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LiVEの作り方3ステップと
3つの拡張機能

LiVEを使って挑戦！
ウェブ・プレゼンのはじめ方

心を動かすウェブのために。
100を超えるLiVEの機能 

さあ、　
「じぶんプロジェクト」
をはじめよう。

LiVEで作れる
6つのテーマ

言葉で表現しづらいことを写真や動画で表現できる

ライバルに差をつけるブランディングサイト

オーディエンス、ファンが
引き込まれるサイト

一緒にカウントダウンして
期待を高めるサイト

活動の主旨を知ってもらい
仲間を集めるサイト

“じぶん”サイトで活動を
知ってもらうサイト

テンプレートから選ぶ 
作り方簡単3ステップ！

LiVEの3つの拡張機能

レポート

ブランディング
ポートフォリオ 予告（ティザー）

コミュニティ プロフィール

LiVE is
LIFE!
ウェブで伝えたいことがある人へ

演出するウェブ制作ソフト

とは…

LiVE for WebLiFE* （ライブ・
フォー・ウェブライフ）は、
瞬時に見る人の心や感情に
訴えかける提案型のウェブ
を作ることに特化したウェ
ブ制作ソフト。ドラマチック
な見栄えのサイトが、初心
者でも作れるオールインワ
ンパッケージです。

jQueryベースのウェブを作成
ソースコード編集は一切不要
制作はワープロ並みのシンプルさ
アニメーション、BGM多数収録
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16p
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What's  "LiVE"?

スライドタイプで魅せるサイトが作れる

テンプレート6種、スライドレイアウト20種を収録

カスタマイズで可能性は限りなく広がる！

テンプレートから選ぶ
作り方簡単3ステップ！

本格的な画像編集ソフトSiGN Pro（サイン）を使って、ロ
ゴなどのパーツ作成や、レイヤーを組み合わせた写真加工、
アイキャッチになるマーク類の作成などが行えます。

Webパーツ、画像編集、
ロゴ作成もできる機能

LiVEに特化したホスティングサーバーを利用することで
より使い勝手のいい環境と機能をサポートします。また、
素材のダウンロードサービスなど専用だからこその安心と
拡張性の高さが保証されます※。

LiVE専用のオリジナル
サーバーで機能を強化

Twitter、Facebookなどのソーシャルメディアの
APIを埋め込む必要があるパーツも、簡単に配置。

ウィジェットや写真素材、
BGMを多数収録

サイトシアター

SiGN Pro
Function
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Func
tion

02
LiVEのサイト作りは、サイト
デザインをプレビューできるサ
イトシアターからスタート。用
途にぴったりなテンプレートを
選択します。

6つのスタイルから
選ぶ

テンプレートを選んだら、編集
画面でスライド（ページの1画
面分）を作成・編集します。ス
ライドのスタイルは、テキスト
向け、スライドショー向けなど、
用途に合わせ20種類。あらゆ
るニーズに応えます。

スライドの
レイアウトを選ぶ

インタラクティブな画面の動
き、スライドショーなども、そ
れぞれの編集画面で用意された
項目を選んでいくうちにできあ
がります。位置、動きなどさらに
こだわりたい人のためのCSS設
定画面※も用意されています。

コンテンツを
編集する
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スライド一覧

ページエディタ

レイヤー構造で
ページに奥行き感を

POINT

「つぶやく」や「いいね！」
など人気の SNS 連携

にも対応

POINT

ブラウザ画面
いっぱいの

フルスクリーン表示

スライド単位で編集

POINT

POINT

アニメーションや
トランジション効果

で魅せる
スライドショー

POINT

1

2

3

※ご利用にはWebLiFE*サーバープレミアムコースまたは
オンラインショップコースへの加入が必要です（詳しくP.16へ）。

サイト制作の3ステップと拡張機能

Function
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ソーシャルの機能や
写真や音楽の素材も
サポート

安心の3つの拡張機能

WebLiFE* サーバー



廃校を再利用した創業支援施
設「隠岐の島ものづくり学校」
のサイトを制作。プロジェク
トが進んでいく様子を、島の
魅力を通して臨場感たっぷり
に表現していきたい
です。

