3

CONTENTS
What's LiVE?
ライブ・フォー・ウェブライフ2 で
P4
簡単につくれる 3 つの秘ミツ！

ブランディングサイト

1

P12

LiVEでつくれる
つの
スペシャルサイト

5

4

P6

キャンペーンページ

ランディングページ

ティザーサイト

P14

ポートフォリオサイト

P10

5

とは…
キャンペーンサイトやランディングページなど
に適したスクロール型の「スペシャルサイト」
を作るためのソフト。最新のWeb技術を採用
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し、ウェブ制作の知識がなくても多彩なビジュ
アル、心を掴むサイトが一瞬に完成します。

スペシャルサイトが
必要な時代です!
クリックした瞬間に印象が残る、
誰かに教えたくなるステキなサイトを作ろう！
LINK

LiVE ユーザーからの声

P18

追加テンプレート＆姉妹ソフト

P22

LiVE を選ぶ 5 つの理由

P20

LiVE2 の主な機能
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おもしろい!

いいね!
LINK

LiVE SITE

新製品の情報が
よくわかるサイトだね
http://xxx...

LiVE SITE

LINK

こんなキャンペーンなら
参加してみたいな!
http://xxx...

UP!

LiVE SITE
Facebook

カッコいい!

このブランドのサイト、
いい感じ
http://xxx...

BRANDING
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TEASER

P16

OFFICIAL
SITE

スペシャルサイトから
は、さらに公式ウェブ
サイトやFacebookペー
ジへ情報を循環

CAMPAIGN
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スマートフォンからの被リンク、
ソーシャルリンク増
TwitterやFacebookはスマートフォン
からの利用者が急増中。モバイルから
即座にリンク・閲覧できることが目的
のページまでマストになっています。

LiVE2 で

簡単に作れる3つの秘ミツ！
LiVEでのサイト作成は、すでにデ
ザイン済みのテンプレートを選んで

スタートします。まず、
１画面分の
「ス
ライド」を選びます。
スライドテンプレートは、レイアウ

VARIATION!

EASY!

スライドテンプレート、
ウィジェットが
豊富なので安心！

選んで作るのでカンタン、
“ 見たまま編集 ” で作り
やすさもバツグン！

90 種類

スタートは
の
スライドテンプレートから

1 選ぶだけ！

ト、サイトのテーマ、扱うコンテンツ
（写真、動画など）によって分類され
ており、好みのものをチョイス。ス
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“動き”がセットされているから
プログラミング不要で
モーションもカンタン

IMPACT!
滑らかなモーション、
スライドショーなど
「動き」が設定済み !

スムーズにスクロールするスライ
ドも、アニメーションのように楽し
めるフォトアルバムも、全てLiVEの
スライドにプリセットされています。
作り手は、HTMLなどの専門知識
は不要、写真を選ぶだけ。伝えた
いことばを入力するだけです。

ライドが開いたら、写真や文字など
を入力する、編集作業が、すぐに始
められます。

たとえばBGアニメーションを使えば、印象
的な背景動画やアニメーションを、一覧から
選ぶだけで設定可能です。
豊富なテンプレート一覧から、スライドを選
び、ページを作成しはじめます。

レイアウト画面上でそのまま文字
入力が可能になる編集モードを搭
載。編集のたびにプレビュー画面を
確認する必要がなくスムーズに作成
できます。

カンタン直感的に。

2 見たまま編集
レイアウト上で

テキストボックスをクリックすると、その場
で文字の入力や装飾が可能です。
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ウィジェットもレイアウト上で
ドラッグ操作で配置位置を調整できる！

スマートフォン・タブレット
向けの編集も可能！

SNS 系のボタンパーツやナビパー
ツなどの「ウィジェット」もドラッ
グ操作で配置位置を調整可能。レ
イアウトの調整がとにかくカンタ
ンになります。

さらに「３デバイス編集モード」で
各デバイスにあったサイト編集が
可能に。
表示サイズが異なるスマー
トフォン、タブ
レット端末に
合 わ せ て、個
別に情報をア
レンジするこ
ともできます。

ウィジェット一覧で、デザインを見ながら配置
する機能を選択。ツイッターと連携するボタン
などをカンタンに配置できます。
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LiVE でつくるスペシャルサイト：1

ブランディングサイト

Our Advantage

Main Functions

3つのメリット

こんな機能が使える

□ 編集画面で直接入力できレイアウトが簡単

動くスライドやウィジェットで
スタイリッシュに魅せる
メッセージが伝わる全画面レイアウト

□ アニメーションによる心地よい閲覧体験
□ スマホ・タブレットにも対応

B
A

製品やブランドの世界観を
大切にするサイトに最適
競合他社と差別化して製品を宣伝して
いくならば、いまやブログやサイトの
１コーナーではなく、ブランドサイト
が必要です。特別なものだからこそ、
「特別」なサイトを用意しましょう！
パララックスの
表現も可能！

