
大阪市住吉区長居3-2-23 グレイスコート長居602

TEL ： 06-6654-8010

Mail ： hayashi@pcsacra.com

ホームページ ： pcsacra.com

もう、ホームページは作った～！だけでは、その役割を果たしません！
生きたホームページにするため、ご自身で作るには、時間のかかりすぎるHPの設置や各種設定・諸手続
きなどとTOPページ（ぺらいちHP）の制作は教室でお手伝いさせて頂きます。
パソコンやタブレット・スマホから操作して、ご自身での情報発信や修正が慣れればわりと簡単にでき
る！ブログ型のホームページをご一緒に作りましょう♪

ご自身でホームページを更新していただくため、

・ワードやエクセル、パワーポイントもしくは、ブログサービスで文章作成したことがない。 やっているが自信がない。

・フォルダーを作成して、ファイルを移動またはコピーする方法がわからない、エクスプローラーがわからない。

・メールやLINEで写真や文書を送れない。・PDFを知らない作成方法がわからない。・アプリのインストールがわからない。

・クラウドを知らない、使ったことがない・バックアップがしたことがない、わからない…など…、

上記のことが複数当てはまる場合には、ホームページの更新や訂正をご自身でするための環境を整えるために、事前に1回/60
分もしくは90分のレッスンを3～12回程度、受講していただきます。

※スマホ、タブレットでの操作は、どんどん改善されていますが、
一部の機能しか使えないため、複雑なデザインは望めない場合があります。

のホームページ作成コース

HP作成＆更新service



文書作成・ファイル操作が出るのであれば、最短でHPが持てる！ ホームページ（ワードプレス）作成コース

• 時間のかかるHPの設置や諸手続きなどとTOPページの制作は教室でお手伝いさせて頂ます。パソコンやタブ
レット・スマホからの操作で、ご自身で情報の発信や修正することを受講の目標としていただきます。

講座名 料金（税込） おおよそ作成期間

HP（ワードプレス）
作成講座

38,000円
対面回数、約5回 1回あたり、1時間半程度

公開まで、3週間～3ヵ月以内
※作成期間が4か月を超えた場合には、対面1回ごとに3,000円
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料金に含まれるもの

PC・タブレット・スマホ
対応デザインです！

当教室指定テーマでTOPとBlogの2メニュー+お問い合せフォーム（※プライバシーポリシーページ込み）1コを設置

ロゴ1種とファビコン1種および必要なアイコンやアイキャッチ等は作成させていただきます。地図はGoogleMapを使用。

打ち合わせ＆機器の設定：4回 + 更新レッスン（60分）＆HPお引き渡し：1回

維持・継続費用

ドメイン取得・サーバー契約料 ※HP維持に必要です 実費※数千円～/年

当教室で更新・変更などの運営をお手伝いする場合は、その都度レッスン料や追加ページ作成費・更新費などを頂きます。
また、HPの維持・管理を当教室に委託される場合は、HP管理費：1ドメイン（ｻﾌﾞﾄﾞﾒｲﾝ）につき10,000円/年が必要。（.com/.net
ドメインの更新費・更新サポートレッスン1回/60分・当教室契約サーバーでのHP管理・バックアップなどのメンテナンス費込み）
※教室に管理を委託された場合、お引き渡し日から90日以内に更新サポートレッスン60分/1回が受講できます。取得日から1年後が2回目の管理費の期限となります。

その他
費用

スキル不足な方には、別途4時間以上のレッスンを受講していただきます。 10,000円～

追加ページ（+メニューへ追加）の作成費
※追加ページをお申込みいただきましたら、サイドバーも併せて作成させていただきます。

ページ作成：3,000円/1P毎＋リンクメニュー作成：2,000円/1menu毎
※1ページをメーニュー表示の上、追加するのには5,000円かかります。

追加のお問い合わせフォームの作成費 2,000円

有料テーマ・有料プラグイン ※運営中に有料になることもあります。 実費※数千円～※サブスクリプションもあり

ソフト・アプリ類 ※なるべくお持ちのものや無料のものをを利用しますが… 必要なら実費※数千円～

作成したロゴ・アイキャッチなどを高解像度でお渡しする場合や略地図の作成や高度な画像の修正・加工などは別途費用がかかります。 1点/1,000円～

撮影代行 ※撮影内容によりカメラマンの拘束時間がかなり異なりますので詳しくはお見積りします。 1撮影：3000円～、写真のお渡し2点目から、1,000円/1点毎

出張費 自宅や会社、お店へのお伺いもできます 教室から往復30分以内/1,000円、以降15分毎に500円

➢ ご自分で更新できるか？不安な方は、事前に体験レッスン（60分1,000円）をお受け頂くこともできます。
➢ 2名様以上で受講することも可能ですが、お時間が2時間を超えましたら30分ごとに1,000円の延長料金をいただきます。
➢ HPを更新、運営していくのに必要な設定をしますので、なるべく毎回パソコンやスマホなどはお持ち込みください。
➢ 代金は、ドメイン取得時に着手金10,000円～+ドメイン取得費用または管理費10,000円を、残金はHP引き渡し時にそれぞれ現金にておお支払いください。