離島から日本中の

クリエイターへ発信

　「レポート」スタイルは、
コンテンツや企業・個人に関
わらず、ひとりでも多くの
人に「伝えたい」ことがある
人のために開発されたテンプ
レートです。
　文章だけではうまく伝えら
れないメッセージも、写真を
豊富に使うことで、効果的に
表現できるように設計してあ
ります。また、ときには動画
共有サイトと連携して、ムー
ビーで説明することも。

　ヒト、モノ、コトのドキュ
メンタリーを余すところな
く伝えるためのサイトデザ
インです。
　まるでプロのウェブデザ
イナーが作ったような美し
い写真や動画の演出が、誰で
も簡単に作れます。地図や
カレンダーも盛り込めます。

1.Report

B
C
A

あなたの「伝える」ことを
もっとわかりやすく

言葉で表現しづらいこと
を写真や動画で表現

写真を効果的に
スライドショー

・アイデアをまとめるサイト
・イベントレポート
・動画と写真を
  たくさん入れるサイト

〈こんなサイトに最適〉

〈こんな機能をチェック！〉

ムービーで
伝える
画像加工や
ポイントパーツも

このテンプレートのデザインの
トーンは見ていても飽きのこな
いシンプルでかつ上品なイメー
ジ。写真もメッセージも、より
強く響きます。
個人や企業、NPOなどのプロ
ジェクト特設ページ、コンセプ
ト紹介、イベントマイクロサイ
トなどさまざまな場面での利用
におすすめです。

Googleなどの地図やカレン
ダーといった外部ウェブサービ
スを取り込んでサイトのコンテ
ンツを充実させることができま
す。Googleカレンダーとの連
携は、「カレンダー」スライドを
選ぶだけなので操作はいたって
簡単。LiVEオリジナルの美しい
カレンダーでで表示できます。

B
スライドのように１画面ずつサクっとめくるのが新しい！これまでのウェブサイト

は、長い文章を読ませるの
が中心でしたが、レポート

スタイルは、ポイントを視
覚的にまとめ、サクっと１

画面ずつ見せていく新しい
スタイル。プレゼンテー

ションのようなサイトで伝
わる力はグンとアップ！

A
ワッペンデザインの

ようなアクセントも

バッチリ

ページが切り替わっても常

に表示されるバルーンウィ

ジェットは、ページのアク

セントに最適。ユーザーの

動きに合わせて震えたり音

が鳴るなど、アピール力も

抜群。パーツの本格的な画

像編集は、「SiGN Pro」で

作成できます。

C
ムービーで伝え、

ファンと繋がる

文字より映像で伝えること

も、ときには効果的。スト

レートに伝わる動画をウェ

ブに使いましょう。LiVEは、

YouTube、Vimeoな ど 人

気の動画サイトに対応。さ

らにTwitterやFacebook 

のソーシャルメディアへ

の導線も確保。クチコミか

らもさらに多くの人に知っ

てもらえるしくみです。

  オススメの使い方

  注目の機能

画面右側だけスライドショーのように写真が切
り替わったりクリックで拡大表示できます。

スライドショーエリア

ムービーのサムネール画像を、自由に設
定できます。思わずクリックしたくなる
魅力的なタイトル画面にしましょう。
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写真スライドポイント

クリックしたくなるサムネ画像ポイント

ウィジェットは、スライドをスクロール
しても常に同じ位置に表示できます。

フローティングで表示ポイント

秋元 友彦 
さん

野﨑いづみ
さん
株式会社
ものづくり学校

LiVEで作れる 6つのテーマ



・ポートフォリオサイト
・エンターテインメント性
 の高いサイト
・楽曲の試聴サイト

〈こんなサイトに最適〉

〈こんな機能をチェック！〉

　「ポートフォリオ」スタイ
ルは、作品紹介やファンやお
客さんへのアプローチに適し
たテンプレートです。作品を
より美しく見せるだけでな
く、画集を眺めているよう
なダイナミックなスライド
ショーのレイアウトと、複数
のサウンドの再生切り替えを
使い、深い世界観を表現する
ことができるでしょう。

　ミュージシャンやバンド、
写真家、建築家、イラストレー
ターなど、各界で活躍するク
リエイターが作品を公開する
ためのテンプレートです。ダ
イナミックにページ全体が切
り替わるスライドショーや
BGMの演出で、感覚に訴え
るサイトが作れます。

