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● 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。

● 本製品のカートリッジ利用ガイドラインについて
 BiND for WebLiFE に含まれるデザイン素材を使って制作したウェブサ
イトは、私用・商用に関わらず、自由に公開することができますが、写真
素材については、カートリッジの参考素材としてのみ著作権者より使用
を許諾されているものであるため、お客様は制作物に使用することが
できません。

● SiGN for WebLiFE* Pro、SYNC for WebLiFE* 5について
   「SiGN for  WebLiFE* Pro」および「SYNC for WebLiFE* 5」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®の動作環境

● 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。

● 本製品のカートリッジ利用ガイドラインについて
 BiND for WebLiFE に含まれるデザイン素材を使って制作したウェブサ
イトは、私用・商用に関わらず、自由に公開することができますが、写真
素材については、カートリッジの参考素材としてのみ著作権者より使用
を許諾されているものであるため、お客様は制作物に使用することが
できません。

● SiGN for WebLiFE* Pro、SYNC for WebLiFE* 5について
   「SiGN for  WebLiFE* Pro」および「SYNC for WebLiFE* 5」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®の動作環境

に準じており、BiND6とは動作環境が異なりますのでご注意ください。
また、ウェブサービス（SYNC for WebLiFE*、ソーシャル・コネクト）と連
携する各種パーツはサポート・動作対象外のサービスバンドル機能です。

● 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* Serverについて
 WebLiFE* Server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* Serverに関するサポート先は、BiNDのオンラインヘルプをご
覧ください。

製品ラインナップのご案内 ホームページ制作ソフト

プロフェッショナル版 スタンダード版

  解説本付き（2,520円相当）

Windows版
DSP-03206 Jan-4527956-03206-1

Windows版
DSP-03208 Jan-4527956-03208-5

Mac版
DSP-03205 Jan-4527956-03205-4

Windows版
DSP-03202 Jan-4527956-03202-3

Mac版
DSP-03201 Jan-4527956-03201-6

Mac版
DSP-03207 Jan-4527956-03207-8

　30,800円（税込）

24,800円（税込）

　29,800円（税込）

作成から公開まで
この1本で！
安心のパッケージ

WordPress
  対応！

収録テンプレート数

176サイト
オンラインショップ用テンプレート

そのうち15サイト

WordPress用テンプレート
そのうち8サイト

Yahoo! リスティング広告パス

7,500円分
写真素材パス

16,000円分
独自ドメインパス

1年無料

［教職員・学生の方］アカデミック版 

パッケージのみ   解説本付き（2,520円相当）

Windows版
DSP-03106 Jan-4527956-03106-4

Windows版
DSP-03108 Jan-4527956-03108-8

Mac版
DSP-03105 Jan-4527956-03105-7

Windows版
DSP-03102 Jan-4527956-03102-6

Mac版
DSP-03101 Jan-4527956-03101-9

Mac版
DSP-03107 Jan-4527956-03107-1

　20,800円（税込）

14,800円（税込）

　19,800円（税込）

収録テンプレート数

140サイト
オンラインショップ用テンプレート

そのうち3サイト

［教職員・学生の方］アカデミック版 

パッケージのみ

欲しかった機能が
すべて揃う！
充実のパッケージ

Facebookページ用テンプレート
そのうち16サイト

スマホサイト用テンプレート
そのうち16サイト そのうち16サイト

スマホサイト用テンプレート

WebLiFE*サーバー ベーシックコース

24ヶ月間無料
WebLiFE*サーバー プレミアムコース

3ヶ月間無料

WebLiFE*サーバー ベーシックコース

6ヶ月間無料
WebLiFE*サーバー プレミアムコース

1ヶ月間無料
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10p
オリジナリティや創造性が
発揮できるサイトに。

ショップやサービスで、
お客さまを呼び込むサイトに。

for Personal for Shop & ServicePlan S Plan M

スマートフォン、WordPress、Facebookページ…。
個人・ビジネスマン・オンラインショップオーナーの
あらゆるニーズに応えるホームページ作成ソフト。
専用サーバーで買ったその日から公開できる
安心のオールインワン！
このたび、さらに操作が簡単になりました。

かんたんなのに

こだわれる！

20p

デザイナー、アーティストなど小さなサイト向け カフェ、美容室、雑貨屋など中規模なサイト向け
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for Online Shop for PersonalXL S

14p 18p

BiND6の
サイトづくり

ウェブ＆ソーシャルの
サービスとつながる！

全140種類以上の
サイトテンプレート

大注目！
WordPressに対応

2つのグラフィック機能で
サイトの個性をUP！

付属のWebLiFE*サーバー
なら公開まで心配なし！

美しいだけでなく、欲しい情報が
読みやすいサイトに。

　 とは？ 　 の拡張性

サービスの行き届いた
顧客満足度の高いサイトに。

for SOHO & Business for Online ShopPlan L Plan XL

4p 22p

6p 23p

8p 24p

3つのステップでサイトが完成！
簡単さの秘密をご紹介

Google、Facebook、Twitterなど
最新サービスと連携できる！

BiNDで作ったオリジナルデザインの
ブログをどこでも更新できる

プロバイダ探し不要、安心の
BiND専用サーバーを付属

中小企業、SOHOなど本格的なサイト向け オンラインショップ、企業など大きなサイト向け

充実の収録数から用途別で探せる！
フィットするサイトが必ずあります

写真のスライドショー作成や
バナーなどの画像制作もおまかせ！
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BiND6が可能にする、簡単スタイリッシュなホームページ制作の秘密を紹介します。
難しいHTML知識が不要なので、ホームページ作りが初めてでも安心です。

のサイトづくり

たった
３つのステップで
あらゆる目的に
フィットする

ウェブサイトが完成！
20
11

年G
MOリサーチinfoQ

調
べカンタンさ

ホームページ制作ソフト

No.1!