➢ 一度お支払いが完了した代金については、コースが未完了だったり、もしくはホームページが完成しなくともご返金はできません。

1商品・1イベントのピーアルなら、この

コースで出来まですが…、 通常のHPは

4～6メニューで構成しておりますので、

管理・維持費と合わせて2～4万円くら

いは、大目にご予算ください。



工程 時間 作 成 課 程 次 回 準 備 お支払い

体験 1
ホームページって自分でできるの？

同業種などのページを見て
研究しておいてください

文字を入力して、写真を入れてみよう 体験代

アップロード（公開）をしてみよう 1,000円

1 1.5

ホームページを作るということ ドメイン候補の検討
✤持ち物✤パソコンやタブレット、写
真・印刷物などHP素材になるもの・
撮影に自信のない方はカメラ

作る目的とターゲット、活用方法を考える

ホームページに必要なもの
ドメインとサーバーとは・・・ ページ構成、デザインについて

2 1.5

デザイン選び ✤お持ちいただいたロゴや地図・アイコン・写真素材を確認 Googleアカウントを確認しておいてく
ださい

✤持ち物✤パソコン等・自己管理の
場合クレジットカード

着手金

原稿制作の仕方………写真の撮り方や文章作成のコツをレッスン 円

ホームページの管理とは… ✤注！ドメイン取得・サーバー契約をされるか最終確認します
+管理費 円

円

3 1.5

ドメインの取得・レンタルサーバーの契約✤注！自己管理される方のみ

・goooleアカウント確認（SEO対策用） 原稿制作
✤持ち物✤パソコン等
希望者のみメアド検討HP設置のためのWEB環境の準備をします

HPのデザインを確認していただきます

- お客様にて原稿作成

4 1.5

原稿受け取りと各種設定

検索キーワード・文言と
更新内容の原稿制作

✤持ち物✤パソコン・スマホ等

パソコン等に、HPを見たり更新するための環境を作ります

ドメイン取得者は、メールを受信できるように設定をします

WPサイトの方は、お問合せフォームの内容確認します

上位検索を狙うためのページタイトルと検索キーワード・検索文言の説明

約1週間 作楽にて初期ホームページを制作

5 1.5

初めての更新とHPのお引渡し 残金 円

ホームページを開き、文書（テキスト）を入力、画像を配置。データが完成しましたら公開! 追加料金 円

公開後内容をしっかりチェックします。間違った時のために修正方法もレッスン♪

ロゴ画像等のお渡し 円

➢ ホームページをご自身で更新や訂正などの運営をされる場合、文字が打てない！ファイル構造や操作方法を知らない！など…、ホームページ
オーナとしてのスキル不足が感じられましたら、作成途中でもいったん数回の基礎レッスン（※レッスン代別途）を受けていただきます。

制作の流れ
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ホームページ（ワードプレス）作成コース



↗ 初期ホームページの作成費が、38,000円～

→ ワードプレスのテーマから作成します…制作期間は短縮しますが、複雑なカスタマイズはできません

↘ ショッピングやアフィリエイトなど直接HPから収入を得る機能は一旦、付かないものになります

↘ 急激な上位検索は、望めません…検索アップを狙うためのコツはお話します

↗ 公開まで最短4週間…3か月以内に仕上げるのを目標とします

↗ ロゴ（1点）とファビコン（1点）の制作費無料…ワード等で再利用できる状態で、データはお渡しします

→ 追加ページ、メニューや高度な画像処理・イラスト・略地図等の作成費、撮影は別途料金

↗ アフターサポートは、年間3,000円～…ご自身での更新が不安な方にはその後もサポート！

↗ ホームページ権利は移譲いたします…高額な解約費用は不要です

→ 独自ドメインを使用…毎年1,500円位～の更新費がかかりますが、HPのブランド力があがります！

→ 当教室契約サーバー（SSL機能付き）で管理させていただくこともできます…サーバー契約は初期費

用3,000円、年間契約費は1,500円位～ですが、いろいろ不慣れだと難しいこともいっぱいあるので、当教室契約の

高機能サーバーにHPを設置し、管理・維持の代行（1サイト10,000円/年が必要）をさせていただくこともできます

→ 当教室から、自己管理や他社管理のために移管される場合、情報やデータのお渡しは無料でさせていただきます

↗ ホームページに必要なことや用語などは、ご納得まで何度でも説明いたします♪

当コースの特徴・メリットデメリット
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ホームページ（ワードプレス）作成コース



