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ホームページ作成を考慮中の方へ



疑問
ホームページって必要？

Facebook、Twitterなど、SNSの普及

状態からみてもうホームページはいら

ない？

SNSで十分じゃない？

業者によってもいろいろですが30万円～

や安価でも月々の維持費が2万円～など

費用がかかる割に役にたたない

デザイン性ばかり重視していてもアク

セスはないままが多いです。

持っていてもアクセスがない



業務内容や受けるにあたっての手

順など、まとめて記載されている

から、内容をより深く知ってもら

える。

ネットの名刺＋より
深く知ってもらえる

サービスの利用を考えるときに、

ホームページでその人となりや業

務内容・活動内容を確認する人が

増えてます。

信頼度ＵＰ要素の
１つとして

仕事用の口座を作るとき、銀行で

ホームページの有無を聞かれるこ

とが多いです。活動しているかど

うかの確認の為なのでしょう。

銀行の窓口でホー
ムページの有無を

回答
ホームページは必要です



質問
ホームページ作成って

高いし、ムズカシイ…

良く分からないけど、コードとかそん

なものが必要で、身に付けるには大変

そうで、自分では作れなさそう。

専門知識が必要でしょ？

業者にもよりますが、相場は30万円～、

または、作成費用を抑え、月々の管理料を

割高に設定されているケースもあります。

業者に依頼したところ高額で…

業者に依頼すると少しの変更でも結構

費用がかかったり、更新までに時間が

かかったりで、結局作成時のままで活

用できてない。

自分で変更ができない



WordPressなら…

Sugi-Studioでは、検索エンジンのGoogleと相性の良い

WordPress（ワードプレス）でのサイト作成をおススメしてます。

無料から有料まで、多種多様なデ

ザインから自分が描いているモノ

に近いテーマ（テンプレート）を

選択して作成できます。

豊富なデザイン
（テーマ）

ホームページ作成に必要なhtmlや

cssなどコードが分からなくても

テンプレートに従って組み込んで

いくだけで作成できます。

テンプレートに沿っ
て作るだけ

書き方講座もご用意。

ご自分でサイトの管理、更新がで

きます。

自分で管理、更新が
可能

あとは記事を書くだけの

初期設定おまかせ
コースとか？



WordPressで作るって？



ホームページを家に例えると…

建物：ホームページ・ブログ

土地：サーバー 地名（住所）：
ドメイン

SSL（https）：
セキュリティー



プラグイン：住みやすくする優れもの

WordPress：建物の基礎・枠組み

テーマ：建物の外観

システムキッチンとかウォシュレットとか…



WordPressのインストールから、初期

設定、テーマ選び、カスタマイズ、

ホームページの構成まで、ご相談、サ

ポート承ってます。

テーマ選び、初期設定、
カスタマイズ等が必要

世界で一つのドメイン名は、ホーム

ページの住所。その名前を決めると

き、サーバー会社がどこがいいかも

ご相談賜ります。

独自ドメイン、
サーバー契約が必要

テーマにはめ込んでページデザイ

ンを整え、ページの中身（記事）

を書いて完成までのサポートも

承っております。

ページデザイン、
記事書きが必要

SSL（暗号化保護）設定、
独自ドメインでのメール
アドレス設定もできます。

（サポートします）

どんなことが必要なの？

WordPressで作る場合…



Sugi-Studioでは、パソコン初心者さん、

パソコンに苦手意識をお持ちの方向けで

０からの個別サポートやWordPress速習

コースなど、

お一人お一人に合った

「ホームページ作成メニュー」を

相談の上、ご提案させていただきます。

Lesson&Support



Web・PC関連の講座や
個別サポートを継続中

初めてのPCは、
富士通FM-Towns

インターネット開始
ホームページ作成開始

ホームページ制作会社就職

個人事業主

Profile / PC履歴
Sugi-Studio代表、杉田春美

サービス内容

• WordPressでホームページ作成

• パワーポイント・Canvaで

資料、画像、動画作成

• YouTube、Zoom活用方法

• フォトで動画カンタン編集

• 電子書籍作成・出版

職 歴

銀行員⇒飲食店（家族経営）

・ジュニア英会話・PC教室

⇒ホームページ制作会社勤務

⇒個人事業主⇒現在に至る



ぺらいち

Wix

Jimdo

など

Strikingly • 本体やプラグインのアップデートがいらない。

• 独自ドメイン、サーバー契約の必要がない。

• そのままでいろいろな機能などがついている。

例：ショッピングカート、チャット機能など

※無料プランだと使えない場合も

• 独自ドメインも設定可能（有料プラン）

※有料プランの月額料金がサーバーレンタル料より

高い場合もあります。

WordPressと比較

https://peraichi.com/pages/pricing
https://ja.wix.com/upgrade/website
https://www.jimdo.com/jp/pricing/
https://jp.strikingly.com/s/pricing