PCサイト スマートフォン
サイト

ショップ
サイト
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選んだレイアウトから文章や写真を
変更していくだけで、簡単にウェブ
ページをアレンジできます。自分で
文字や写真をレイアウトをしたい時
も、「スマートモード」を搭載したブ
ロックエディタを使えば表示が崩れ
ることなく、やさしく編集できます。

2
STEP

ウェブサイトの用途と規模に合わせて分類された
豊富なテンプレートを用意しました。見た目が完成
しているサイトデータから作るので、ウェブ制作が
初めてでも、納得のデザインに仕上がります。

作りたいサイトの用途や規模にあったテンプレートを選び「サイトを
作成」。枠組みができあがった状態からスタートできます。

エディタモード
● 自由自在のレイア
ウト

● 細部までこだわり
たい上級者向け

BiNDは、簡単なのに細かいところへもこだわれる
自由度があります。スライドショー作成や画像作成
ソフトを内蔵しているのでグラフィックパーツを自
在に作れます。さらに行間や余白などを自由に設
定できる「CSS詳細設定」で、細部までデザイン
できます。

テンプレートを

「選ぶ」

写真や文字を

「編集する」

好みのデザインに

「カスタマイズ」

1
STEP

3
STEP

専用サーバーも用意！ WebLiFE* Server

BiNDサイトを公開するための専用サーバーが付いているので、
買ったその日にホームページを公開できます（詳しくは24ページ）。

スマートモード
● Web制作が初め
ての人向き！

● 複雑なレイアウト
もこれで簡単に

● フォームに写真や
テキストを入力す
るだけ！２タイプから

選べる
簡単エディタ

CSSも
カスタマイズ
可能に！

新機能
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プロフェッショナル版だけに収録された
WordPress用、Facebookページ用のテン
プレートを使えば、さらにBiNDの用途が広
がり、オススメ！

プロが手掛けたかっこいいサイトデザインで、難しいHTMLタグを打つことなく
サイトが作成できます。用途やスケールに合わせて自分のお気に入りを探しましょう。

全140サイト以上の充実の収録数

必ず見つかるお気に入りのサイト

プロ版だけに収録！
用途別テンプレート

for
Word
Press

for
Word
Press

for
Facebook

Page

スマホ、WordPress、Facebookページまで

20
11

年G
MOリサーチinfoQ

調
べデザイン満足度

ホームページ制作ソフト

No.1!
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豊富なサイトテンプレートから用途別に選べる！

これが　　　 のデザイン力！

for
Word
Press

for
Online
Shop

for
Facebook

Page

ワイドサイズテンプレートも収録

20
11

年G
MOリサーチinfoQ

調
べデザイン満足度

ホームページ制作ソフト

No.1!

※一部追加テンプレート集のデザインを含む
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感動的なシーンも
モーションでより印象的に
「カット」「キューブランダム」「グラス
ブロック」などさらに新しいモーショ
ンが追加され40種以上になりました。

Powered by

jQueryスライドショー制作ソフト
シフト・フォー・ウェブライフ

トップは表現力の豊かな
アニメーションで引きつける

新
デザイン

jQuery Ready

トップページに訴求したいサービスを
スライド式で次々表示。好感度も宣
伝力もアップできます。

プッシュしたいサービスも
スライド式に見せられる

HTML5 ＆ jQueryを使い、滑らかにアニメーションするリッチなスライド
ショーを作成。好みの写真や画像を使い、高度なビジュアルを用意でき
ます。FlashではないのでiPhoneやiPadでも再生可能です。

２つのグラフィック機能で
サイトの個性をUP！
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多数のテンプレートを搭載
初めてでも使いやすいように、多数のテンプレートを搭載
し、テンプレートから好みのものを選ぶだけで、グラフィッ
ク編集ができます。また、BiNDのサイトテンプレートに含
まれる画像パーツはエディタからアプリを起動して編集で
き、アレンジしたあとは保存も可能です。

Powered by

画像編集ソフト
サイン・フォー・ウェブライフ・プロ

HTML制作だけじゃない！
スマホ対応のjQueryスライドショーや画像制作！

ウェブのためのグラフィック・
バナー作成はおかませ

55種のフォントで
トップビジュアルを自信作に
テンプレートのほか、55種類ものフォントを搭載し、写真、
文字へ影などのエフェクトも付けられ、実用的なロゴやボ
タンなどのデザインを効果的に作成できます。

単独のグラフィックソフトとして十分な性能を持つソフトが付属。ウェブ
編集中にすばやく起動し、バナーからメイングラフィックまで手軽に編
集できます。もう、高価なソフトを別途用意する必要はありません。

だけのビジュアル力

！
画像編集に

単独でも
使える
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M

構造はシンプルでも見た目はこだわりたい！

ショップ、サロンなどでは、
基本情報をベースとした小
さめなサイトで十分ですが、
お客さまの気持ちを強く惹
きつけるための工夫が重要
です。BiNDならば、美しい
テンプレートに、プロ顔負け
のスライドショー、オリジナ
ルバナーなどを専門知識不
要でつくれるので、こだわり
のショップに最適なサイト
を手に入れられます。

ショップ、サロンなどで
お客さまを呼び込む
サイトにする。

メリハリのきいた3段組のテンプレートに、
トップページのほか、よく利用されるペー
ジが収録されています。

MENU

TOP

CONTENTS

Page

Page

for

Shop, Service 

PLAN M

こんなサイト向き
カフェ、バー、美容室、雑貨屋、
パン屋...など

このサイトの構成イメージ

トップページと、いくつかのメニ
ュー項目からなるサイト向け

収録テンプレート：HolidayTrekkingClub/M
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店内の雰囲気や、商品の魅力をダイレクトに伝えることが
できるのは、何よりも写真。写真をハイライトさせて次 と々
閲覧できるライトボックスもBiNDなら標準で搭載。魅せ
たい写真をリッチに表現。

BiNDに付属する画像編集ソフト、SiGN Proを利用して、
ウェブサイトに必要な画像コンテンツの制作が行えます。
しかも、すぐに起動するので、他の画像加工アプリを使う
ような面倒や難しさから解放されます。