作成イメージ

ブログ

TOPページ

ブログページ

追加ページをお申込みされましたら、PCビューを
よりリッチするサイドバーを作成いたします。

どのような配置？配色になるのか？どんな機能が付くのか？
は、選んだテーマによって異なります。

ホームページ（ワードプレス）作成コース



スキルアップ受講料金
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➢ 4回数券以上の回数券をご購入の方は、必ず次回予約をしてください。テキストや教材などで別途費用が必要なことがあります。

➢ プリントアウトは、Ａ4サイズの普通紙10枚までは無料。Ａ4より大きいものや特別紙を利用したり、写真の全面印刷は別途料金が必要です。

➢ イラストレーターやフォトショップを学びたい方（DTPコース）もこちらの料金になります。

HPオプションレッスン
✓ 固定ページやメニューの追加方法、お問い合わせフォームギャラリーなどプラグインやショートコードの使い方などワードプレスに関すること

✓ 目を引きやすいページにするためのアイキャッチなどの作成方法や飾り罫線・表・カラムの作り方

✓ ブログ・ツイッター・Facebook・LINE公式アカウント（LINE＠）・口コミサイト・ランキングサイトなどへの登録・運用、ショッピングカート機能やア

フィリエイトの設置などホームページを宣伝したり、活用する方法

✓ ホームページ最適化や集客状況（アクセス解析）の確認の仕方

・・・などいろいろなことをスキルアップのための追加授業として継続受講していただけます。

回数 30分の料金（税込） 60分の料金（税込） 90分の料金（税込） 延長料金（30分毎・税込） 有効期限

1回 2,000円 3,000円 4,000円 1,000円 ―

3回券 － 8,500円 10,000円 500円 3カ月

10回券 20,000円 25,000円 30,000円 500円 3カ月

出張料
往復30分以内 往復45分以内 往復60分以内 往復75分以内 以降15分ごと

1,000円 1,500円 2,000円 2,500円 500円

120分の料金（税込）
※120分以上のレッスンまた
は2名様以上で受講される
場合はこちらになります。

6,000円

同月内の2回目～

5,000円

ホームページ管理費
1サイトにつき

10,000円/年

当教室で、ホームページを維持・管理を代行させていただための費用です。
.com/.net ドメインの更新代金、当教室契約サーバーへのHP設置、バックアップ・独自SSLの監視などのメンテナンスを
含みます。また、教室にお支払いに来ていただけるのでしたら、1時間程度のHP関するレッスンをさせていただきます。
※管理費はドメイン取得時にお支払いいただき、その1年後までに次回分をお支払いいただきます。.com/.net以外の.jpや.co.jpなどの
ドメインは別途、お見積りさせていただきます。また、2サイト以上管理する場合も別途ご相談させていただきます。

ホームページ（ワードプレス）作成コース
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訂正・変更・追加ページ・機能追加料金 ※メールやお電話でもご依頼していただけます。 ホームページ更新サービス

