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HP作成講座＆更新service 



入力・マウス操作とファイル構造が分かればOK ホームページ作成コース 

• 初期ページは、教室で作成させて頂きますので、お客様にはホームページの公開
後に更新と管理ができるようになるのを目標としていただいております！ 

講座名 料金（税込） おおよそ作成期間 

1PからのHP作成講座 25,000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 

※3か月を超えた場合は、対面1回ごとに3,000円 HP作成講座（5P以内） 38,000円 
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料金に含まれるもの 

当教室指定テンプレートでのHP作成費  ※PC・タブレット・スマホ対応デザインもあり 

ロゴ（1点）作成費用………ワードなどで使える、PNG画像（透過処理済）を6バリエーションでデータお渡しします。 

打ち合わせ：4回+更新レッスン（60分）＆HPお引き渡し：1回 

維持・継続費用 
更新や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・更新費などを頂きます。 
HPの維持・管理を教室に委託される場合は、HP管理費6,000円/年（SSLページは10,000円/年）が必要。（.com/.netドメインの
更新費・当教室契約サーバーでのHP管理費込み）※管理費はドメイン取得時にお支払いください。 

その他費用 

追加ページ（+メニューへ追加）の作成費 1ページ（+1メニューへ追加） 5,000円 

テンプレート集や素材集などのテキスト代 実費 ※3,000円ほど 

ドメイン取得・サーバー契約料 ※HP維持に必要です 無料維持もできますが、有料がおすすめ！ ※月額数百円～ 

ソフト類 ※なるべくお持ちのソフトとフリーソフトを利用します 必要なら実費 ※数千円～ 

アイコン・追加ロゴ・略地図やイラストなどの作成など 1点/1,000円～（作成したデーターは画像でお渡し）  

高度な画像処理（切抜き・合成・移り込み除去や美肌など…）・撮影 1点/1,000円～ 

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。 
 現在、更新作業は、パソコンからのみでタブレットやスマホには、対応しておりません。 
 更新やバックアップに必要な設定をしますのでなるべくパソコンはお持ち込みください。 
 代金は、現金にておお支払いください。（2回目もしくはドメイン取得時に着手金10,000円～・HP引き渡し時に残金） 
 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。あら
かじめご了承願います。 



入力・マウス操作とファイル構造が分かればOK ホームページ（ワードプレス）作成コース 

• 初期ページは、教室で作成させて頂きますので、お客様にはホームページの公開
後に更新と管理ができるようになるのを目標としていただいております！ 

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 
※3か月を超えた場合は、対面1回ごとに3,000円 
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料金に含まれるもの 

当教室指定テーマで4メニュー、お問い合せフォーム1コを設置  ※PC・タブレット・スマホ対応デザイン 

ロゴ1種とファビコン1種の作成費用………ワードなどで使える、PNG画像（透過処理済）をデータをお渡しします。 

打ち合わせ：4回+更新レッスン（60分）＆HPお引き渡し：1回 

維持・継続費用 
更新や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・更新費などを頂きます。 
HPの維持・管理を教室に委託される場合は、HP管理費10,000円/年が必要。（.com/.netドメインの更新費・当教室契
約サーバーでのHP管理費・独自SSLの更新費込み）※管理費はドメイン取得時にお支払いください。 

その他費用 

追加ページ（+メニューへ追加）の作成費 1ページ（+1メニューへ追加） 5,000円 

テキスト・有料テーマ・有料プラグイン 実費 ※1,000円～ 

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 

ソフト類 ※なるべくお持ちのソフトとフリーソフトを利用します 必要なら実費 ※数千円～ 

アイコン・追加ロゴ・略地図やイラストなどの作成など 1点/1,000円～（作成したデーターは画像でお渡し）  

高度な画像処理（切抜き・合成・移り込み除去や美肌など…）・
撮影 

1点/1,000円～ 

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。 
 ワードプレスで作成したものの簡単な更新・変更作業は、パソコンだけでなくタブレットやスマホからでもできます。 
 更新やバックアップに必要な設定をしますので、なるべくパソコンやスマホなどはお持ち込みください。 
 代金は、現金にておお支払いください。（2回目もしくはドメイン取得時に着手金10,000円～・HP引き渡し時に残金） 

 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。あらかじめ
ご了承願います。 



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・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   
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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・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 
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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・スマホ等 

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 ✤注！通常のHPかwordpressにされるか決めます 
      

- 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 

  
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  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、再利用方法・万が一のためのバックアップ方法を説明 

 ホームページをご自身で運営される場合、文字が打てない！ファイル構造を知らない！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 ホームページ＆ホームページ（ワードプレス）作成コース 
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↗ 初期ホームページ・1ページ分の製作費が、25,000円～ 

→ テンプレートを使用します…制作期間は短縮しますが、複雑なデザインはできません 

↘ ショッピングや問合せフォーム（wordpressなら可）などは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3週間…3か月以内に仕上げるのを目標とします 

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

→ 高度な画像処理やイラスト・略地図等の作成費は別途料金  

↗ 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でデータ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、管理の代行を管理費6,000円～/年でさせていただくこともできます 

↗ 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 ホームページ＆ホームページ（ワードプレス）作成コース 
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追加受講料金 ホームページ＆ホームページ（ワードプレス）作成コース 
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 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 

 印刷は、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 

 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。 

 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 

追加ページ・更新料金※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 料金（税込） ご注意や追加料金について 

追加ページ（+メニューへ追加） 5,000円/1P（+1メニュー） 現ホームページから複製して作成します。 ※新規デザインはお受けできません。 

ホームページ更新（入替） 1,000円～/1アップロード 
そのままの場所へ【文書】の入替や挿入 ・【写真】の入替、合計5か所まで 

5か所以上は、1か所ごとに200円。 ※ミスによる再アップロードは1回無料。 

ホームページ更新（追加） 3,000円～/1アップロード 
新たにコーナーを1か所、追加する場合。2か所以上は、追加規模により異なり

1か所ごとに500～3,000円。 ※ミスによる再アップロードは1回無料。 

記事更新（ブログ・SNSなど） 1,000円～/1記事 300字以内・写真、素材などの挿入5点まで※ミスによる再アップロードは1回無料。 

管理画面上での操作・カスタマイズ 500円～ ※直接CSSやPHPなどのコードを書き換えてのカスタマイズは現在承れません。 

HPオプションレッスン ページやメニューの追加方法、ブログ・ツイッター・Facebookなどなど… 
ホームページを宣伝 ： Googleマップへの登録、口コミサイトやランキングサイトなどへの登録 
Google ウェブマスターツール ： 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 

回数 30分の料金（税込） 60分の料金（税込） 90分の料金（税込） 120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 5,000円 1,000円 ― 

3回券 － 8,500円 10,000円 12,000円 500円 3カ月 

10回券 20,000円 25,000円 30,000円 35,000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 

 イラストや画像素材の制作・加工料金の目安はデザインサービスと同じになります。 
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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 1,280円 1,382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 

※2017.05 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 
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ホームページ・ブログ・SNSの違い ホームページ＆ホームページ（ワードプレス）作成コース 

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 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。 