サイトのトップページは店構えと同
じ！ 思いっきりかっこよく、素敵な
ページにしたいものです。本来はプロ
グラムの知識などが必要なスライド
ショーや、動くビジュアルアニメー
ションも、BiNDならば大丈夫！ 写真
だけ用意すれば、プロのウェブデザイ
ナーが作ったようなリッチなスライド
ショーが作れます。専門知識は一切
不要です。

写真や画像を読
み込んで、スライ
ドショーの順番と
効果を選ぶだけ
で完成です。

トップビジュアルだけで
なく、バナーや本文用の
画像にあったテンプレー
トも用意されています。

ブロックテンプレートから
「アルバム」タイプを選ぶ
だけで、写真を画面いっ
ぱいに拡大、クリックで
次々に閲覧できます。

テンプレートを選んで画像
を選択、文字を入力し直
すだけでオリジナルのバナ
ーやボタンも完成。テンプ
レートに含まれるおしゃれ
なフォントも利用可能です。

料理や店内写真を美しいスライドショーで

画像をその場で拡大表示する SiGN Proを使ったおしゃれな
ロゴや写真の画像編集

魅せ方次第で
おいしさも　
さらにアップ！

新しいスライドアニメーションも追加で魅力倍増

たくさんある写真をその場で次々に拡大 バナーやボタンもすぐに更新

キューブランダム：四角形が散らばるようにして写真が変化

ボックスレイン：四角形の分割で、雨がにじむようにじんわり切り替わる



ABOUT BiND6

12

for Business Lfor Service M

簡単にオリジナリティのあるデザインができるBiNDが、
さらに簡単になりました。多様なレイアウトの種類の中で
も、ナビゲーションメニューやライトボックス、スライド
ショー、タブデザインなども思いのまま。編集画面の入力
フォームで文字や写真を追加＋編集するだけでできあが
るので、初めてのウェブ制作も安心です。
また、スマートモードで作ったあとに、エディタモードに
切り替えて、細かく設定を加えることも可能です。

「このサイトは、わたし一人で作成し、更新も行っ
ています。ウェブ制作の知識を持っていなくても、
容易に、思い通りのサイトが作成できてしまいま
す。これが、BiNDでサイト運営する最大の魅力。
もし業者任せだと、時間もお金も、いくらかかる
…？とゾっとします（笑）。
BiNDは作成する時間・コストを大幅に下げられ、
小規模でも、ムリのない運営が可能になるので、
本当に伝えたい「中身」に注力できる。最終的に
は、ウェブを見てくださる方を喜ばせることがで
きるのです。」

「スマートモード」の入力画面。各欄
の説明を読みながら、必要な文字や
写真を入れ直していけばよいので簡
単です。

スマートモードを使えば難しいレイアウトが初めてでも作れる！

　知識がゼロでスタートしたのに、
思い通りのサイトが作成できる

もっと簡単に、複雑なレイアウトが誰でも編集できる

CASE 1
旅館・ホテル経営ユーザー事例

てしま旅館
手島英樹さん

ブログのように
文字や写真を
入力すれば
できあがり

新機能
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「BiNDではSHiFTスライドショーのような、本来はプロ
の知識がないと取り入れられないビジュアルエッセンス
を利用できるので、使わない手はありません。こういっ
た魅力的な機能が、バージョンとともにどんどん進化す
るのも楽しみです。」

住所を指定して検索し、表示倍率を
指定。さらにランドマークや道順を加
えてわかりやすい地図にできます。

見やすい地図で
お客様を
逃さない！

B i N Dではいったん過去に作成したページを非公開にしたり再
び公開することも可能なので、季節の料理のページなど翌年更
新して利用するなど、忙しい人の時間節約にも役立ちます。

●阿知須温泉「てしま旅館」

BiNDでは、目印を追加できるYahoo!地図の埋め込みに
対応しています。また、「カスタムタグ」の機能を使い、
Googleのサイトからコピーしたタグを貼り付ければ、定
番のGoogleマップも挿入できます。

メールでバラバラに送られて来ても対応しづらい大事なお問
い合わせは、フォームで確実に受信。BiNDはGoogleフォー
ムを利用して、無料でフォームを設置可能。データはクラウ
ドに保存され、受付内容をメールでお知らせします。

お客様をナビゲートする
もっとも重要な役目もBiNDで

お問い合わせフォームを
埋め込み可能

わかりやすい地図がなければ始まらない！ フォームで予約システムつきのサイトに

予約フォーム、問い合
わせフォーム、アンケ
ートフォームなどのテ
ンプレートから選んで
カスタマイズします。

山口県阿知須温泉、美食と温泉が楽しめるデザインホテル。
http://teshimaryokan.com/



ABOUT BiND6

14

for Business Lfor Service M

こんなサイト向き
中小企業ホームページ、個人事
業主、各種の事業案内、NPO
活動など

このサイトの構成イメージ

for

SOHO, Business

自社サービスや取り組みにつ
いて、より多くの人に知って
ほしい。そんな場合のサイト
には、わかりやすい、丁寧な
設計と、理解の邪魔にならな
い、美しいレイアウトが必要
です。そして、つねに最新の
情報の発信地となるフレッ
シュな内容、即効性が必要。
スピードとクオリティ、そして
低コストを可能にするのが
BiNDサイトの実力です。

美しいのは当たり前。
メッセージや目的、
欲しい情報を読みやすく
基本を大切にしたサイトに。

インパクトのあるビジュアルに、最新情報、メ
イン5メニューと使いやすい構成。また、流行
のビジュアルインデックスを取り入れています。

MENU

TOP

CONTENTS

S
U

B
 M

E
N

U

CONTENTS
TOP

Page

PLAN L

多くの人に理解してほしいから、わかりやすいサイトに
サブメニュー（コーナー）がある
3 階層以上の中規模サイト向け

収録テンプレート：KAGUYA/L（BiND Site BOX）
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スマートフォンユーザーが倍増し、モバイルサイト
が求められるようになってきました。スマホ化対
応が常識になるのはもうすぐです。専用のテンプ
レートを使ってスマートフォン用のレイアウトに
こだわれるのがBiNDの強みです。

