
   「とりあえずＨＰ」 

    スタートガイド 

難しい知識はまったく必要ありません。 

今スグ、「とりあえずＨＰ」を始めてみましょう！ 

スタートガイドの手順に沿って進めるだけで、 

たったの７STEPであなただけのホームページができあがります。 

スタートガイド 



「とりあえずHP」とは？ 

「とりあえず、なるべく早く、できれば今すぐ、ホームページが必要！ 
  ・・・でも知識もお金もない！」 
  そんな個人様・法人様のために開発された、誰もが簡単にホームページを作る 
  ことができ、かつ、簡単にいつでも更新できるホームページ作成ツールです。 

● 難しい知識はいりません。 
● 今、すぐにつくることができます。そして、 
　 すぐに公開できます！ 
● ひと月あたり2980円～格安で運用可能です。 

 使い方はとっても簡単です 

【基本的な使い方】 

　　「管理画面」で文章を入力し、　　　　　　　　　　ボタンを押します。  　 次に、　　　　　　　   　ボタンを押します。 

  するともうホームページができあがっています。 
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この「スタートガイド」では、 
左記の7STEPに沿って手順を説明し
ていきます。 
 

さあ、あなたも一緒に、 
とりあえず始めてみましょう！ 
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STEP 1 基本情報を設定します 

STEP 3 記事を書き換えます 

STEP 4 写真を入れ替えます 

STEP 5 プロフィールを書き換えます 

STEP 6 お問い合わせフォームと地図を設定します 

STEP 7 トップページを書き換えます 

完 成 公開されているホームページを確認！ 

STEP 2 デザインを選びます 



 HINT! 
 もしも、IDとパスワードを忘れてしまったら？ 
  
 　以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 
   
  【お問い合わせ先】 
　 http://www.toriaez.jp/form/index.html 
 

                ログインします 

ID を入力します。 

パスワードを入力します。 

[ログイン]を１回押します。 
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STEP 1 基本情報を設定します 

STEP 1-1 

管理画面 



                基本情報を書き換えます 
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STEP 1 基本情報を設定します 

STEP 1-２ 

[基本情報の設定]を１回押します。 

ホームページのタイトルをここに入力します。 
通常の場合は、社名や店名となります。 

会社やお店の簡単な紹介文をここに入力します。 
短め(2～3行)の文章にまとめた方が見やすくまとまります。 

ボタンを押します。 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

「ホームページのタイトル」と「説明文」に入力した 
  内容が、実際のホームページに反映されているか、 
  確認してみましょう。 



 HINT! 
 まずは「業種から選ぶ」で探してみることをおすすめします。   
「業種から選ぶ」で気に入ったデザインがなければ、 
「印象から選ぶ」や「色から選ぶ」で気になるカテゴリ 
  にチェックを入れて、イメージに合うテンプレートを 
  選んでみてくださいね！ 

                好みのデザインを選びます 
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STEP ２ デザインを選びます 

STEP ２-１ 

[デザインの選択]を 
１回押します。 

現在選択されて 
いるデザインが 
表示されます。 

「新着のデザイン」 
「業種から選ぶ」 
「印象から選ぶ」 
「色から選ぶ」の 
 中から、お好みの 
 選び方をクリック 
 します。 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

実際のホームページが選択したデザインに変更されているか、 
確認してみましょう。 

さらに、あなたの会社やお店のイメージに近いカテゴリーに 
チェックを入れます。（複数チェックも可能です。） 

気に入ったデザインで[このデザインを選択]をクリック 
します。 



[ページの作成と管理]を 
１回押します。 

                ページの名前を書き換えます 
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STEP ３ 記事を書き換えます 

STEP 3-１ 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

書き替えたいページの名前を入力し直します。 「メインページ」と「サブページ」の名前を書き換えます。 
  上の例で言うと、「塾の特徴」「受講クラス」「受講料金」 
「よくあるご質問」をメインページ、「少人数クラス」「マン 
  ツーマンクラス」「派遣レッスン」をサブページと言います。 