次々とページをめくりたくなる
軽快なスクロールサイト
ポスターのようなダイナミックなグラ

動くウィジェット

フィックの構図、CMのようなウィッ

ドラッグ操作で、マウスカーソルなどを
合わせると動くボタンなどのウィジェッ
トが位置調整できます。

トに富んだ展開、カルチャー雑誌の
ようにしっかり読ませるページなど

複数の背景を重ねて
ページを立体的に見せ
る表現も画像を用意す
るだけで作成可能！

……、演出は工夫次第。
流れるように閲覧できるスクロールタ
イプのサイトは、閲覧者も気持ちが盛
り上がる、LiVEサイトならではのマ
ジックです。

こんなサイトに最適
新製品・主力製品のブランドサイト
★ 企業理念を伝えるサイト
★ 写真が豊富なイメージサイト
★

フル画面でしっかり伝わる
フルスクリーンで表示されるので、グラ
フィック力が求められるサイトに最適です。
もちろん、ブラウザの縦横比が変わっても
デザインは自動的に調整されます。
実サンプルをチェック！

ページデザインを見ながら入力できる直感操作

http://live2.digitalstage.jp/model/site_001/

ナビゲーションセット
ページのナビゲーションも
ワンクリックで設置
ページからの移動、トップページ

LiVEでのページ編集は、デザイン

に戻るなどのナビゲーションボタン

を見ながら、直接入力できるよう

は、セットで用意されているので、

になっています。ワープロで編集す

まとめて設置が可能。あっという間

るくらい簡単に、かつ直感で楽しく

にデザイン変更することもできます。

サイト制作ができます。
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LiVE でつくるスペシャルサイト：1

What's this?

ブランディングサイト

こんな機能が使える

サイドにタブメニューのあるスライド

C

スマートフォン、タブレットに対応

お問い合わせフォームを設置可能

D

F

プロも納得の機能

タブ切り替えスライドで
文章をまとめて読ませる

LiVEは 、1ページサイトからなるマイ

スライド内に複数のコンテンツ
を切り替えながら表示できボ
リュームのあるコンテンツに最
適です。

クロ・コンテンツに向いているだけで
なく、ある程度ボリュームのあるサイ
トも構築できます。
そんなときは、複数のスクロール型
ページを組み合わせて、グローバルナ
ビゲーションを設定します。製品やブ
ランドの概要に止まらず、製品の詳細
や、特別インタビュー、店舗紹介、問
い合わせ等々…、プロモーション規模
によって膨らんでいくコンテンツも、

スマートフォン
タブレットでもキレイ

無理なくすっきりと、しかもスタイ
リッシュさは失うことなく、１つのサ

PC用に作成したデータが、自
動的にスマートフォン、
タブレッ
ト用のデータに同期されます。

イトにまとめておけるのです。

ＨＴＭＬの知識は不要、
アクセス分析もサポート
LiVEサイトは１スライドごとに固定

お問い合わせフォーム

のURLを持っているので、リンクシェ

フォームを使ったお問い合わせペー
ジも作成可能。Googleフォームを
スライド内に設置し、無料で安全な
フォームを利用できるようになりま
す。

目的別にカテゴリからスライド選択

Twitter、Facebookの
タイムライン貼り込み
LiVEサイトには、ハッシュタ
グや自分のアカウント名を
含 むTwitterやFacebookの
コンテンツが挿入できます。

アもスライド単位で可能。もちろん、
Googleアナリティクスなどと連動し
た計測もでき、顧客誘導・分析におい
ても、しっかりビジネスをサポートで
きます。

注目機能
ページを開くと再生する
ダイナミックな映像

LiVEのページ作成は、必要なスラ
イドを１画面ずつ追加しながらペー
ジを作成していきます。豊富なスラ
イドは90種類以上を収録。カテゴ
リ別からコンテンツに合わせてスラ
イドをチョイスできます。
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オープニング映像は、サイトの読
み込みと同時に動画再生する機能
です。アクセスした瞬間から演出
がはじまります。
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LiVE でつくるスペシャルサイト：2

キャンペーンページ

Our Advantage

Main Functions

3つのメリット

こんな機能が使える

□ 動くスライドで素敵に演出

画像編集ツールの SiGNで簡単作成
思い通りに写真スライドショー
「つぶやき」ボタン設置

□ 少ないコンテンツでも見栄えがする
□ ソーシャル連携で情報を拡散

A
B
C

キャンペーンをお知らせし、
集客するプロモーションサイト
たくさんの情報がある公式サイトでは
1つのキャンペーン企画だけをフィー
チャーしづらく、かといってブログは即
時性の反面、デザイン性もインパクトも
今ひとつ。LiVEなら、
テーマに絞ったキャ
ンペーンページが作れます。