2.Portofolio

B
AC
A

音楽、映像作品、
写真も効果的に見せる

作品を紹介したい
クリエイター向け

ダイナミックな
スライドショー
音楽再生の
機能を取り込む
オープニング
ムービーを再生

あらかじめLiVEに収録さ
れた豊富なBGM素材から
選び、スライドごとに異な
る音を設定できます。スラ
イドショーにぴったりの音
楽を選びましょう。

サイトのデザインテイストは、
モノトーンを中心にして、洗練
されたイメージに。エッジのき
いたソリッドなデザインで、作
家の個性を際立たせることが可
能です。アーティストサイトだ
けでなく、ファッション、カル
チャー系のウェブサイトづくり
にも向いています。
写真やイラストを効果的に使い
たい場合に特におすすめです。

BGMは、あらかじめセットさ
れているものを利用するほか、
自分で用意した音声ファイルを
利用することもできます。サウ
ンドの設定はスライドごとに行
え、フェードイン／フェードアウ
トにも対応。ボタンの上にカー
ソルを移動した際に出るサウン
ドエフェクトも設定可能です。

C
ウェブでもっと

音楽を聴くしくみ

テンプレートだけでなくカ

スタムタグを使うことで、

テキストに限らず様々な要

素を取り込めます。人気の

音楽共有サイトからプレイ

リストを読み込んで視聴

ページを作るなど、外部サー

ビスとの連携もできます。

B
いつまでも眺めていたくなるスライドショーウィンドウ全体が自動でス

ライドするダイナミックな
ページがデザインできます。

写真の上に置いたロゴタイ
プはテキストデータなので、

カスタマイズが簡単。しか
も、ドロップシャドウなどの

加工も加えられます。

  オススメの使い方

  注目の機能

動画のURLを入力するだけで再生の設
定は完了します。動画が消えるまでの秒
数を設定でき、ウェルカムスプラッシュ
のような使い方もできます。

8 9

動画の自動再生ポイント

BGMとともに
スライドショーを見る

ポイント

LiVEは自分が“いま生きてい
ること”を伝えられる手段に
なるので、サイト作りでこれ
まで得られなかった閃きと刺
激が受けられます。自分をよ
り深く知ってもらえるポート
フォリオにして今後の
活動に役立てたいで
す。

ファンの期待に
応えるサイトに

Hiroshi 
Watanabe
さん
音楽家 /写真家

LiVEで作れる 6つのテーマ

オーディエンス、ファンが
引き込まれるサイトへ

A
アクセスしてすぐ

ムービーを再生

ページを開いた直後に流れ

るフル画面のオープニング

映像も流せます。映画やイ

ベントのプロモーションサ

イトのようにエンターテイ

ンメント性を重視したい場

合や、重要なメッセージを

動画で伝えたいときなど。

そのサイトは忘れられない

ものになるでしょう。



・ショップやカフェのサイト
・プロダクトの紹介サイト
・コンセプトや世界観を
  演出したいサイト

〈こんなサイトに最適〉

〈こんな機能をチェック！〉

今まではサイト作りの自信が
もてませんでした。LiVEを知っ
て、これは使ってみたい！と
決断。初めてのサイトですが、
デザイン的にも満足のいくも
のができ、さらに作成、更新
も自分たちの手でできるな
んて夢のようです。

自分たちで制作して

更新もできる！

　「ブランディング」スタイ
ルは、個人／中堅／大企業な
ど問わず、ライバルに差を付
けたい事業主に向けてデザイ
ンされたテンプレートです。
心のこもったメッセージを効
果的に伝えたいならば、この
スタイルがぴったり。オリジ
ナリティに溢れる魅せるサイ
トができあがります。

スライドタイプのLiVEサイ
トには、縦スクロールタイ
プと横スクロールタイプの2
種類があります。
簡潔なコピーと斬新なデザ
インで見せていくテンポの
よいスライドショーこそ、
読者をひきつけ、思わず次々
とページをめくらせてしま
う、成功の秘訣です。