メインページの名前を書き換えます 

入力したら　　　　　　　　ボタンを押しましょう。 



[サブページ追加]を１回押します。 

                ページの名前を書き換えます 
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STEP ３ 記事を書き換えます 

STEP 3-１ 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

サブページの名前を書き換えます 

小窓の中のページ名を書き換え、　　　　　　　を押します。 

 HINT! 
 順序の欄にある　　　　　ボタンを押すと、 
 メインページやサブページの順序を 
 入れ替えることができます。 
 



 HINT! 
 　　　　　　  を１回押すと、 
 ページの中での記事の数を増やすことができます。 

                記事の内容を書き換えます 
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STEP ３ 記事を書き換えます 

STEP 3-２ 

[各ページの編集]を１回押します。 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

[ページの選択]から、記事を書き換えたいページを 
選択します。 

書き直しが終わったら、　　　　　　　ボタンを押します。 
この記事を削除したいときは、　　　　　　  を押します。 

見出しや本文を必要に応じて、書き直します。 



                トップページのメイン写真を入れ替えます 
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STEP ４ 写真を入れ替えます 

STEP ４-１ 

[基本情報の設定]を１回押します。 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

『トップのメイン画像』の横の[画像を選択する]ボタンを 
 １回押します。 

 　　　　　　　ボタンを押します。 

あなたのパソコンの中から、トップページのメインに 
表示させたい画像ファイルを選びます。 

 HINT! 画像はどのように用意するの？ 
 
 画像ファイルをお持ちでない場合は、 
 デジタルカメラなどで写真を撮影したり、 
 素材写真集(ＣＤ－ＲＯＭなど)を用意する 
 ことになります。 
 デジタルカメラからパソコンへ画像を移す方法は、 
 デジタルカメラの説明書をご覧ください。 



[各ページの編集]を１回押します。 

[ページの選択]から、記事を書き換えたいページを 
選択します。 

                記事内の写真を入れ替えたり、新しく追加したりします 
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STEP ４ 写真を入れ替えます 

STEP ４-２ 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

 　　　　　　　ボタンを押します。 

[画像を選択する]を１回押し、あなたのパソコンの中から、 
表示させたい画像ファイルを選びます。 

 HINT!  
 1つの記事ボックスに対し、 
 画像は最大4つまで掲載できます。  
 画像を大きく見せたいときは、 
 [クリックで画像を拡大]にチェックを入れます。 



                あなたの会社やお店のプロフィールに書き替えます 
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STEP ５ プロフィールを書き換えます 

STEP ５-１ 

[プロフィールの編集]を１回押します。 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 [プロフィールを公開]を選択します。 

 　　　　　　　ボタンを押します。 

『ごあいさつ文』をあなたが作りたい内容に書き替えます。 

社名・代表者名・所在地…などの左項目も書き換えること 
ができます。必要に応じて書き換えます。 

社名・代表者名・所在地…などの左項目も書き換えること 
ができます。必要に応じて書き換えます。 



                お問い合わせフォームを設定します 
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STEP ６ お問い合わせフォームと地図を設定します 

STEP ６-１ 

[お問い合わせフォームの設定]を１回押します。 

[お問い合わせフォームを公開]を選択します。 

『ごあいさつ文』をあなたが作りたい内容に書き替えます。 

お問い合わせフォームに表示させたい項目に 
チェックを入れます。 

問い合わせる人に必ず答えてもらいたい項目に 
チェックを入れます。 
※メールアドレスはあらかじめ必須となっています。 

次ページへ続く 



                お問い合わせフォームを設定します 
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STEP ６ お問い合わせフォームと地図を設定します 

STEP ６-１ 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

お問い合わせフォームから問い合わせがあった場合、 
その内容を届けるメールアドレスの設定をします。 
通常の場合、あなたのメールアドレスでOKです。 
メールの件名は、『ホームページからの問い合わせ』 
などとしておくと分かりやすいでしょう。 