魅力いっぱいの
テンプレートを収録
デザイン力の高いLiVEでなら目的をス
トレートに伝えられるので、顧客の印

「つぶやき」ボタンも
すばやく設置

象、購買意欲、モチベーションもアップ。
コンテンツのボリュームの大小に関わら

拡散してより多くの人に知っ
てもらいたいから、
「つぶや
く」ボタンの準備もLiVEなら
簡単です！

ず、美しくまとめられるテンプレートも
魅力です。ソーシャルメディアへのつぶ
やきなども促しやすい設計で、短時間で
しっかりと充実したキャンペーンページ
を運用できます。

こんなサイトに最適
レストランのスペシャルメニュー
★ 期間限定のプロモーション
★ ショップのセール告知
★

画像の加工も完璧

多彩な写真スライドショー

ウェブデザインに欠かせない写真
加工のための画像編集ツールが付
属。各種エフェクトに加え、数値
指定など細かい作業もおまかせ！

美しい写真を次々と見せていくスラ
イドショーも、豊富なバリエーショ
ンの中から選ぶだけでＯＫです。
実サンプルをチェック！ http://live2.digitalstage.jp/model/site_002/

スマートフォン&タブレットに対応

注目機能
さまざまな閲覧環境にも対応できるの
がLiVEの強みです。LiVEではスマート
フォン、タブレット向けサイトもそれ
ぞれ編集できるようになりました。

タブを切り替えるだけでサイズ
の違うサイトを効率よく作成
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Google カレンダーで
イベント告知

Facebook や
ツイッターとの連動

LiVEならGoogle カレ

「つぶやく」や「いい

ンダーの貼り付けも

ね！」ボタンは、ウィ

オリジナルデザイン

ジェットを配置してア

が可能です。

カウント設定するだけ。
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LiVE でつくるスペシャルサイト：3

ランディングページ

Our Advantage

Main Functions

3つのメリット

こんな機能が使える

□ ウィジェットで目立たせたい情報を強調

ヘッダー・フッターメニューの設置
最適な書体を Webフォントで
写真をその場で次々に拡大表示

□ スライドの順番や数は自由に変更可能

□ Webフォント採用で、完成度の高いデザイン

A
C
B

ネットを使ったビジネスに
欠かせないページ
各種SNSからのリンク、インターネッ
ト広告を利用した告知など、購入促
進につなげるためのページが、ラン
ディングページ（ランディングサイ
ト）です。今やネット広告を使った売
上は、このページの出来映えにかかっ
ていると言えるでしょう。

細かなニュアンスの調整も
自分でできるので安心
ランディングページは、潜在顧客に最
適なアプローチになるように、検索
キーワードにマッチしたリンク元ごと
にページを用意します。アクセス解析
を見ながらブラッシュアップできる

写真をその場で
次々に拡大表示できる

購入案内までも
スムーズに

クリックするとサイト上の写真
を拡大表示する機能が利用で
きます。アルバム表示や商品
一覧などに便利。

購入までの導線を一直線に分
かりやすく作れるため、購入ま
での遷移がスムーズです。

LiVEは、最適なランディングページ作

サイトにあった書体でデザイン

成と運営を、低コストで可能とします。

最大300書体から好きなフォントを選べる、
Webフォントが利用できます。ぴったりの
書体でサイトをデザインしましょう。

こんなサイトに最適

※Webフォントの利用にはWebLiFE*サーバーの契約が必要です。

クリックで拡大表示

リスティング広告などからのリンク
商品の販売促進ページ
★ ECサイトへの誘導
★

作り方は、スライドに写
真を追加して、順番に並
べるだけと、簡単です。

★

購入案内までもスムーズに
サイト視聴の流れがわかりやすいの
で、購入までの遷移がスムーズです。
実サンプルをチェック！ http://live2.digitalstage.jp/model/site_003/

モーションテキストで「動く文字」で読ませる

ウィジェットを使ってバルーンを配置
モーションテキストは、入
で順番に表示していく機能

爆弾マークや
吹き出しをサイトに

です。見出しやキャッチフ

「注目！」
「限定セール」

ウィジェットは、スライ

レーズなど、メニューから
「ア

など、目立たせたい

ドを切り替えても、常

ニメーション」の種類を選ぶ

キャッチコピーを、
「ワッ

に同じ位置にフロート

じわじわっと表示

だけでリッチな動く文字が

ペン」のように表示させ

させることでアピール度

する文字の効果も

完成！

ることができます。

がアップ。

力した文字をアニメーション
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フロート表示で
目に入りやすい