行間やリンクカラー、レイアウトの細部までこだわれる
CSSの設定ができるようになりました。これにより、いまま
では難しかった細かい部分での調整やカスタマイズも可
能に。デザインの自由度があがり、テンプレートを使いな
がらも、オリジナリティのあるサイトができあがります。

リストからプロパティを
選び、数値を設定する
ことで、まとめてカスタ
マイズし、保存できます。

テキストや余白などを、一斉
に変更することができます。

デザインの細かい部分までこだわれるように

急増するスマートフォンユーザーも逃さない！

CSSのカスタマイズが可能に！

スマートフォン用のテンプレートをいよいよ提供

PC
サイト

スマホ
サイト

新機能

新機能

製品に用意されているテンプレー
トで、スマートフォンに最適化し
たウェブページを作成できます。
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「BiNDを使うことで、さまざまなブラウザ環境で
の閲覧が保証され、検索エンジンでしっかりと上
位検索できるといった基本を心配する必要がな
くなります。老若男女さまざまなタイプの利用者
を対象とした活動を行う公的機関では、重要な
ポイントです。
また、デザイナーがはじめて触ってみて、マニュア
ルも読まずにどんどん制作が進められてしまう使
い勝手の良さから、普段からこまめな更新ができ
るようになりました。」

幅広い対象に向けた公的サービスでも
安心して利用

CASE 2
ものづくり支援ユーザー事例

（山形まなび館のサイト制作運営を担当）

コロン
荒木淳一さん

最近ビジネスサイトでもよく使われている「ワー
ドプレス」のデザインがBiND6から行えるよう
になりました。WordPressがインストールされ
たサーバーならどのサーバーでも対応します。
PHPやMySQLなどの難しい知識が不要で、
オリジナルで美しいブログサイトのデザインが可
能。もちろん更新は、ブログなのでBiNDがな
くても行えます。

ブログだから、どこからでも場所を選ばず更新できる
WordPressのテーマをBiNDでデザインできる

ブログなのでコンテン
ツの更新はスマートフォ
ンでもタブレットでも
O K。外出先でも作業
が可能です。

B i N Dの直感的な操作でオリジナル
デザインのブログを作れるようになり
ました。

ブログサイトの
デザインを
BiNDで
簡単に作れる！

新機能
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●  　「山形まなび館」
ものづくり支援を主軸に山形の産業の紹介やイベントを開催。
http://y-manabikan.com

「使いやすさでは、画像編集ツールのSiGN Proの手軽さ
はおすすめできます。BiNDは、どこから手をつけたらい
いのか分からないソフトと違って、初めてでもサクサクっ
とはじめられてしまうすごさがあります。」

原稿や画像素材はほかのスタッフとも協力
しながら制作し、ウェブサイトの更新はす
べて1人で行っています。

BiNDならば、GoogleAna ly t ics
と連携し、ウェブ解析結果を検証し
て最適化を進められます。

BiNDのサイト
管理からページ
ビューもすぐに
確認できる

高機能なアクセス解析Google Analyticsと連携できる
ので、SEO分析も安心です。サイト設定でまとめて準備が
可能なので、ページごとに解析用コードを埋め込む必要
はありません。BiND起動時にページビューをグラフで表
示でき、制作のモチベーションアップにも役立ちます。

BiNDは、オンラインストレージサービスDropboxに対応
し、データをクラウド上で共有できます。複数の場所に置
かれたパソコンでも最新のサイトデータを共有しておけば、
同一サイトの更新作業が行えます。また、どこにいても
データを共有でき、効率的な運用を可能にします。

いまや必須となった
アクセス解析もバッチリ

サイトをクラウド共有して
どこからでも制作ができる！

Google Analyticsでアクセス Evernote／Dropbox、2大クラウドツールに対応

BiND

BiNDサイト

BiND

ノート共有

Evernote 共有イメージ
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こんなサイト向き
オンラインショップ、企業サイト、
教育機関など

このサイトの構成イメージ

for

Online Shop

BiNDでは、オンラインショッ
プに最適なカートと決済シス
テムまで、利用できます※。も
ちろんサイトテンプレート同
様の美しいデザインで統一さ
れているので、ショップ部分
だけデザインを妥協したり、
使い勝手が悪くなる心配は
一切ありません。商品の管理
画面や注文管理ももちろん
行えます。

商品の見せ方から
購入完了まで
サービスの行き届いた
満足度の高いサイトに。

統一感のある美しい商品ページ、およびシ
ョッピングカートで気持ちよくオンラインシ
ョッピングが楽しめるサイトにできます。CAMPAIGN

TOP

MENU

TOP

CONTENTS
S

U
B

 M
E

N
U

CONTENTS
TOP

Page

PLAN XL

おしゃれなショップにしたいなら
キャンペーン、別サイトなどの広が
りを持たせたいサイト向け

収録テンプレート：NaturalCosmetics/XL

※オンラインショップ機能を利用するにはWebLiFE サーバー プレミアムコースの契約が必要です（24ページ参照）
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BiNDのサイトテンプレートと統一感のあるデザインのまま
カートの付いた購入ページが作成できます。商品登録や在
庫数の管理などの作業は、ブラウザ上の管理画面から行
えます。初めてでも、顧客や発送情報の管理など、仕事で
しっかり使える機能が揃っているので安心です。

BiNDカートは、主要な決済方法の選択に対応し、設定も
楽々行えます。また、個人でもクレジットカード決済の導入
や、コンビニ払い、Paypal払いが可能なオプションを選ぶ
ことができるので、銀行振り込みなどに比べてよりスムー
ズな購入方法が提案できます。