 　　　　　　　ボタンを押します。 

お問い合わせフォームから問い合わせがあった場合、 
問い合わせしたお客様へ自動的にメールが届くようになって 
います。ここで、その自動メールの内容を設定します。 

適当に入力して、自分宛に送信してみましょう。 
ちゃんと届くか、メールを受信して確認してみましょう。 

 HINT!  
 メールが届かない場合は、まず「迷惑メールフォルダ」 
 などに振り分けられていないか、確認してみてください。 
 お使いのパソコンの設定によっては、 
 迷惑メールに入っている場合があります。 
 



                地図を設定します 
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STEP ６ お問い合わせフォームと地図を設定します 

STEP ６-２ 

[地図の設定]を１回押します。 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

[地図を公開]を選択します。 

 　　　　　　　ボタンを押します。 

地図のページに表示させたい情報を入力します。 



                最新情報を追加・編集・削除します 
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STEP ７ トップページを書き換えます 

STEP ７-１ 

[トップページの編集]を１回押します。 

↑でアドレスを入力した場合、 
リンクの方法をどちらか選びます。 
※外部のホームページにリンクする場合は、 
「新しいウインドウ」がオススメです。 

[最新情報を追加]を１回押します。 
すると、別のウインドウが開きます。 

掲載したい最新情報にリンクを設定したい場合は、 
ここでリンク先のアドレスを入力します。 

トップページに掲載したい最新情報をここに入力します。 

次ページへ続く 

ボタンを押して、実際のページを 
確認します。 

 　　　　　　　ボタンを押します。 

最新情報を追加します 



                最新情報を追加・編集・削除します 
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STEP ７ トップページを書き換えます 

STEP ７-１ 

実際のホームページに反映されているか確認しましょう。 

最新情報に公開されている内容を編集したいときは、 
[編集画面へ]ボタンを押します。 
あとは、追加の時と同様です。 
削除したいときは、[削除]ボタンを押します。 

最新情報を編集・削除します 

 HINT! 最新情報の日付を変えたい 
 
 
 
 
 ここを書き換えることで、 
 過去の日付や未来の日付に変更することができます。 
 その際は、半角数字で、2014-01-01という形式で 
 入力してください。 

もうすぐ 
完成！ 



                トップページの記事を書き換えます 
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STEP ７ トップページを書き換えます 

STEP ７-２ 

トップページの記事の書き換え方は、 
 STEP3-2とまったく同じです。 
 
トップページは、ホームページ全体の「玄関・エントランス」 
です。会社やお店のPRポイントなどを分かりやすく掲載 
しておくといいでしょう。 

どうでしたか？ 
何度か作業していくうちに、 
だんだんと慣れて来て、 
簡単に感じるようになります！ 
 
焦らず、じっくりと覚えてくださいね！ 
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完成 公開されているホームページを確認！ 

おつかれさまです！！ 
ホームページの立ち上げは、 
ひとまず完成です。 
 
しかし、ホームページは 
作ったら終わりではなく、 
情報を更新して運用していくものです。 
 
以下のサポートをご活用いただき、 
益々、充実させていってくださいね。 

それではいよいよ… 

　　　　　　　　 を押して、 

▼使い方サポート 
http://www.toriaez.jp/howto/index.html 
やりたいこと別に図入りで説明しているページです。 
「これをしたいのだけど分からない」という場合は、こちらで！ 
 
▼助け合い掲示板 
http://www.toriaez.jp/bbs/patio.cgi 
とりあえずHP技術サポート担当者の他、詳しいユーザーさんが、回
答してくれる掲示板。ほとんどのことはここで解決できるはずです！ 
 
▼Ｑ＆Ａ 
http://www.toriaez.jp/qanda.html 
よく寄せられる質問と回答を分かりやすくまとめています。 
使い方以外にも、利用料金や契約について等の情報もございます。 

実際のホームページ全体をチェックしてみましょう。 
あなたのホームページは、すでに公開されていますので、 
ホームページのアドレスを多くの人に知らせて、 
広めていってください！ 
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