LiVE でつくるスペシャルサイト：4

ティザーサイト
新商品やサービスなどの
発売開始までの予告ページ

Our Advantage

Main Functions

3つのメリット

こんな機能が使える

□ コードが分からなくても制作・更新できる

画面全体が動画になる
カウントダウンで当日を待つ
開催地のお知らせは Google マップで

□ 少ないコンテンツでも見栄えがする

□ 最新の外部のWebサービスと連携できる

カウントダウンで当日を待つ

画面全体で動画を再生

開催日や発表日に向け、カウントダウン
できます。いろいろなデザインから使用
するタイプを選んで0日になる日時を設
定するだけです。

サイトの背景全体を動画にして、臨場感を出せ
ます。写真をアニメーションさせるスライド
ショーによる動画も可能です。

イベント、コンサートなどの告知、新
しい製品や作品の発表には、いまや
ティザーサイトが欠かせなくなってい

A
B
C

ます。公式サイトのオープン前に、先
取り情報から作るティザーサイトで、
読者へワクワク感が共有できるかが重
要です。

イベントや新製品の発売を
最大限に盛り上げる

開催地はGoogleマップ連携で
使い慣れた地図サービス、Googleマップ
をサイト内に貼り付けられます。サイト
全体のデザインは美しいLiVEテンプレー
トのままです。

動画を全面に貼り付ける大胆な演出、
一緒に開催日をカウントダウンするタ
イマーなど、インパクトのある見せ場

地図のリンクをコピー
地図の埋め込み用タグをコ
ピーして貼り付けるだけ

をいくつも作れるLiVEならば、きっ
と次々とページをスクロールさせてし
まいます。そしてサイトから、仲間を
増やしていきましょう！

こんなサイトに最適
イベント、コンサートの告知
お祭り、バザー、催しものの案内
★ CD発売、新製品の発表
★
★

実サンプルをチェック！ http://live2.digitalstage.jp/model/site_004/

タテ・ヨコに選択できるスクロール方向

注目機能

ル方向はタテ・ヨコどちらへスクロール

BG アニメーションで
写真を動画風に

させるか選択できます。

BGアニメーションは、背景に映像効

ページごとに設定が可能なので、サイト

果を加える、LiVEならではのアニメー

全体のなかで見せ方を使い分けることも

ション機能です。パターンを選ぶだけ

可能です。

で、すぐに設定ができます。

LiVEで作るウェブページでは、スクロー
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LiVE でつくるスペシャルサイト：5

ポートフォリオサイト

Our Advantage

Main Functions

3つのメリット

こんな機能が使える

□ 高クオリティのオリジナルプレーヤーを設置

楽曲をサイトから試聴可能に
Ustream などの外部へリンク
YouTube、Vimeo と連携

□ BGMをページ、スライドごとに設定可能
□ 動画・音楽共有サービスと連携が可能

A
B
C

作品集やプロフィールを
ドラマチックに伝える
クリエイター、アーティスト、写真
家、俳優、作家は、より多くの人にそ
の内容を知ってもらえるように、ポー
トフォリオサイトは欠かせません。
LiVEを使えば、納得のいくこだわり派
の人でも、あなたらしいサイトがすぐ
手に入ります。

音声や動画を全面に
押し出したページも簡単
LiVEでは、音声や動画共有サイトとの
連携機能をはじめ、BGM、オープニ
ングムービーなど、マルチメディアを
使ったオンライン・ギャラリーが作れ

楽曲をサイトから
試聴可能に
カスタムタグを使えば、音楽
共有サイトSoundCloudにアッ
プロードした楽曲を、LiVEサ
イトで視聴できます。

ます。
もちろん、写真などの静止画作品を効

Ustreamなどの
外部へリンク
UstreamやFacebookペ ー ジ
などへのリンクも、魅力的な
デザインで。

果的な演出で見せることも、
LiVEなら、
簡単です。
YouTube、Vimeoを追加可能

こんなサイトに最適

YouTubeのビデオを配置したり、
Vimeoの高画質動画を挿入できる
プレーヤーを使って、一瞬にして
あなたの動画ギャラリーに。

作品のコンセプトサイト
★ アーティストサイト
★ 新作、
作品などの発表サイト
★

実サンプルをチェック！ http://live2.digitalstage.jp/model/site_005/

BGM機能

注目機能

16

「サウンドエフェクト」の機能設定が

カスタムタグで
さらに広がりある機能を使える

用意されています。ページ／スライ

カスタムタグの機能を使えば、スラ

ドごとにBGMを設定でき、サウン

イドの自由な箇所へ、特別なコン

ド音声のON/OFFボタンも、スラ

テンツを挿入したり、HTMLタグを

イド上の好みの場所へ配置・設定

使ったコントロールが行えるように

できます。

なります。
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LiV E
サイトの
ユーザー
ご紹介

ブランディングを
大切にしたサイトが実現し
大満足です！

Lingkaran-Bali

嶋津穂高さん

映像ディレクター・デザイナー

リンカラン・バリ

http://www.lingkaran-bali.com/

バリらしさにこだわる
旅行のためのウェブサイト

PROFILE
クリエイティブチーム MeMeM 代表。2010年よりMountain Meetingを開催。
「山
に行くこと」と
「街で暮らすこと」の間にある何かの計測。持ち寄り、交換し、持
ち帰ることから生まれた、世界で一番静かなフェスティバルです。

