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開発

販売 販売代理店

パソコンの推奨動作環境 （閲覧・管理ともに）

サービスの仕様

携帯での表示機能

Windows XP SP3
Internet Expolorer 7
FireFox 3

Mac OS X 10.5
Safari 3
FireFox 3

左記以上の
環境を推奨します。
※特に管理画面使用時

サービス オプション容 量 メールアドレス

アプリケーション
サービス
プロバイダ

なんと大容量の

1GB！ 3アドレス！

料金表も併せてご確認下さい。

〒488-0839　愛知県尾張旭市渋川町2丁目8-10

塾経営者の皆様

開設しませんか？

カンタンに更新できる
ホームページ

ワープロ感覚でカンタンにHPを更新できます!!
パソコンはもちろん、携帯のHPもこれ一つでOK！！

ホームページ

ホームページ

これ一つの入力で…

貴塾からの入力…

両方に一発で貴塾の情報を掲載できます！！

HPの管理画面から
ワープロのように
らくらく入力！！

管理画面 →

パソコン用
ホームページへ 携帯電話用

ホームページへ
絵文字も使える!

本誌内容は2010 年 3月31日現在の状態です。仕様・デザインを予告なく変更する場合がございます。

●レコード（投稿）管理、下書き機能
●レコードのカテゴライズ（子カテゴリ（レベル 2）までシステム化）
●ページ管理機能、及び、メニュー自動生成機能
●レコード、ページのソート機能
●公開日時予約、公開、非公開の設定機能
●ビジュアルエディッタ機能（携帯端末表示上では補助的機能）

●メディア管理機能（動画はキャリア、端末の機種、保存形式によって再
生できない場合があります。）
●パンくず表示
●子カテゴリの表示・ジャンプ
●ページツリー自動生成
●交通アクセスの絵文字の短縮入力

●ニュース＆コラム投稿
●mobile XHTML の対応
 

主要キャリアに幅広く対応！！
携帯電話の特有な問題はシステムが全て解決してくれます。
絵文字、画像の容量なども携帯端末に合わせて最適化を行います。

※機種によっては、対応できない場合があります。

パソコンのホームページは
すでにお持ちで、
携帯のホームページはまだ…

携帯ホームページ
機能限定版！！

そんな、塾様のために！！

必要な機能
だけで

お得！！

コンテンツのバックアップは必ずお取り下さい。バックアップのシステムも備えております。万が一、障害によりデータが破損し
た場合、システムの復旧は当社にておこない、コンテンツはお客様のバックアップデータより復旧させて頂きます。
※その他の運用上の諸注意は契約書をご確認ください。

運用時の注意事項

※システムファイル容量、データベース容量、メール容量
含む。※転送量10GB/月。ファイル数上限1.8万個。
※容量アップなど制限を拡張するオプションあります。

※容量はアドレス毎に200MBまでです。※容量やアド
レスがさらにご必要な方はオプションでご対応させてい
ただきます。

●携帯電話で閲覧すると軽量化したサイト表示を行います。
●ページ容量が大きい場合、端末に応じてページ分割を行います (5KB～
50KB ごと)。

●コメントや投稿本文に絵文字が使えます ( 設定変更が必要 )。携帯電話
での閲覧時は各社に応じた絵文字に変換し、PC やスマートフォンでの
閲覧時はテキストに置換して表示します。

●記事中の画像は、縮小してインライン表示するか (3G 端末等の場合 )、
画像へのリンクに変換します ( それ以外の場合 )。

●i-mode, EZweb, Yahoo! ケータイ、ディズニー・モバイルの場合、外部
サイトへのリンクは中継ページを出します。ウィルコム、イー・モバイル、
その他の端末では直接リンクします。

ドメインプラン（必須オプション）

コンテンツ入力サービス

カスタマイズサービス

塾専用



http://demo.i-juc.com/wp-admin

demo

jukucms

カテゴリー

内容

タイトル

管理画面の
アドレスを入力

1 2 管理画面に
ログイン

3 これが管理画面

ユーザー名と
パスワードを入力し、
ログインボタンを
クリック。

4「新規追加」
をクリック

デモサイト！
このアドレスは手順を実際に
ご体験できるデモサイトです。
ぜひ、アクセスしてみてください。

毎時0分ごとにデータをリフレッシュし、
状態を元に戻しますので、安心して実際に
変更してみてください。
※一般に公開されております。個人情報など、
　機密情報は入力しないでください。
※ログインが重なる場合があります。

デモサイトなので…

カテゴリーを選んで、タイトル、内容を入力5

6「公開」を
クリックで
フィニッシュ！

たった
コレ
だけで！

パソコン＆
携帯電話への
掲載が完了！！

パソコン＆
携帯電話への
掲載が完了！！

http://demo.i-juc.comhttp://demo.i-juc.com
実際にご覧下さい！！実際にご覧下さい！！
デモサイト！

携帯用QRコード携帯用QRコード
実際にご覧下さい！！実際にご覧下さい！！

デモサイト！

記事を入力してみよう！記事を入力してみよう！
お持ちのパソコンでカンタン入力!!体験！



塾のホームページにうれしい機能満載!!

貴塾だけのオリジナルページ・メニューもカンタン作成！！

上記の手順のように、カンタンに各機能をパソコン、携帯でご利用頂けます！！

ニュース
＆コラム
（ブログもOK！）

パ
ソ
コ
ン

機 

能

携
帯
電
話

コースの
ご紹介

校舎情報
のご紹介

講師の
ご紹介

お問合せ
フォーム

塾のニュースや講師のコ
ラムが公開できます！もち
ろんブログスタイルだって
OKです。 携帯電話を通じ
て、口コミも期待できます。

学習コースの内容、コマ
数、対象学年などをわか
りやすく掲載できます。各
コースの問い合わせにも
対応しております。

校舎までのアクセス方法
を携帯にも地図付きで表
示できます。パソコンは地
図をスクロールさせること
ができます。

アルバイト講師などの入
れ替わりに合わせて、掲
載情報を更新できます。

お問い合わせの際、必須
入力の項目と、任意入力
の項目を設け、保護者様
が問い合わせし易いよう
に構成しております。

パソコン

記事の表示を
オン・オフスイッチ！

記事の公開日時を
予約できる！

サブメニューも
自動生成！！記事の履歴機能！

携帯電話

Before

もっと、もっと、便利な機能！！

管理画面の操作 After
パソコン

携帯電話

ページの「新規追加」
で、ページ内容を入力
して「公開」ボタンを
クリック！

記事を削除せず、表示を取り止める
ことができます。また、再度、表示さ
せることも可能です。

記事の公開日を予約できます。まと
めて、入力でき便利です。

記事を間違えて更新してしまった時、
復帰できます。また、自動保存でブラ
ウザクラッシュによるロスを最小限
抑えられます。

※パーマリンクを変更する必要があります。

※サイトのバックアップではありません。
　バックアップは別途、お取り下さい。

さらに！

上記のは親メニューで、さ
らに、それにぶら下がる、子
メニュー（サブメニュー）も
自動生成します。

親ページ

子ページ

子ページ

オン！ オフ！
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