管理画面はウェブブラウ
ザでアクセスでき、商品登
録や受注管理が行えます。

はじめてでも安心の
ショップカート機能

個人ショップでも
クレジット決済に対応できる

ウェブの管理画面から商品登録・管理 主要クレジットカード、コンビニ払いの導入も可能

「製作、販売だけでなく、ウェブ
ショップの更新、受注管理までひと
りで行っているので、Webの専門
的な知識がなくても、すべて自分
でコントロールできるBiNDは魅力
的です。外注するのに比べ、スピー
ド面や自分のアイデアを直接反映
させられるので重宝しています。店
舗はありますが、足を運んでいただ
くのが難しい方にウェブショップは
喜ばれます。今後、取り扱いアイテ
ムをさらに進化させる予定です。」

他のホームページ制作ソフトで挫折
BiNDに出会って成功！

CASE 3
アトリエ、オンラインショップユーザー事例

●「shawn & megu」 shawn & megu

久保田大喜さん

主要クレジット
コンビニ決済
対応可能！

真鍮のリングやタグ、革バッグをカスタムオーダー。
http://shawn09megu.com

モバイル
カートにも
対応
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こんなサイト向き
個人、デザイナー、ミュージシャ
ン、趣味のサイトなど

このサイトの構成イメージ

for

Personal

いまや、個人がさまざまな方
法でネットを使ってアピール
をすることは当たり前。ブロ
グやソーシャルメディアはも
ちろんですが相乗効果によっ
て、ウェブサイトの重要性は、
ますます高まってきました。
時代遅れなサイトではなく、
スタイリッシュでかっこいい、
自己紹介の場が必要です。
BiNDならば、個性派でも納
得いくデザインのウェブサイ
トが用意されています。

オリジナリティや
創造性が発揮できる
ウェブサイトに。

PLAN S

イマジネーションがそのままカタチにできる

MENU

TOP

Page

利用頻度の高いプロフ
ィールページ、写真一
覧（アルバムタイプ）な
どもあらかじめ用意さ
れています。

目的がひとつ。トップページのみ
か数ページからなるサイト向け

収録テンプレート：Light & Dark/S
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BiNDのブロックテンプレートを使えば、複雑なレイアウト
やオリジナリティのあるページ構成も簡単に作成できます。
さらに、新モードの「スマートモード」テンプレートを使え
ば、表示崩れの心配もありません。

ダイレクトに作品やメッセージを伝えられる、インターネッ
トならではの動画ファイルや音楽の配信ページを、BiND
でデザインできます。また、YouTubeのプレイヤーもオリ
ジナルデザインにでき、表現力豊かなウェブページを必要
とする方におすすめできます。

レイアウトのカテゴリを選び用途に合ったレイアウトを作成

ブロックテンプレートや、
ウェブサービスのメニュー
から動画などを埋め込み
できます。

ブロックテンプレートから
選ぶだけでレイアウトできる！

動画や音楽の埋め込みも
連携すれば視聴しやすく！

複雑なレイアウトも簡単！ YouTubeやVimeo、Ustreamの埋め込みデザインも簡単

「もともとは、FlashとDreamweaverを使っていたのですが、ソフトを使いこなしていた
訳でもなく、価格も高くアップグレードするのが個人では難しかったので、それに代わる方
法を探していてBiNDに出会いました。BiNDはテンプレートが良いので、それをちょっと自
分色にするだけで、かっこいいオリジナルのサイトがお手軽に作れてしまいます。」

プロのクオリティに手が届くCASE 4
個人、趣味サイトユーザー事例

● 「Donna Camera」

donnaさん

写真と紙と、毎日の幸せを綴る雑記帳。
http://greengreen.pupu.jp

新機能
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最新技術の
無料サービスを
活用できる！

BiND6に搭載された、拡張機能

SYNC fo r WebL iFE*に用意された連
携ウェブサービス一覧。

Powered by

外部のウェブサービスと連携
シンク・フォー・ウェブライフ

Twitter、Facebook、Google…ソーシャルメディアをは
じめ、ウェブ上には、オンライン上で利用できる便利な
サービスが、日々生まれています。BiNDならば、最新の
技術を活かし、無料で利用できるこれらのサービスを
あなたのサイトに追加し、連携する準備が整っています。

BiNDの編集画面からワンクリックで立ち上がるSYNC 
for WebLiFE*（シンク・フォー・ウェブライフ）では、主
要なウェブサービスとの連携が簡単に行えます。

SYNC

　　　  なら、
更新力UP  も集客力UP  も
おまかせ！
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ソーシャルコネクト機能を使えば、登録した
Twitter、Facebook、mixiの友達（フォロワー）に
まとめて更新
のお知らせや
メッセージを
発信できます。

Twitterのつぶやきをホー
ムページからも閲覧でき
るようになります。難しい
設定なしに、レイアウトの
カラーや、表示するつぶや
き数なども指定できます。

運営しているFacebook
ページに「いいね！」して
もらうLIKE BOXを設置
できます。友達が「いい
ね！」済みの場合はその
顔が表示されるのでサイ
トへの親しみもアップ。

ユーザ名が固定されるソーシャルコメントを利用
した掲示板で、使い勝手よく管理しやすい掲示板
の運用も可能です。

掲示板は管理しやすい
ソーシャルコメント

Facebookページとも
つながる

ソーシャルコネクトでまとめて告知
Twitterのつぶやきを
ホームページに表示

コンテンツの更新はブログなので
スマートフォンでもタブレットでも
OK。外出先でも作業が可能です。

国内外で最大シェアを誇る無料で利用可能なブログシステム
「ワードプレス」のデザインがBiNDで可能に。WordPress
がインストールされたサーバーならどのサーバーでもB iND
で作成したテーマのデザインを利用できるようになります。

  新機能！

Powered by

BiNDでブログをデザイン
バインド・フォー・ワードプレス

WordPressの使い勝手はそのまま、
デザインをBiNDで

※作成に必要なWordPressテンプレートはプロフェッショナル版のみに収録しています。
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　　　　　　　　 　 で
ホームページ公開まで心配なし！
BiNDで作成したホームページを公開するのに最適な機能を備えた、
専用のホスティングサーバーです。便利な機能を多数そろえ、もちろん設定方法は簡単。
モバイル、オンラインショップサイト、Facebookページ、WordPress運用にも対応します。