みんなの思いがこもった
イベントにふさわしいサイトが
LiVE でつくれました

Mountain Meeting 2013

私は、元々グラフィックデザインやイラスト

http://www.mountain-meeting.org/

など紙の仕事からスタートしたので、Web制
作の知識は、専門の方に比べ豊富とは言えませ
ん。また、個人のデザイン事務所としてロゴか
らWebまで一連の案件でご相談をいただくこ
とも多く、そのすべてを一人で制作することも

音楽、ワークショップなど
D.I.Y. 手作りのイベントのサイト

サイトのトップページ。手描きのイラストやロゴ、
紙素材によるコラー
ジュ、背景素材をフレーミングに使っており、デジタルだけでは表現
できない暖かみが感じられます。

少なくありません。デザインクオリティを保ち
ながらも、制作時間を圧縮できるツールを探し

イベント告知にあたり、ウェブサイトを見た
常連の方には会場の「あの雰囲気」を思い出し

ていた際に出会ったのが、LiVEでした。

てもらい、初めての方には何か「予感」を感じ

LiVEを使っての作業はとてもスムーズで、

てもらえたらと思って製作しました。トップ

制作時間が抑えられた分、複数のデザインパ

ページを最大限動画を活かした形にしたのは、

ターンを見せることができました。コラージュ
風に上手く使用し、
お客様のこだわりである“楽

イベントの雰囲気を視覚と聴覚で直感的に伝え

トップページでは、全画面にVimeoのビデオを配置し、中央にイベ
ント開催までのカウントダウンを設置。イベントの温かい雰囲気が
音・映像で浮かび上がってきます。

しい、暖かい”企業イメージをうまく出せるよ
う工夫しました。予想以上の仕上がりだったと

たかったからです。それが成功したことは、多
くの方から感想を頂き、実感しました。
LiVEでのウェブサイトには、ダイナミック

いうことで、お客様にも大変喜ばれました。

なイメージの表現方法、遊び心、SNSとの親

Webの初心者には難しいテキストの統一や、
画像パーツの作成、フルスクリーンのデザイン
心も満たされ、とてもよいソフトですね。

グラフィックデザイナー・
イラストレーター

和性があり、イベントサイトで自分がやりたい

ナビゲーションは、マークを付けるだけでなく、操作を促すように文
章で補足されています。キレイ＆可愛いだけでなく、ビジネスサイト
としての使いやすさもしっかり意識。

やサウンドなども簡単に組み込めるので、創作

::STROLLSPACE::
落合桃子さん

イベントの雰囲気を
直感的な方法で
伝えられました

と思っていたことと、LiVEでできることがほ
ぼ一致したので迷わず導入しました。Webは
専門に勉強していないけれども、目新しい効果

PROFILE

や機能を導入してみたいという思いを、うまく

アクリルイラスト・手描き文字・写真・紙素材などをMIXさせたデザインが得意。
カフェ、雑貨、お菓子、旅、自然、美容などの多彩な分野で、観た人がHappy
になるようにと日々心を込めてグラフィックやイラストを制作しています。

まうという夢を提供してくれるソフトです。ワ

クオリティを保ちつつ
スピーディーな制作
ができます
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サポートしてくれるソフトだと思います。
最新の技術を、誰でも少し頑張れば作れてし
イベント開催の出演者情報。
アーティスト情報にツイッターのストリー
ムを仕込むなど、工夫されたフォーマットになっています。SiGN Pro
を使って書体にもこだわったデザインも魅力です。

クワクしながら作れる楽しみを、これからも
LiVEに期待しています！
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reaso n:4

