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What is Your Site Type? あなたにピッタリの
Webサイトのデザイン、あります。

［ コーポレート ］

［ オンラインショップ ］

［ サービス ］

［ コミュニティ ］

効率性や機能性を求める
本格的なサイト運用に。

NPOなど、世に広めたい
コミュニティの運営などに。

コーポレート、ショップ、サロンなど
ビジネスに欠かせないサイト向け

カフェ、リゾート施設、アパレルなど
見た目を重視したいサイト向け

一点ものの手作りショップから
本格的なオンラインショップまで。

ブランディングとトレンドを
大切にしたいサイトに。

サーバーを問わず無料で開店
できるオンラインショップ。

最新のウェブサービスと連携して
情報拡散力のあるサイトに。
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200サイト以上の
充実の収録数

BiNDのデザインテンプレートは

テンプレートを選ぶ

Personal

Service

Corporate

※

※パッケージの種類によって異なります。
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デザインを選んだら次へ！

Community

Promotion

ユーザーアンケート

デザイン満足度No.1（2011年GMOリサーチinfoQ調べ）

Online
Shop

多様なジャンルの
テンプレートが
勢揃い！

スマホサイト
にも対応！

for
Facebook

Page

for
Word
Press

※一部追加テンプレート集からのデザインを含む
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テンプレートを編集する

初めてでも、安心。
上手に作れるBiNDならではの作り方

カンタン編集の 3つのステップ

使いやすさの秘密は ブロック編集

（特許取得番号 第5322403号）

1
豊富なテンプレート
からレイアウトを選ぶ。

2
文字や写真を入力
フォームに入れる。

3
必要ならレイアウト
変更もカンタンに。

とにかく簡単、なのに細部までこだわれる、
BiNDだけが取得している特許認定の「ブロック編集」機能です。

エリアごとに分かれたブロックを並べ替えて作るので、レイアウトが崩れません。

ブロック単位
で編集！
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ブロック編集がかんたん、安心な理由　

1

2

3 ブロック編集だから崩れずにパーツを組み立てるだけ！

完成サイトは次へ！

ブロックを組み
立てるように
ページ全体の
構成を変更で
きます。

入れ替え

ブロック
追加

サイドバーを移動

Ａ：ブロックを追加
B：サイドバーの
　  位置変更
C：ブロック同士の
　  入れ替え

サイドバーの位置
を左右変えたり、
ブロックの順番を
ワンクリックで変
更できます。

テンプレートを選ぶだけで、複雑なレイアウトが作成できる！

ブロック内のレイ
アウトは20 0種
類以上用意され
ています。作りた
いイメージのもの
を選ぶだけ。

文字中心の記事、写真をたくさん並べるアルバ
ム、タブなどを使ったレイアウトなど多数用意。

投稿フォームタイプの入力だから、誰でもわかりやすい！
文字や写真を入れていくだけでOK。

フォーム画面のように入力欄が分けられている
ので、初めての編集でも安心。

複雑なレイアウトでも崩れることなく、枠の中に収まり
ます。

B
B

A
A

C
C
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本気で使えるBiNDのビジネス向けサイト

S
a

lo
n A

g
e

h
a / M

コーポレート、ショップ、サロンなど

効率よく、洗練されたデザインで構築。スマホまで対応。

ビジネスの発信拠点を強化し、顧客獲得へと導きます。

［ コーポレート ］
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今やあらゆるウェブサイトへのアクセスは、
モバイル環境がPCを凌いできています。ビ
ジネスサイトのモバイル対応はもはや急務。
B iNDならばスマホ用テンプレートで情報を
最適化できるので安心です。

複数のメッセージを効果的に短時間で伝える
ためには、メッセージの訴求力を上げるスラ
イドショーが今や欠かせません。PCでもス
マホでも閲覧しやすく、かつアピールもでき
るオリジナリティの高いアニメーションスライ
ドショーが、簡単に設置できます。