FacebookページもBiNDで

スタンダード版
ベーシックコース6ヶ月

プレミアムコース1ヶ月

プロフェッショナル版
ベーシックコース24ヶ月

プレミアムコース3ヶ月

BiNDのパッケージを開ければ、すぐ
にWebLiFE*サーバーと契約が可能。
３～24か月の無料利用パスが入って
います。

プレミアムコース、およびオンライン
ショップコースでは、B iNDカートを
利用して、BiNDサイトにショッピング
カートを付け、ECショップの運営が
可能です。商品登録数の多い、本格
的なショップにも対応します。

B iNDでデザインしたオリジナルの
Facebookページを、公開・運営で
きます。ウェルカムページなどのオリ
ジナルデザインのFacebookページ
作成には、プログラム知識が必要で
すが、We bL iFE*サーバーならウィ
ザード形式で公開できます。

買ったその日から
使える！

● サーバー無料パスが全製品に付属

Facebookページの
オリジナルデザインや
運営もおまかせ

POINT 

1

POINT 

2

POINT 

3

本格的な
ECショップ運営に！ デザインを

活かした
ショップに！

コミュニ
ケーション
ツールに！
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BiNDを購入すると専用サーバーがセットに！
買ったその日から使える！

主要な支払いに対応
銀行振込、郵便振替、代引き決済、
クレジットカード決済（V I S A、
Maste r、JCB、AME X各種提携
カード※）、コンビニ決済、ネット銀
行決済（ジャパンネット銀行、楽天銀
行）、電子マネー決済、PayPal決済、
「Pay-easy」

ショップの機能
ショップ情報、送料設定（全国共通
送料設定）、送料無料条件設定、特
記事項、商品管理、商品情報設定、
在庫管理、受注管理、受注CSVダ
ウンロード、納品書作成機能　ほか

オンラインショップ・
テンプレートを提供
BiNDテンプレートを使ったショップ
カートページを提供。「カートに入れ
る」「カートを見る」ボタンデザイン
選択、「商品タグ」デザイン選択

一括払いでお得
年間払いによる割引
あり

モバイルキャンペーン
ケータイ向けに集客メールを作
成して送付できます。

クレジットカード決済対応！
ショッピングカート運営の場合に
主要なクレジットカード決済に対応
させることができます。

公開もかんたん設定
専門知識がなくてもホームページ
公開が行えます。

容量無制限
写真や画像をたくさん載せても
大丈夫！

モバイルサイト自動変換
BiNDで作成したPCサイトをケー
タイ電話とi Phone用サイトを作
成し、表示できます。

独自ドメイン
サイトURLを自分で選んだ好き
な文字列に変更できます。独自
メール、ウェブメールにも対応

ショッピングカート
在庫、受注管理、決済機能を搭載
した本格的なショッピングカートを設
置できます。モバイル用カートも対応！

かんたんパスワード設定
ホームページにパスワードをか
けてアクセス制限が行えます。
会員向けページ作成に。

Facebookページ作成
Facebookページのオリジナル
ページを作成し、公開できます！

※1 お支払いはクレジットカード（VISA /Master/JCB/AMEX）のみとなります。
※2 無料期間終了後、1ヶ月以内にカード決済処理することで継続利用可能です。
※3 新規にコース契約する場合のみ有効
※4 初回登録のみ無料
※5 おまかせモードは、BiNDのブロックを配置した並びのまま携帯変換機能で表

示するサービスです。Ajaxの仕組みなど、携帯サイトで表示できる機能には制
限があるため、PCサイトと同様に表示されない場合があります。

※6 ベストエフォートであり、理論上の最大値です。混雑時やお使いの回線種別に
よっては表示された帯域が出ない場合があります。

※7 設定できる独自ドメイン名は3つまでです。
※8 機能をご利用いただけますが、操作方法ならびに動作やエラー等に関して弊社

ではサポートを行っておりません。予めご了承下さい。

BiND6 購入パッケージ
WebLiFE サーバー
ベーシックコース

WebLiFE サーバー
プレミアムコース

WebLiFE サーバー
プレミアム年間一括コース

スタンダード版 プロフェッショナル版 スタンダード版 プロフェッショナル版 スタンダード版 プロフェッショナル版

月額利用料金（税込） ※1 980円 ※2 2,980円 ※2 29,760円 /年
（月額換算で2,480円 /月）

試用期間　※3 6ヶ月無料 24ヶ月無料 1ヶ月無料 3ヶ月無料 1ヶ月期間延長 3ヶ月期間延長
WebLiFE サーバー
初期設定料金（税込） ※1

無料 5,000円 無料 ※4 5,000円 無料 ※4

ショッピングカート × ○ ○
モバイルカート × ○ ○
Facebookページ 作成ページ1ページ、2タブ表示まで 作成ページ無制限 作成ページ無制限
BiNDモバイル おまかせモード※5 おまかせモード、じぶんでモード 、モバイルキャンペーン
その他 ディスクスペース無制限（1ファイルあたり

のファイル容量100MBまで）、転送速度
128-256kbps ※6

ディスクスペース無制限（1ファイルあたり
のファイル容量１GB）、転送速度1Mbps 
※6、独自ドメイン対応 ※7、かんたんパス
ワード、メールアドレス無制限発行、WEB
メール、Perl、PHP、MySQL利用 ※8

プレミアムコースに準拠
＋ショップ向けテンプレート集（14,800円
分）のダウンロードサービス付き

ベーシックコース プレミアムコースさらに！

本格的なオンライン販売にも使えるBiNDのショッピングカート

基本の２コース

WebLiFEサーバー  ベーシック／プレミアムコース比較表

※別途、イプシロンとの契約が必要です。
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「さらに使える」BiND 6の便利な機能（抜粋一覧）