スペシャルなウェブサイトをつくるために

LiVEを
選ぶべき
5つの
理由
reaso n:1

さらにカンタンに、
使いやすく！

5 Points
of You sholud
choose LiVE
for Special
website.

より多くの人に
魅力を伝える、
ソーシャル＆外部連携

reaso n:2

「いいね！」
「つぶやく」ボタンの
設置など SNS 連携に対応

最新の Web の
技術を駆使した
デザイン力

SNS を有効活用するために欠かせない
OpenGraph 設定も可能
更新時、フォロワーへまとめて知らせる
お知らせ機能を搭載

動いて楽しい
「スライドテンプレート」を
90 種以上収録

Googleマップや
フォームの貼り付けも簡単

100種以上の豊富な
ウィジェットを収録
最大300書体から選べる
美しい日本語 Webフォントに対応※

reaso n:5

YouTube や Vimeo など、
動画プレーヤーを挿入可能

確かな信頼性と
Web 設計

BGM や写真などサイト制作に
役立つ素材を多数収録

HTML5 と CSS3 に対応
jQuery によって
iPhone ＆ iPad でも
リッチな表現が可能に

reaso n:3

ページデザインを見ながら
そのままテキスト入力が可能

心を動かす
LiVEならではの
モーション＆サウンド

ボタンパーツなどウィジェット類を
ドラッグ操作でレイアウト
スマートフォン・タブレットに合わせて
個別に情報をアレンジ可能

GoogleAnalytics との
連動で閲覧者の動向も管理

http://digitalstage.jp/
weblife/

検索ロボット・ベーシックな
SEO 対策も支援

スクロール方向をタテ・ヨコ自由に
設定可能

画像制作ツール搭載で
Web 用ボタンやバナーなども簡単作成

動いて楽しいモーションスライドを収録

グローバルメニューやページ遷移など
ナビゲーション類はセットで設置

文字をランダムに表示するなど、
動く文字エフェクト

CSS 詳細設定でパディングや
マージンなどレイアウトを微調整

ページ背景にムービーが流れる
ダイナミックな演出
ページに奥行きが生まれる
パララックス効果でスクロールに楽しさを
注目させたいパーツに
ユニークな動きを加える
ページ・スライド単位での
サウンド設定が可能

WebLiFE* サーバー

LiVEと連携して、かんたんにアップロード・メンテナンスができる
サーバーサービスです。プレミアムコースではウェブ業界最先端の
Webフォント300書体が自由に利用できるサービスを提供。１つの
サーバー契約で、姉妹品のBiNDを使ったり、LiVEで複数のサイトを
持つことも可能です。

LiVE購入時の３つの特典

・LiVE 購入でベーシックコース
（980円/月）
が1年間無料！
プレミアムコース（2,980円/月）
３か月間無料！
・Web 運営を戦略的にできる「DSビジネス・パス」付属
・素材ダウンロードサービス
「materials」
で素材プレゼント

※Webフォントの利用にはWebLiFE*サーバーへの加入が必要です。
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LiVE の実力を最大限に引き出す唯一のサーバー
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プレミアムコース基本機能：ディスク容量無制
限／複数サイトの運営ができるマルチドメイン
／メールアドレス無制限発行／ Webメール閲覧
に対応／会員ページが作れるパスワード設定／
メルマガ配信 月間1000通まで無料

LiVE2 の主な機能

関連製品のご紹介

〈LiVE 2 専用〉追加テンプレート集

編集モード

LiVE Cartridge Vol.01

Photo Gallery

見たまま編集
（WYSIWYG編集）
スライドエディタ

とっておきの写真を魅せるための
追加スライドテンプレートが登場。
インパクト＆美しく見せるしかけと
デザインがこれ１本で。
素材パーツ全 70 種以上を収録

スマホ対応

3デバイス編集

各種エフェクト

モーションスライド
パララックス
（立体的に見える視差効果）
パララックスのスピード調整
動くウィジェット
モーションテキスト
BGアニメーション
BGムービー
スライドのスクロール時間の調整
スライドのイージング
スライドのスクロール設定

スクロールの高さをウィンドウに合わせる／
コンテンツに合わせる

サウンドエフェクト

画像関連機能

ソーシャル＆外部連携

標準価格

9,800

円（税込）

購入はDSストアから

ダウンロード
販売

テンプレート

DS STORE 限定商品

http://digitalstage.jp/live/store/template.html

もうひとつの Web 制作ソフト
ウィジェット

バインド・フォー・ウェブライフ 6.5

http://digitalstage.jp/bind/

公式サイトなど、情報量が多く、読みやすさ
を重視したいホームページの作成に向いてい
るのがBiNDシリーズ。使いやすさはLiVEと
同様、初めてでもカンタンに美しいホームペー
ジが完成。SEO対策にも向いたソフトです。

for

for

スタンダード

プロフェッショナル

手軽な価格に始められる
エントリーバージョン

ブログデザインができる
WordPress 対応テンプレート入り

19,800円

29,800円

（税込）
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（税込）

ナビセット
その他

ページデザインを見ながら、そのままテキスト入力が可能
ボタンパーツなどウィジェット類は、ドラッグ操作で配置
書式設定
（フォントの種類、大きさ、色、文字装飾、行の位置を指定）
表示位置設定
（選択部の表示位置を数値で設定可能）
背景設定
（背景の配置や配置色を指定）
CSS設定
（CSS詳細設定でパディングやマージンなどレイアウトを調整）
スマートフォン・タブレット端末に合わせて、個別に情報をアレンジ
各デバイスに合わせたプレビューが可能
それぞれのサイトデータの同期
jQueryベースのモーションスライドを収録
ページに奥行きが生まれる視差効果で立体感を演出
パララックスのスピード調整機能
注目させたいパーツにユニークな動きを加える
詳細設定でウィンドウ固定など細かく調整可能
文字をランダムに表示するなど、動く文字エフェクト
背景に重ねる動くエフェクトを搭載
ページ背景にムービーが流れるダイナミックな演出
スライドのスピード調整機能
スライドの切り替え時のエフェクト設定