エフェクトの効果は40種以上。
バナー画像にも利用できます。

スマートフォン、タブレット、PCサイトとデザインが統一できます。

「検索ロボット設定」を使い、ページのキーワードなどを細か
く設定。

CMのような効果を期待できる
スライドショーを作成

PCだけでなくスマートフォンに
対応したサイトも用意

左右に写真が移動しながら切り替わるなど様々な効果のスラ
イドショーがすぐに作れます。

GoogleやYahoo!などで検索結果の上位に
表示されるには、HTML5に準拠したコードと、
ページ内容に最適なキーワード設定が必要。
BiNDならば美しいソースコードはもちろんの
こと、ページ単位で個別のSEO用キーワード
を設定することができます。

ネット検索の上位表示に！
SEOキーワードを個別に設定

この1本で
安心！
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トレンド感あふれるデザインクオリティの高いサイト

［ サービス ］

カフェ、リゾート施設、アパレルなど

最新トレンドをふんだんに取り入れた魅了するサイトを。

世界観を共有してリピーターとファンを増やしましょう。

M
in

sh
u

ku / X
L
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クオリティの高いサイトを維持するには、細
部のパーツや写真の見栄えも気配りが必要。
BiNDには、画像編集機能SiGN Proが同梱、
画像を選んだり文字を入力するだけの作業
でオリジナルロゴやバナーが作れます。

マウスオーバーすると表示されるドロップダ
ウンメニューやカーソルに反応するボタン、
そして、スクロールしても隠れないメニュー
など、美しさはもちろん、上手な導線が作れ
る心地のよいナビゲーションが設置できます。

モーションナビで
気持ちよく閲覧させる

画像編集ツールで
写真加工やロゴ作成までできる

デザインを追求したいサイトなどで、さらに
文字のサイズ、行間、余白など細部までこ
だわりたい場合、CSS詳細設定から変更が
行えます。またリンクカラーなどもまとめて
変更可能です。

細部までこだわりたい人へ
CSSを簡単に設定できる

たとえばこんなふうに特定の文字の色や余白をC S S
で変更できます。

左：jQue r yならではの動きのあるナビゲーションで、サイト
の使い心地が一気にモダンになります。右：メニューを「ロッ
ク」すればスクロールしても隠れず他のページにも行きやすく。

レイヤー編集もでき複数画像
を組み合わせたり、ロゴなど
もやさしく制作できるように
配慮されています。

作成した画像は、jpg、pngに書
き出して保存できます。

トレンド
最前線！
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Why
BiND?

色々なソフトを比較したが、
自分のイメージ通りに作れる
BiNDを選んでよかった。

ユーザー事例  ❶

User's Voice　コーポレート 編

［ 好きなところ ］
外注では伝えづらいイメージも、
思った通りに自分で簡単に作れる
ところ。

［ ここが役立つ ］
デザインの良さ、更新の簡単さ、
実現できることに対してのコスト
の低さです。

［ おすすめのポイント ］
バージョンアップする度、できるこ
とが増えるので非常にありがたい。
Webフォントはぜひ使ってみたい。

相続税申告のことなら えらべる相続
相続税申告サービスをわかりやすく紹介。

http://www.esozoku.com/

自分で、デザインの良いウェブサイトを、コストを抑えながら作り
たい人には、B iNDは最適です。専門業者に依頼すれば少なくと
も数十万円はかかりますから、ビジネスでウェブサイトを活用した
い場合もB iNDの存在は、非常にありがたいです。私は自分で
100ページ以上追加しましたが、少しずつ、できるところから更新
していけば無理なく運用ができました。

税理士法人ネクスト
根岸二良さん
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テンプレートの質が高く
専門知識がなくても使え、
短期間で制作ができます。

ユーザー事例  ❷

あずんガーデンファーム
エコでこく旨な美味しいトマトを出荷します。

http://azun-gf.com/

クライアントである、あずんガーデンファームさんがBiNDを購入し、
自社運用を最初から希望していました。しかし立ち上げはプロに
ということで、BiNDを使える弊社に発注いただきました。BiND

でのデザインのコツは、シンプルで統一感のあるレイアウトにする
ことと、写真のクオリティだと思います。野菜のみずみずしさ、お
いしさが伝わってくるような写真を大胆に採用しています。

Why
BiND?

