日を除く）
TEL：東京・03-5324-7624 大阪・06-6886-9300／FAX：03-5324-7623／http://www.justsystems.com/jp/shop/partner/
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