★印のついている項目は、専用サーバー（WebLiFE*サーバー）とご契約いただくことでご利用いただける機能です。

最新版ではこんなに進化を遂げた！
編
集
モ
ー
ド

画
像
関
連
機
能

各
種
挿
入
パ
ー
ツ

ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
系
パ
ー
ツ

ソ
ー
シ
ャ
ル
系
パ
ー
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他
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 エディタモード レイアウトの詳細を自由に編集
 スマートモード レイアウトをフォームに入力して編集
 SMタグ編集モード スマートモードの入力フォームを自作（プロ版のみ）
 CSS詳細設定 文字サイズや行間、装飾、マージンなどを自由に設定
  ビルボード、バナー、タイトル、ボタン対応のテンプレート（テキストエリア設定）
  JPEG、PNG画像書き出し可
 
画像編集機能［SiGN Pro］

 テンプレートファイルの共有化
  テキスト・画像へのエフェクト：シャドウ、グロー、ブラー、明るさ、ガンマ、グレイスケール、
  カラー、カラー変調、ヴィネット
  10種類の日本語フォントと45種類の欧文フォントをソフト内に内蔵（Win/Mac ハイブリッド）
  SiGN3との互換性過去バージョンのSiGN パーツは同梱SiGN3 で編集
  ビルボード、本文、サイド、背景、Facebook 用サイズテンプレート（画像からのリンク設定）
 スライドショー作成機能［SHiFT］ コメント挿入
  SHiFT 画像編集（スライドショーの自動再生、ループ再生）
 カスタムタグ挿入 HTML編集、HTML入力フィールドを別ウィンドウ表示、ヘッダへのソース追加
 動画挿入 QuickTime/Flashなどの挿入
 データダウンロード設定 ダウンロード用ファイルの格納、Google Analytics のトラッキングID入力設定
  （ダウンロード数をカウント可能）

 テーブル作成 表（テーブル）レイアウト作成、表テンプレート
 Office連携［Office Importer］ Microsoft Officeファイルを変換して挿入
 ID Flashパーツ挿入 ID for WebLiFE*で作成したコンテンツの挿入
 LiVEパーツ挿入［LiVE Connect］ LiVE for WebLiFE*で作成したコンテンツの挿入
 問い合わせフォーム作成 フォームの挿入、テンプレート（郵便番号- 住所連携、全角半角自動判別、送信後自動返信）
 YouTube挿入 YouTube チャンネルの挿入、画質選択の追加、プレーヤースタイルの選択
 ブログ連携 ブログ挿入（ 対応ブログサービス：FC2、Blogger、JUGEM、livedoor、Ameba、goo、
  Yahoo!、ココログ計8種）

  RSS ボタンの挿入、RSS の作成／配布RSS のURL 指定
 BiNDニュース Twitter、Yahoo!、Google、はてなの各ブックマークと連携
  BiND ニュースティッカーの挿入
 Googleドキュメント挿入 Googleドライブ上のドキュメントファイル、スプレッドシートを挿入
 サイト内検索 サイト内検索（Google, Yahoo!）
 掲示板 Facebook やDISQUSとの連携によるコメント欄の設置
 Google自動翻訳 ページ内の言語を自動翻訳して表示
 Yahoo! 地図 Yahoo!地図、およびマーカーの挿入
 Ustream連携 プレイヤー、ソーシャルストリーム挿入
 Twitter連携 Twitterタイムライン表示、Twitterバッチ挿入
 Facebook Like Box Facebookページへのいいね！ボタン対応、レイアウト、サイズ、表示項目の選択
 ソーシャルボタン Twitter、Facebook、mixi、Google+

 ショッピングカート［BiNDカート］★ ショッピングカート、商品登録、在庫管理、受発注管理
 ソーシャル連携機能［Social Connect］ Twitter、Facebook、mixiと連携し、「つぶやき」を投稿
 Facebookページ作成機能★ Facebookページに独自ページをアプリ登録、ウェルカムページ対応
 WordPressテーマ作成機能 WordPressテンプレートの作成
 スマートフォンサイト対応 モバイル簡易プレビュー、スマートフォンテンプレート
 サイトデータ共有 Dropboxでのデータ共有に対応
 アクセス解析 GoogleAnalyticsの埋め込み対応

 WebLiFE*サーバー BiNDサイト専用の高機能ウェブサーバーサービス

機能詳細機能カテゴリー
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  新発売！
2013年1月31日発売
〈ダウンロード版〉

BiND Site BOX vol.1～4

BiND6のために作られたオリジナルの追加テンプレートが、
「BiNDサイト・ボックス」として誕生！

各巻とも、BiNDサイト＋WordPress＋スマ
ホの3種のテンプレートを収録し、様々な用
途をカバー。vol.4にはBiNDカート搭載の
オンラインショップテンプレートも収録！

　Windows  版
　対応OS Windows 8（32bit/64bit 対応。ただし64bit 版では32bit モードで動作）、Windows 7 SP1（32bit/64bit 対応。ただし64bit 版では

32bit モードで動作）、Windows Vista SP2（64bit 版とサーバー版を除く）、Windows XP SP3の（64bit 版、サーバー版、Media 
Center Edition、Tablet PC Editionを除く）いずれのOSも日本語版のみ対応

　CPU インテル Pentium 4プロセッサ 2.4 GHz 以上（Core2Duo 以上推奨）
　必要メモリ 2GB 以上のメモリ（4GB 以上推奨）
　ディスプレイ 1280 X 768ピクセル以上のモニタ（1440ｘ900ピクセル以上推奨）
　ハードディスク容量 5GB 以上のハードディスク空き容量（10GB 以上の空き容量推奨/RAID 環境を除く）
 ※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
 ※1パーティション（1つのドライブ）が2TB 以内の環境へインストールする必要があります