［ 好きなところ ］
収録テンプレートの質の高さと、
最新のウェブのトレンドが専門の
知識がなくても使えること。 

［ ここが役立つ ］
サイト制作が短期間で済むこと。
操作が簡単、完成後クライアン
ト様自身での更新も可能なこと。

［ おすすめのポイント ］
何より、低価格でソフトが購入でき、
質の高いサイトが作れること。

デザイナー／
フォトグラファー
西岡友幸さん

User's Voice　サービス 編



無料から使える本格的なECサイト
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一点ものの手作りショップから

本格的なオンラインショップまで

サーバーを問わず、無料で開店できます。

［ オンラインショップ ］
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手に取れないオンラインショップでは、商品
写真ほど重要なものはありません。サムネイ
ルで写真の表示切り替えができる便利なタ
ブ機能を使いましょう。また、WebLiFE*サー
バーのプレミアムコースなら1,0 00点の商品
登録が可能。本格ショップに対応できます。

BiND7から、画像を貼るように簡単に、ペー
ジの中にショッピングカートを追加できます。
公開サーバーはどこでもOK、無料で開店で
きます。カートボタンを自作してデザインアレ
ンジできるのもBiNDならではです。 カートを追加したい箇所の

編集画面を開き、クリックで
カートボタンを追加できます。

細部やカラーバリエーションを見せたい商品の写真に便利な
商品詳細ページデザイン。

フォームの入力を使って、カンタン操作で商品を登録してい
けます。

※BiNDカート・フリーコース（月額無料）では登録商品は５点まで

ページの中に自由に
ショッピングカートを追加

サムネイルで写真切り替えながら
閲覧できる商品詳細ページ

カートの管理画面はインターネットから、
BiNDをインストールしていないパソコンでも
商品の登録や受発注確認が行えます。注文
状況、在庫管理なども一目で分かるように
なっています。

注文状況や毎月の売上が
一目でわかる管理ページ

本格的な
ショップを

運営！



最大限の拡散力を備えたサイト

16

To
u

r C
o

n
d

u
cto

r / L

NPOなど、世に広めたいコミュニティの運営こそ、
小さなサイトでも最大の力を持てる。Bi NDの

SNSや外部ウェブサービス連携が強い味方になります。

［ コミュニティ ］

※プロフェッショナル版のみに収録のテンプレート
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YouTubeの動画ページのURLを貼り付ける
だけで、ページに掲載できます。プレイリス
トを配置したり、サイズを指定するなどのオ
プションも。同様にGoog leマップやドキュ
メント、フォームメールなどの埋め込みも簡
単です。

B iNDには、いま一番人気の無料ブログ
WordPressとの連携機能が用意されていま
す。テーマのデザインはB iNDで自由に作り、
コンテンツ更新はウェブページやスマートフォ
ンなどから、ネット環境さえあれば、どこで
も行えます。

BiNDなら、作ったテーマを何度でも編集できるので、
リニューアルも気軽に行えます。

映像や音楽も、サイト内で美しく見せられます。

Fa c e b o o kなどにシェアした時に表示される画像や文章
を指定するOpenGraph設定も行えます。

WordPressテーマ作成もOK。
どこからでも更新できる

YouTubeの動画をサイト内に
きれいにレイアウトできる

S N S連携機能を使うと、Fa c e b o o kや
Twi t te r、Google＋へシェアするためのボ
タンをまとめて追加したり、ウェブページの
中にTwitterやFacebookページのタイムラ
インを組み込むことができます。

SNSの「いいね！」の挿入や
OpenGraph設定ができる

伝播力を
高める！
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Why
BiND?