スライド単位でサウンド・ボリューム設定が可能
ページ単位でサウンド・ボリューム設定が可能
マウスオーバーやクリックで効果音を再生
最初のスライドを表示する前に動画を再生
読み込み時のエフェクト設定
画像制作ツール搭載でボタンやバナーなども簡単作成
アートボードの境界の見え方改善
シャドウ・ブラー・モザイクなどの表示エフェクト搭載
シェイプレイヤーで星形などに切り抜きも可能
10種類の日本語フォントと45種類の欧文フォント内蔵
JPEG、PNG画像の書き出し可能
「いいね！」ボタンの設置
「つぶやき」ボダンの設置
Googleマップの挿入
Googleフォームを使って問い合わせフォームを設置可能
OpenGraphサービスに対応
YouTubeムービーを挿入
Vimeoの動画プレーヤーを挿入
動いて楽しい
「スライドテンプレート」を90種以上収録
サイトの顔となる最初のスライドに適したスライド
2つ以上のリンク先にサイト閲覧者を誘導するときに使用するスライド
オーソドックスでシンプルなスライド
複数の写真を見せるためのスライド
複数の写真を自動的に切り替えていくスライド
複数の記事をタブで切り替えて表示できるスライド
TwitterやFacebookを通じてコミュニケーションを促せるスライド
YouTubeやViemoにアップロードしたビデオを表示するスライド
Googleドライブを使用してお問い合せやフォームを設置できるスライド
Googleカレンダーを表示し、スケジュールなどを掲示できるスライド
カウントダウンタイマーを設置できるスライド
任意のHTMLコードを挿入できるスライド
100種以上の豊富なウィジェットを収録

オープニング映像
ローディング
画像編集機能[SiGN Pro]

Facebook いいね！ボタン
Twitter つぶやきボタン
Googleマップ
Googleフォームウィジェット
OpenGraph設定
YouTube連携
Vimeo連携
スライドテンプレート 90種以上
・トップスライド
・メニュースライド
・プレーンスライド
・アルバムスライド
・スライドショースライド
・記事スライド
・ソーシャルスライド
・ムービースライド
・フォームスライド
・カレンダースライド
・カウントダウンスライド
・カスタムタグスライド
ウィジェット 100種以上

主なウィジェットの種類
（バルーン、カウントダウン、リッチテキスト、
Facebook、Twitter、サウンド、ドットナビ/方向ナビ）

ナビセット 12種以上
HTML5、CSS3に対応
jQueryベース動的サイト設計
素材をセット
ソーシャルコネクト
日本語Webフォント対応 ※
BiND6.5のサイトパーツを作る機能
検索ロボット設定
アクセス解析
FTP機能

ナビセットによる共通エリア統一機能をセットで12種以上収録
HTML5とCSS3に対応
jQueryによってiPhone＆iPadでもリッチな表現が可能
BGMや写真などサイト制作に役立つ素材を多数収録
更新時、フォロワーへまとめて知らせる機能を搭載
新規追加121書体でトータル300書体使用可能
BiND6.5で作成したサイトに貼付けられる、ウィジェットを作成
検索エンジン対策として検索対象やキーワードを設定できます
GoogleAnalyticsとの連動でユーザー動向も管理
サーバーへアップロードするためのFTP機能を搭載
設定が完了すれば、公開ボタンをクリックするだけで更新可能
URLバーに表示するFavicon、iOSホーム画面用WebClipをアプリ内で設定可能
LiVEのための高機能ウェブサーバーサービス

Favicon、WebClipのアイコン設定
WebLiFE*サーバー
専用サーバー
※Webフォントの利用にはWebLiFE*サーバーへの加入が必要です。
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スペシャルサイトをつくろう
グッドデザイン賞受賞／中小企業優秀新技術・新製品賞 優秀賞受賞