品 名 目安料金（税込） 作業内容やご注意など

追加ページ（+メニューへ追加） 5,000円/1ページ毎 メニュー追加を伴う、ページ作成。

投稿（ブログ）記事作成 1,000円/1記事 文章・写真はメール、LINEなどでお送りください。 ※修正は投稿後1週間以内は無料。

【月額制】はご入金いただいた月内に原稿が届いた既定数の記事を投稿させていただきます。

原稿の催促は致しません、月内に原稿数が規定数に満たなかった場合には返金しませんの

でご注意ください。また、予約投稿ができますので、翌月や翌々月に投稿することもできます。

投稿（ブログ）記事作成

【月額制】

3,000円/同月内に4記事

5,000円/同月内に8記事

ページの修正 1,000円/5か所まで 数文字程度の文書変更や写真の入れ替え追加など。 追加1か所ごと200円。

ページへのコーナー追加 2,000円/1見出し毎 メーニューへの追加せず、既存のページへ新コーナーを作成。

リンクメニューの作成 2,000円/1メーニュー毎 メニューのみ作成。

ウィジェットへの修正 500円～ 既存ウィジェットへの変更。

ウィジェットの追加 1,000円～ 新規ウィジェットの追加。

プラグインを利用した機能追加 1,000円～ 最適なプラグインをインストールさせていただきます。機能の設置や操作方法のご説明が必要

な場合は、別途代行費やレッスン料が必要です。

管理画面上でのカスタマイズ 500円～ 内容は、ご相談ください。※CSSやPHPなどのコードを書き換えてのカスタマイズは承れません。

テーマの変更 10,000円～ 規模により異なります。

2サイト目の作成 25,000円～ 規模により異なります。ドメイン取得費、HP管理費は別途。

HP移管費 3,000円/1サイト ドメイン取得費、HP管理費は別途。ご希望の環境へHPを引っ越しさせていただきます。

ご自身で、むつかしいところはご依頼ください！
数日から数週間お時間をいただくこともあります。お早めにご相談くださいね！

➢ 文章・写真はメール、LINEなどでお送りください。

➢ ミスによる修正は投稿（更新）後1週間以内は無料です。

➢ アイコン・アイキャッチ・ロゴ・略地図やイラストなどの作成、画像の修正や加工、撮影などもご相談ください。

当作成コースで作成したHPへのサービスです。
他で。作成されたHPへの更新はお受けしてお
りません。当教室管理へ移管することは可。
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ドメイン 1年 税込み

.info 1,480円 1,598円

.org 1,480円 1,598円

.biz 1,480円 1,598円

.com 1,280円 1,382円

.net 1,480円 1,598円

.co 3,480円 3,758円

.jp 2,840円 3,067円

.shop 3,980円 4,298円

属性型jp（.co.jpなど） 5,200円 5,616円

※2017.05 サクラインターネット・エックスサーバー調べ ※税込み価格

ドメイン料金表

プラン名 初期費用 月額 年額 独自SSL/年 最小支払期間

さくらサーバー・ライト
※10G・ワードプレス×

1,029円 129円 1,548円 1,620円～ 1年

さくらサーバー・スタンダード
※100G・マルチドメイン20コ

1,029円 515円 6,180円 1,620円～ 1か月

Xサーバー・X10
※200G・マルチドメイン無制限

3,240円 1,296円 15,552円 込み～ 3か月

レンタルサーバー料金表

※2018.05 お名前.com調べ

pcsacra.com/
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ホームページに必要な知識と料金 ホームページ（ワードプレス）作成コース
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ホームページ・ブログ・SNSの違い

ホームページを
作るということは…

ソフトを利用しHTMLやCSSを記述するので専門知識がいり難しいが、借り物ではない信用度の高いものができる。
最近では、ワードプレスなどに代表されるCMS（Contents Management System）という簡単に多機能（一部有料のものあり）

なホームページができるシステムができていますが、機能追加やセキュリティなどには一定以上の知識が必要ですので、
安易には作成できません。※無料で設置もできますが、HPの名前（ドメイン）が借り物になりますのでお勧めできません。

無料HPとは…

インターネットに接続して利用。比較的簡単にできますが、それなりに知識と手間はかかります。また枠ががっちり決まって
おり融通の利かないことが多々あります。有料で機能が追加できたり、月額料金を支払えば独自ドメインを利用することも
可。最大のデメリットは、サービスが終了するとホームページは消滅してしまいますので、運営会社の状況を把握しておく
必要があります。※wordpress.com・Jimdo（KDDI）・Wix・Ameba Owndなど…

ブログとは… アメブロ、Yahoo!ブログ、FC2ブログなどに代表される、作者の体験記や日記など…、Web上でLog（記録）のこと。

SNSとは…
ソーシャル・ネットワーキング・サービス
FacebookやTwitter、Instagram（インスタ）、LINEなど人と人とのつながりを支援するインターネット上のサービス。

制作方法 難易度 更新
自己管理での

維持費 当教室での対応

ホームページ

ソフトでHTML等を記述 難しい 難しい 2000円程度～
主に3つのデザインテンプレートからお選びいただき、作成しますの

で制作時間も費用も抑えています。更新や管理がご自分で難しい方
には管理費（6,000円/年）などが必要になります。

CMS ？？？ 簡単
無料もあり
2000円程度～

約30種類以上の日本語の対応のデザインテーマから制作。

既定以上にメニューをたくさん作ったり、機能追加などには、追加作
成費がかかり、管理費は10,000円/年です。

無料HP インターネットに接続して… ？？？ 簡単 基本無料だが…

通常の授業をご予約して頂き、ご一緒に作成します。ブログ インターネットに接続して… 簡単 簡単 基本無料だが…

SNS インターネットに接続して… 簡単 簡単 基本無料だが…

※ホームページの維持管理、またブログやSNSでもIDやパスワードは複数作っていただきますので、忘れないようにしっかりご管理ください。
管理に自信のない方はご相談くださいね。

ホームページ（ワードプレス）作成コース