オンラインショップ運営は、
BiNDなくしては
なり得なかったと思います。

ユーザー事例  ❸

User's Voice　オンラインショップ 編

［ 好きなところ ］
どうやればホームページが作れる
かわからなかった私でも、直感的
に作れるソフトでした。

［ ここが役立つ ］
他社サービスは設定や資金面で
ハードルが高かったがBiNDカート
との組み合わせは使いやすかった。

［ おすすめのポイント ］
S H i F Tは、ギャラリーに誘導し
なくても多くの写真を見せること
ができるので利用範囲が広い！

SheepWalk～羊毛フェルトのお店
キルギス共和国のナチュラルプロダクツをネットのみで販売。

http://www.sheep-walk.com/

キルギス共和国の3人の女性がはじめたTUMAR社の羊毛フェル
ト製品を販売しています。全てを１人で運営しているので、ブログ
更新などは行わない代わりに、商品の魅力を詳しく紹介したり、
製品開発に至った経緯やテーマなどを伝えるページを十分に設け
るように、注力しています。ブログサイトなどに比べ、サイトの個
性や制作の自由度はBiNDの方がずっと高いのもいいですね。

ネットショップ運営
佐藤 圭さん

（アーキテクチャー&
デザインスタジオ）
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BiNDならば、
余計なことを考えず、
デザインに専念できる。

ユーザー事例  ❹

熊本ハニープロジェクト
熊本市中心商店街の商業ビル屋上でミツバチを養蜂するプロジェクト。

http://kumamoto-honey.com/

ミツバチの行動エリアに日本三名城「熊本城」があることから、ブ
ランドデザインにお城を使用しています。熊本を代表するブランドと
して展開するとともに、屋上緑化の推進や、このはちみつから広が
る熊本のまちづくりを目指しています。ホームページの更新は2週間
に1回2時間ほど、ごく短時間で行っています。普段はFacebook

ページで活動報告しながら、サイトへの誘導をしています。

Why
BiND?

［ 好きなところ ］
専門的な知識がいらないので余
計なことを考えず、サイト全体の
デザインに専念できる。

［ ここが役立つ ］
運用しているFacebookページと
ホームページの連携が可能なこと。

［ おすすめのポイント ］
よりプロモーション向きのBiNDの
姉妹ソフト「L i V E」と連携するこ
とで、動きの演出や思いがけない
発見もあり、表現が広がります。

広報宣伝部・
アートディレクター
荒木 健さん

（有限会社アール・
デザイン工房）

User's Voice　コミュニティ 編
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ダイナミックでより感動的な動きを搭載

3Dの立体が回転するようなダイナミックな動きで写真を切り替えたり、写真をズームし
て動画のように見せる効果など、より感動的な演出ができる機能を取りそろえました。

スライドショー作成 機能

シフト・フォー・ウェブライフ

スライドが切り替わる際のタイミングは、1000分の1秒単位で指定できます。また、
アニメーションさせる際のスピードやループなど、場面に合わせた演出が可能です。

スライド切り替え時間やループの詳細設定ができる

SHiFTは、BiNDのスライドショー
作成機能。40種以上のモーショ
ンパターンから選択したら、あと
は写真やオリジナル画像をセット
するだけ。写真にキャプションも
追加できます。インパクトを持た
せたい様々なコンテンツで重宝し
ます。

ページを彩るグラフィック表現をサポート

jQueryアニメーションで
ダイナミックな表現を

クリックで切り替え〈インデックスシート〉

〈3Dスライドキューブ〉

〈パララックス・スライダー〉

写真にキャプションが追加できる

絶景の温泉です
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使える15種類の
画像エフェクトを搭載

エフェクト機能で画像を加工したり、色味を調整できま
す。複数のエフェクトを重ねた複雑な加工もOK。いつ
でもエフェクト前の状態に戻せるので安心です。

画像編集機能

サイン・フォー・ウェブライフ・プロ

55種のフォントで
トップビジュアルを自信作に

和文、欧文の55種類のフォントが付属して、ただ写真を
組み合わせるだけでなく、プロが作ったような美しい書
体のバナーやグラフィックが作成できます。

SiGN Proは、BiNDで
も単体でも使える画像
編集ソフト。画像の加工、
合成が行え、見栄えの
するグラフィックからバ
ナー・ボタンなどのパー
ツまでテンプレートから
作れて簡単です。

jQueryアニメーションで
ダイナミックな表現を

ウェブのためのグラフィック、
バナー作成はおかませ

テンプレート
多数

シ
ャ
ド
ウ

セ
ピ
ア

ヴ
ィ
ネ
ッ
ト

ブ
ラ
ー

元
画
像

鮮
鋭
化

カ
ラ
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ク
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無料で使える本格的なショッピングカート