LiVE2 の公式サイト

http://digitalstage.jp/live/

スライドテンプレート
90 種以上収録

標準価格

19,800円

各

画像編集ツール
SiGN Pro収録

Jan-4527956-01202-5
DSP-01202

Jan-4527956-01206-3
DSP-01206

Mac 版／ Windows 版 共通
・CPU：Intel Core2Duo 2.0GHz 以上のプロセッサー（または、同等のスぺックの
プロセッサー）
・必要メモリ：2GB 以上（4GB 以上推奨）
・ディスプレイ：1280×768 ピクセル以上のモニタ（1440×900 ピクセル以上を推奨）
・ハードディスク：10GB 以上のディスク空き容量
※システムドライブにインストールされます。
※ 32bitアプリケーションとなるため、2TBを超えるボリュームへインストールした
場合の動作は対象外となります。
※外付けハードディスク、取り外し可能なUSBフラッシュメモリ等にインストール
した場合の動作は対象外となります。起動ディスク（OS のインストール先）
が
ATAもしくは SATA接続の環境である必要があります。
※空き容量に関して、10GB以上の空き容量（20GB以上の空き容量推奨 /RAID
環境を除く
※ Macのみ：Mac OS 拡張（ジャーナリング）のみ動作
・インターネット接続環境とご自分のメールアドレス（インストール時および初回起動時）
・ブロードバンド環境推奨（2Mbps 以上の回線速度 /インストール時およびアップロード時）
・ FTP 接続できるウェブサーバー、もしくは専用サービス（WebLiFE* サーバー・
ベーシックコース、プレミアムコース、プレミアムコース《年間一括》）
・Adobe AIR 3.8（ソフト本体の起動に必要 / インストーラに同梱）
・オンラインユーザー登録が必須です
・LiVE2をインストールするには、管理者権限を持ったユーザーアカウントが
必要となります
※1製品につき、同一ユーザー 2台のPCまで使用できます

◆

http://www.digitalstage.jp
企画・開発・販売 株式会社デジタルステージ
〒 154-0001 東京都世田谷区池尻 2-4-5 IID119
Copyright © 2013 digitalstage inc. All rights reserved.

（税込）

Mac 版

Jan-4527956-01205-6
DSP-01205

〈教職員・学生の方〉
アカデミック版
標準価格

付録収録

Windows OS
・Windows 8（32bit/64bit 対応 但し 64bit 版 OS では 32bit モードで動作）、
Windows 7 SP1（32bit/64bit 対応 但し 64bit 版 OS では 32bit モードで動作）、
Windows Vista SP2（64bit 版とサーバー版を除く）、Windows XP SP3
（64bit 版、サーバー版、Media Center Edition、Tablet PC Editionを除く）
※ Windows 8.1 には発売後対応予定 ※日本語版での動作のみ対応

20,800 円

各

14,800円（税込）

各

Windows 版

※ Web フォントの利用には WebLiFE* サーバーの
加入が必要です。

◆

Jan-4527956-01201-8
DSP-01201

Windows 版

BGM、写真素材を

Mac OS
・Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8（サーバー版を除く）
※ OS X 10.9 には発売後対応予定
※日本語版での動作のみ対応
※ Mac OS X の動作が保証されているApple 純正Mac のみ対応

Mac 版

〈11月発売予定〉
【解説本付き】

標準価格

Webフォント
300書体に対応※

◆

（税込）

Windows 版

WebLiFE*サーバー
ベーシックコース1年間・
プレミアムコース 3ヶ月無料

【動作環境】

新価格！

Jan-4527956-01208-7
DSP-01208

Mac 版

Jan-4527956-01207-0
DSP-01207

【閲覧環境】
［PC］
◆ Mac
Safari 5、Safari 6、Safari 7、Firefox 最新版、Google Chrome 最新版
◆ Windows

InternetExplorer 9、InternetExplorer 10、InternetExplorer 11
Firefox 最新版、Google Chrome 最新版

［タブレット］
◆ iOS
iOS 6 Safari、iOS 7

Safari

Android
Android 4.0 Chrome、Android 4.1 Chrome、Android 4.2 Chrome

◆

［スマートフォン］
◆ iOS
iOS 6 Safari、iOS 7 Safari
Android
Android 4.0 Chrome、Android 4.1 Chrome、Android 4.2 Chrome

◆

※全ての機種の閲覧を保証するものではありません。
※モバイル端末共有：一部コンテンツは非表示になります。
※ Internet Explorer 8 での閲覧は対象外です。

【ご注意】
●アカデミック版の購入について
学校教育法で定められた、幼稚園以上の教職員や小学校以上の生徒・学生が対象です。
教育委員会や教育センター、国立大学法人法に基づいた大学共同利用機関法人の職員も
対象です。なお、購入には、学生証・身分証明書の提示が必要です。
● SiGN for WebLiFE* Pro について
「SiGN for WebLiFE* Pro」はサービスバンドルソフトです。これらのバンドルソフトは Adobe
AIR（R）の動作環境に準じており、LiVEとは動作環境が異なりますのでご注意ください。
●製品サポートについて
オンラインマニュアルおよび、トラブルシューティングFAQ、電子メールでのサポートを行っ
ております。お電話によるサポートは行っておりません。あらかじめご了承ください。
● WebLiFE* サーバーについて
WebLiFE* サーバーは株式会社デジタルステージと提携する他社のサービスとなります。サー
バー構成・仕様などについては、オフィシャルサイトをご確認ください。WebLiFE* サーバー
に関するサポート先は、LiVEのオンラインヘルプをご覧ください。

※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
※掲載された画面は開発中のものを含みます。販売版のソフトでは一部に変更がされている場合が
あることをご了承ください。