比較例 1ヶ月のレンタル料金

Wix

Jimdo

Strikingly

■サイト作成サービス

ぺらいち …1,078円

…500円（独自ドメイン導入のみ・広告有）、900円（広告なし）

…990円

…$8（880円/1ドル110円換算）

■レンタルサーバー会社

エックスサーバー …990円 但し３年分一括払いの場合

スターサーバー …550円 但し、ハイスピードプラン（キャンページ時：275円）

ロリポップ …220円～ 但し、ライトプラン＋長期契約一括払い

※単純に一番安い料金で比較しました。<2022/2月>

※各サービスにより使えるツールはいろいろです。

※出典：各サービス会社のホームページ

https://ja.wix.com/upgrade/website
https://www.jimdo.com/jp/pricing/
https://jp.strikingly.com/s/pricing
https://peraichi.com/pages/pricing
https://www.xserver.ne.jp/
https://www.star-domain.jp/?ref=NAxrg534
https://lolipop.jp/pricing/


Sugi-Studioのサイト作成コース

ドメイン・サーバー契約代行、ワードプレスインストール、

SSL設定～ホームページ作成（基本プラン）まで、全てこ

ちらにて制作

ドメイン・サーバー契約からホームページ作成（基本プラ

ン）まで、個別でサポート

ドメイン・サーバー契約・SSL設定、ワードプレスインス

トールまでをご自分で、ワードプレスやテーマのカスタマ

イズ、サイトの構成まで（※）こちらが代行、あとの記事

の中身はご自分で、など、ご相談の上内容を決めます

…88,000円（税込）

…8,800円／60分（税込）

…66,000円～（税込）

■ホームページ基本プラン

• トップページ

• 事業所概要

• サービス内容

• 任意の1ページ（お客様の声など）

• 自動返信付問い合わせフォーム

• プライバシーポリシー

• 特定商取引法に基づく表記

• 希望によりブログコーナー設置

※追加１ページに付5,500円（税込）



ホームページ完成までの手順
※完成までの手順を大きく分けました

1. サーバー契約

2. ドメイン取得（契約）

3. サーバーにドメイン設定

4. ワードプレスインストール

⇒ネットへの浸透待ち

1. ＳＳＬ（暗号化保護）申請

⇒認可待ち

2. ワードプレス諸設定開始

・初期設定

・プラグイン、テーマ

・カスタマイズ

3. サイト構成構築

・仮ページ作成

・メニュー作成

1. 各ページ作成

・トップページ

・プライバシーポリシー

・特定商取引法に基づく表記

・事業所概要

・サービス内容

・任意の１ページ

・自動返信付問い合わせフォーム

⇒送受信テスト

運用開始⇒



特 典

1. 一番シンプルに使えるブロックエディ

タの紹介と書き方のレクチャー

2. 画像、動画を記事に掲載する方法を

ブロックエディタにてレクチャー

3. ワードプレスの管理方法のレクチャー

4. ワードプレス内での画像の加工方法の

レクチャー

※サイズ変更、トリミング、反転等



「ググれ、〇〇！」と言われても、どうググれ

ばいいのか分からない私でも、分かるように丁

寧に教えてくださいました。

以前参加したワークショップで習ったことも

忘れてまた聞いてしまっても、笑顔で教えて

くれるので最高♪

ここまでやってくれちゃっていいの？やっ

たー！バンザイ！お返しに今度ランチでもご

一緒しませんか♪

気軽に聞けるし、こっちの理解度やペースを合わ

せて進めてくれるので、すごく助かるし嬉しい。

１ ２

３ ４

お客様の声



サンプルサイト

－Sugi-Studio制作－



サンプルサイト

－サポートで完成いただいたもの－



オプション
Googleアナリティクス、Google Search Consoleへの

サイト登録、サイトおよび作成記事のインデックス（申請）

GoogleサービスへのURL申請

キーワードのリサーチ、キーワードを使った記事の書き方

検索エンジン対策用記事の書き方

ワードプレスのブロックエディタで記事を書く

ブロックエディタ活用法

画像加工・作成・動画作成・カンタン編集方法など

パワポ、Canvaで画像・動画作成

公式アカウントの設定、リッチメニューでホームページに

リンク

Line公式アカウントとの連携

※それぞれ別途サポート料またはレッスン料が発生します



とにかく無料で作りたい方へ

• ネットの作成サービスの無料プランを利用

されれば可能です。

URLは、サービス提供会社のドメインの間

借りな感じになります。（サブドメイン）

• サポートが必要な場合はお声がけください

（サポート料金を申し受けます）

• 作成サービスにより、学習サロンサイトで

手順を説明しているものもあります。

ご自分で作られる方は、お問い合わせくだ

さい。



Sugi-Studio

https://lin.ee/oYJoKlk

Https://sugiha-style.com

Zoom無料個別相談
Line公式アカウント登録特典をご利用ください

https://www.facebook.com

/sugitaharumi
ｆ

50：00

https://lin.ee/oYJoKlk
https://sugiha-style.com/
https://www.facebook.com/sugitaharumi


最後までお付き合いくださり

ありがとうございました。