どこのサーバーでも無料で
オンラインショップが開店できる

バインド・カート

BiNDカートは、売上管理や
CSVからの一括商品登録、
各種の決済方法、注文状況
管理機能などを備えた、本格
的なショッピングカートサービ
スです。BiND7で作ったペー
ジの中に自由に貼り付けでき、
5点までならば無料で運用で
きます。

ショッピングカート機能

機能
1
ネット上から
商品在庫管理が
できる！

ブラウザ上の管理画面からスムーズ
に商品の登録や管理が行えます。
BiNDカートの管理画面は、毎月の
売上チェック、在庫や注文状況も、
ひと目でわかるように刷新されまし
た。

※図はWebLiFE*サーバープレミアムコース会員テンプレートです。

※We b L i F E*サーバーのプレミアム
コース会員なら1,000点まで商品登録
可能です。
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どこのサーバーでも無料で
オンラインショップが開店できる

スマートフォンで見やすく、購
入しやすいショッピングサイト
を構築できます。

 管理画面 New 売上管理、売上グラフ、お知らせ通知、在庫切れ速報の表示をすぐに確認
できます。

 ショップの情報設定 ショップ名、ロゴ、URL、メールアドレス、プライバシー設定をカンタンに
設置できます。

 豊富な支払い方法 銀行振込、郵便振替、代引き、クレジットカード決済などさまざまな支払い
設定に対応。

 各種注文情報の設定 送料設定、全国送料個別設定、注文完了メールなど注文に関するあらゆる
設定が可能。

 商品登録や管理機能 商品の登録、管理（商品名・説明・画像・価格・在庫）が一元管理でき、運
営の手助けをします。新たにダウンロード販売にも対応。

 商品検索設定 商品名などで検索し、一覧で表示が可能です。また、表示数も25件、50件、
100件と変更できます。

 受注管理機能 氏名・メールアドレスなどの受注検索機能、注文内容・ステータス確認、変
更、なども管理画面にて設定可能。

 納品書設定・印刷機能 商品お届けには必須の納品書の作品、設定、印刷までも可能です。

BiNDカートの主な機能

機能
2

スマートフォン
ユーザーも
買い物しやすい！

新たにBiNDカートの購入ページが、
スマートフォンに対応！スマホ用オ
ンラインショップテンプレートが収
録されているので、小さな画面でも
見やすい、親切なショップが運営で
きます。またショップのイメージに合
わせて7種類のカラーバリエーショ
ンも用意されています。

カラー
バリエーション

7種類
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*1　初回登録のみ初期費用無料
*2　BiND7プロフェッショナル版を購入のお客様のみ
*3　一部利用制限あり

連携力を極める

専用サーバーならではの
便利で易しいウェブサーバー

ウェブライフ・サーバー

買った日から使い始められる

サーバー容量無制限！
写真やイラスト素材が毎月貰える

WebLiFE*サーバーの会員が利用できるサーバー
容量は無制限。いくつでもサイトを運営できます。
また、音楽や写真、各種テンプレートなどがダウ
ンロードできる素材サイト「materials」のポイン
トが毎月3 ,0 0 0マテポもらえます。G e t t y 
Imagesとの提携で素材が約100万点増えました。

BiNDの専用サーバーなら
公開まで迷わない簡単設定

WebLiFE*サーバーを使う場合は、複雑で面倒
なサーバー設定が簡単にできるので、入力項目の
設定も、悩むことなく完了。ソフトを買ったその日
にサーバーへ公開できます。また、メルマガ配信※、
オリジナルデザインのFacebookページを運営※
できるのもWebLiFE*サーバーの特徴です。