　Mac 版
　対応OS Mac OS X 10.6.8（サーバー版を除く）、OS X 10.7.5（サーバー版を除く）、OS X 10.8.2（サーバー版を除く）
　CPU インテルプロセッサ専用（Core iシリーズ 2.0GHz以上推奨）
 ※Mac OS Xの動作が保証されているApple純正Macのみ
 ※ご使用されているOSの推奨する環境以上のスペックが必要です
　必要メモリ 2GB 以上のメモリ（4GB 以上推奨）
　ディスプレイ 1280 X 768ピクセル以上のモニタ（1440ｘ900ピクセル以上推奨）
　ハードディスク容量 5GB 以上のハードディスク空き容量
 ※Mac OS 拡張（ジャーナリング）のみ動作、10GB 以上の空き容量推奨/RAID 環境を除く
 ※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保証対象外
 ※1パーティションが2TB 以内の環境へインストールする必要があります

　その他の要件（Windows & Mac）

　※DVD-ROMドライブ（インストール時）
　※インターネット接続環境とご自分のメールアドレス（初回起動時のみ必須）
　※ブロードバンド環境（2Mbps 以上の回線速度）推奨（インストール時およびアップロード時に必要）
　※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システムでの動作は保証外です
　※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
　※OS X 10.6.8の場合：Safari 5.1.7、OS X 10.7.5/10.8.2の場合：Safari 6.0.2（ソフト本体の起動に必要）
　※Adobe Flash Player 11.5（ソフト本体の起動に必要）
　※Adobe AIR 3.5（インストーラに同梱）
　※各AIRアプリケーションはデフォルトのアプリケーションインストール先のみインストール使用可能です
　※オンラインユーザー登録が必須です
　※BiND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

そのほかの追加テンプレート集

「BiND サイトコレクション」
vol.1～5　各9,800円（税込）

〈ダウンロード版〉

「オンラインショップコレクション」
各14,800円（税込）
〈ダウンロード版〉

vol.1「KIDS SMILE」
vol.2「DairyCooking」
vol.3「KAGUYA」
vol.4「GirlsClothes」

動作環境

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

標準価格 各5,800円
〈ダウンロード版〉



初めてのホームページ、
ビジネスサイト、
オンラインショップ…
すべておまかせ

中小企業庁長官特別賞受賞

ホームページ制作ソフト

スマートフォンサイトも
買ったその日に公開できる
「安心」の 専用サーバー
画像作成ソフト付き
テンプレート 種以上収録

企画・開発・販売　株式会社デジタルステージ
〒 　東京都世田谷区池尻

※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。

● 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。

● 本製品のカートリッジ利用ガイドラインについて
 BiND for WebLiFE に含まれるデザイン素材を使って制作したウェブサ
イトは、私用・商用に関わらず、自由に公開することができますが、写真
素材については、カートリッジの参考素材としてのみ著作権者より使用
を許諾されているものであるため、お客様は制作物に使用することが
できません。

● SiGN for WebLiFE* Pro、SYNC for WebLiFE* 5について
   「SiGN for  WebLiFE* Pro」および「SYNC for WebLiFE* 5」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®の動作環境

● 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。

● 本製品のカートリッジ利用ガイドラインについて
 BiND for WebLiFE に含まれるデザイン素材を使って制作したウェブサ
イトは、私用・商用に関わらず、自由に公開することができますが、写真
素材については、カートリッジの参考素材としてのみ著作権者より使用
を許諾されているものであるため、お客様は制作物に使用することが
できません。

● SiGN for WebLiFE* Pro、SYNC for WebLiFE* 5について
   「SiGN for  WebLiFE* Pro」および「SYNC for WebLiFE* 5」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®の動作環境

に準じており、BiND6とは動作環境が異なりますのでご注意ください。
また、ウェブサービス（SYNC for WebLiFE*、ソーシャル・コネクト）と連
携する各種パーツはサポート・動作対象外のサービスバンドル機能です。

● 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* Serverについて
 WebLiFE* Server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* Serverに関するサポート先は、BiNDのオンラインヘルプをご
覧ください。

製品ラインナップのご案内 ホームページ制作ソフト

プロフェッショナル版 スタンダード版

解説本付き（ 円相当）

Windows版
DSP-03206 Jan-4527956-03206-1

Windows版
DSP-03208 Jan-4527956-03208-5

Mac版
DSP-03205 Jan-4527956-03205-4

Windows版
DSP-03202 Jan-4527956-03202-3

Mac版
DSP-03201 Jan-4527956-03201-6

Mac版
DSP-03207 Jan-4527956-03207-8

　 円（税込）

円（税込）

　 円（税込）

作成から公開まで
この 本で！
安心のパッケージ

対応！

収録テンプレート数
サイト

オンラインショップ用テンプレート
そのうち サイト

WordPress用テンプレート
そのうち サイト

Yahoo! リスティング広告パス
円分

写真素材パス
円分

独自ドメインパス
年無料

［教職員・学生の方］アカデミック版

パッケージのみ 解説本付き（ 円相当）

Windows版
DSP-03106 Jan-4527956-03106-4

Windows版
DSP-03108 Jan-4527956-03108-8

Mac版
DSP-03105 Jan-4527956-03105-7

Windows版
DSP-03102 Jan-4527956-03102-6

Mac版
DSP-03101 Jan-4527956-03101-9

Mac版
DSP-03107 Jan-4527956-03107-1

　 円（税込）

円（税込）

　 円（税込）

収録テンプレート数
サイト

オンラインショップ用テンプレート
そのうち サイト

［教職員・学生の方］アカデミック版

パッケージのみ

欲しかった機能が
すべて揃う！
充実のパッケージ

Facebookページ用テンプレート
そのうち サイト

スマホサイト用テンプレート
そのうち サイト そのうち サイト

スマホサイト用テンプレート

WebLiFE*サーバー ベーシックコース
ヶ月間無料

WebLiFE*サーバー プレミアムコース
ヶ月間無料

WebLiFE*サーバー ベーシックコース
ヶ月間無料

WebLiFE*サーバー プレミアムコース
ヶ月間無料