プレミアムコースベーシックコース

WebLiFE*サーバーの主な機能
 

 初期費用 ー 4,762円（税抜）*1

 
月額料金

 
934円（税抜）/月

 2,839円（税抜）/月
   （年払いでは28,343円（税抜）で2,362円（税抜）/月）

 
試用期間

  スタンダード版6ヶ月 
プロフェッショナル版3ヶ月*2

  プロフェッショナル版24ヶ月
 素材ダウンロードサービス ー 毎月3,000マテポ付与
 Webフォント対応 1サイト7書体まで 316書体。1サイトでは20書体までを利用可
 メルマガ配信 ー 1,000通無料/月
 BiND for WordPress ー あり
 独自ドメイン ー 3つまで利用可
 そのほかの共通機能 携帯サイトへの自動変換、Facebookページ運営*3、使用容量無制限

※プレミアムコースで利用可能



25

専用サーバーならではの
便利で易しいウェブサーバー

GoogleやYahoo!などの外部
ウェブサービスをサイト内 

に埋め込んで利用したり、
Facebook、Twitterなどの
SNSと連携できる機能です。
高機能なビデオや地図、
フォーム埋め込みや「いい
ね！」ボタンの追加も一瞬で。

世界でN o .1のシェアを持つ無料のブログシステム
WordPressに対応。BiNDで通常のページのようにブロッ
ク編集でデザインして利用することができます。BiNDをお
持ちであれば、WebL iFE*サーバー・プレミアム会員だけ
でなく、どのサーバーでもご利用になれます。
※WordPress用テンプレートはプロフェッショナル版にのみ収録です。

ソーシャルにログインしたユーザーだけが入力できる、
安全に管理できる掲示板を設置することもできます。

BiNDのデザインを「テーマ」として利用できるので、
ブログの更新はスマートフォン、BiNDをインストー
ルしていないパソコンでもブラウザから行えます。

運営中のFacebookページへ「いいね！」
を集めるボタンをウェブサイトに追加
できます。

Twitter、Facebook、mixi、Google＋、
Googleサービス、YouTubeなど数多く
の最先端のウェブサービスをサイトで利用
できます。

ツイッターバッヂをサ
イトに美しいレイアウ
トで追加できます。

Facebook、Twitterへの拡散や
ページ内への埋め込みも簡単

シンク・フォー・ウェブライフ

バインド・フォー・ワードプレス

外部ウェブサービス連携

オリジナルのブログが作れる
BiNDでブログをデザインして
スマートフォンで更新
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★のついている項目は、専用サーバー（WebLiFE*サーバー）
と契約いただくことでご利用いただける機能です。

閲覧環境 

編
集
モ
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ド

画
像
関
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ー
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そ
の
他

専用
サーバー

 

 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
  ブロックスキン New  エリアスキン、ブロックスキンのカラーやシャドウの設定
  CSS詳細設定 New  文字サイズや行間、装飾、マージンなどを日本語で自由に設定

 画像編集機能［SiGN Pro］  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画像の書き出し可能
    シャドウ・ブラー・モザイクなどのエフェクト搭載
    10種類の日本語フォントと45種類の欧文フォント内蔵
 スライドショー作成機能［SHiFT2］ New  パララックスやサムネイル付きスライドショーなど新テンプレート追加
    ビルボード、本文、サイド、背景、Facebook、スマートフォン用サイズの
   テンプレート（画像からリンク設置）、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のウィンドウ表示、ヘッダーのソース追加
 動画挿入  QuickTime・Flashムービーなどの挿入
 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

 モーションナビ New  マウスカーソルを合わせるとサブメニューが出るなどの、多彩なデザインによる
   ナビゲーションを追加

 問い合わせフォーム作成  フォーム挿入、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、画素選択の追加、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：FC2、Blogger、JUGEM、livedoor、Ameba、goo、
   Yahoo!、ココログ計8種）
 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
 掲示板  FacebookとDISQUSとの連携によるコメント欄の設置
 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ページに独自ページアプリ登録、ウェルカムページ対応
 ソーシャルボタン  Twitter、Facebook、mixi、Google＋のボタン設置

 ショッピングカート［BiNDカート］ New  ショッピングカート、商品登録、在庫管理、受発注管理
 （フリー版、WebLiFE*サーバー版）  カートボタンをSiGNと連携し、オリジナルデザインに変更
 ソーシャル連携機能［Social Connect］  Twitter、Facebook、mixiへまとめて「つぶやき」を投稿
  OpenGraph設定 New  ページごと、サイトごとにOpenGraphの設定が可能
 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テーマ（テンプレート）の作成
 日本語Webフォント対応 New★  新規追加16書体でトータル316書体使用可能
 スマートフォンサイト対応  モバイル簡易プレビュー、スマートフォン専用サイトテンプレート
 検索ロボット設定  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
 アクセス解析  GoogleAnalyticsとの連動でユーザー動向も管理
 FTP機能  サーバーへアップロードするためのFTP機能を搭載
 サイトデータ共有  Dropboxでのデータ共有に対応

 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

デスクトップ Mac Safari 5.1.10、Safari 6.1、Safari 7

 Win Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、Internet Explorer 11

 Win・Mac共通 Chrome 最新（※2014年2月現在：Ver.32）
  FireFox 最新（※2014年2月現在：Ver.27） 
モバイル iPhone iOS 7.0.4以上の環境にインストールされたSafari 最新バージョン
 Android Android 4以上の環境にインストールされたChrome 最新バージョン

機能詳細機能カテゴリー

BiND7の便利な機能（抜粋一覧）
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新発売!

BiND Site BOX vol.5～8

BiND7専用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！

すぐにでも使えるように利用シーンに合わせてデザインされたBiNDサイト集です。
各巻には公式サイトなどに使えるPCサイトに加え、オンラインショップ／スマホ用サイト
テンプレートも収録。BiND7と一緒に手に入れて表現の幅を広げて下さい。

　Mac 版
　対応OS Mac OS X 10.6.8、OS X10.7.5、OS X 10.8.5、OS X 10.9.1　※全てサーバー版は除く。いずれのOSも日本語環境のみに対応
　CPU インテルプロセッサ専用（Core iシリーズ 2.0GHz以上推奨）
　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）
　その他 Mac OS Xの動作が保証されているApple純正Macのみ
　ハードディスク 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対象外です。
 ※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。

　必要ソフト Mac OS X 10.6の場合：Safari 5.1以上、OS X 10.7/10.8の場合：Safari6.1以上、OS X 10.9の場合：Safari 7以上（ソフト本体の
起動に必要）、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

　Windows  版
　対応OS Windows 7 SP1、Windows 8、Windows 8.1　※32bit/64bit対応ただし64bit版では32bitモードで動作。　※いずれのOSも日本語版

のみ対応。※Windows 8では「デスクトップモード」で動作します。　※Windows 8固有の操作方法はマニュアル・ヘルプに記載していません。

　CPU インテルプロセッサ 2.4GHz以上（Core iシリーズ 2.0GHz以上推奨）
　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 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）　※起動ディスク（OSのインストール先）がATAもしく

はSATA接続の環境が必要。　※システムドライブにインストールされます。　※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です。　※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

　必要ソフト Internet Explorer 10以上（ソフト本体の起動に必要）、ImageMagick c 1999-2012 ImageMagick Studio LLC（画像変換ソフト 
インストーラーに同梱）

　その他の要件（Windows & Mac）
・CD-ROMドライブ（製品インストール時、ただしダウンロードインストールも可能）
・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に必要）
・Adobe Flash Player 12（ソフト本体の起動に必要）
・Adobe AIR 4 （インストーラに同梱）
・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
・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です　※ご利用もインストールを行ったユーザーアカウントでご利用ください

vol.5 「Gourmet / M」 
ご当地レストランを想定したオン
ラインショップサイトです。

vol.6 「Veil / L」
中規模な制作会社を想定したコー
ポレートサイトです。

vol.7 「Yaohahci / L」
八百屋を想定し、商品紹介や発送
方法ページなどが充実したサイト。

vol.8 「C.W. Bakery / XL」
食品店を想定したキャンペーンペー
ジを含む、大規模なサイトです。

※2014年2月現在
動作環境

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

標準価格 各5,524円（税抜）
ダウンロード版

〈DSストア 限定商品〉