3.Branding

B
A
C

初めての人にも、リピーターにも
もっとよく知ってもらうためのサイト

LiVEで作れる 6つのテーマ

ライバルに差をつける
おもてなしサイト

横スクロールで
滑らかに見せる！
気持ちよくフォト
スライドが使える！
SNS に
すぐつなげられる！

アースカラーを使い、落ちつい
て男女ともに好かれるデザイ
ン。パーツにはオトナかわいい
テイストのイラストも用意しま
した。カフェや雑貨、エコ系を
テーマにしたサイトなどにぴっ
たりです。
ときには大胆にメッセージを写
真の上に載せるなど、まるで雑
誌を眺めているようなオシャレ
なデザインが特徴です。

ブランディングスタイルに用意
されているナビゲーションウィ
ジェットは、やわらかな雰囲気
のデザイン。ウィジェットから
他のタイプも選べます。

A
写真を滑らかなスライドショーでjQueryを使ったスライドショーも簡単です。気持ちのよいモーションで、写真の魅せ方も思い切り個性的にしてみませんか。じっくり見て欲しい写真の加工にぴったりです。

B
大きなスライドを

めくるような

横スクロール

なめらかなモーションで、

ページが横にめくれます。

ダイナミックな構図を使

い、読者も思わず引き込

まれるインパクトの大き

なウェブサイトに。グラ

フィックを重視したい場合

におすすめのデザイン。

C
ナビゲーションも

プロ並み

おしゃれなナビゲーション

ボタンなど、サイトを演出

するパーツはLiVEに豊富

に用意されていて、いちか

ら作る心配は無用、好みの

ものを選ぶだけでOK。ま

た、SNSと連携するボタン

も多数用意しています。

  オススメの使い方

  注目の機能
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ナビゲーションボタンをクリックすると、
自動でゆっくり写真が切り替わるスライ
ドショーが作れます。写真を選択するだ
けで作れ、難しい設定は一切不要です。

スライドショーポイント

ハッシュタグ（#）を使って
つぶやきをサイト内に表示
できます。複数のフォロ
ワーからのつぶやきが交互
に表示されます。

つぶやきを表示
ポイント

PREMIUMテンプレート  ※

※このテンプレートを利用するには、
WebLiFE*サーバーとの契約が必要です（詳しくはP.16へ）。

SNSと繋げるパーツが豊
富に用意され、簡単にウェ
ブサイトに埋め込めます。
ファンとの交流に欠かせな
いこれからの必須機能！

SNSも取り込み
ポイント

須永幸司
さん
ゆっくりとカフェ
店長
（東京・世田谷）



〈こんなサイトに最適〉

〈こんな機能をチェック！〉

・新製品告知
・イベントやフェス告知
・掲載情報が少ないサイト

6.Profile

一緒にカウントダウンして
期待を高める！

コミュニティ活動を伝えて
仲間をどんどん増やす

“じぶん”サイトで
活動を知ってもらう

　グループやサークルなどの
ためにデザインされたテンプ
レート。コミュニティのコン
セプトやメンバー紹介など、
スライドごとに必要な項目を
入力していくうちにサイトも
完成。デザインのトーンは、
観ているだけで楽しくなる、
カラフルなイメージになって
います。

自分の生い立ちや日頃の活動
などを紹介するための、名刺
代わりのプロフィールサイト
が、あっという間に完成しま
す。あなたはポートレイトや
趣味の写真を用意するだけな
ので、初めて作る人も安心で
す。デザインのトーンは、好
感度のベースを引き上げるさ
わやかなテイストです。

　プロジェクトによりたくさ
んの人を集めたい人や、イベ
ントやフェスを成功させたい
人のためにデザインされたテ
ンプレートです。まだお知ら
せできる情報は少なくても、
とにかく盛り上げたいときに
は、ティザー（予告）サイト
で一緒に情報を共有し合いま
しょう。準備期間、掲載素材
が少なくてもすむよう、短い
メッセージでも見栄えするよ
うに工夫しました。

新しいプロジェクトや
イベントを盛り上げる

ポップでカラフルな
テイストで

名刺代わりに
サイトを持とう

A
スタートの日を
一緒に数えよう

カウントダウンウィジェッ
トで、スタートまでの間
も一緒に盛り上げてみま
しょう。

C
SNSリンクボタンを

貼ろう

文字を引き立たせるシン

プルなデザインでメッ

セージを強く打ち出すこ

とができます。

A
スマートデバイスで
閲覧も可能

HTML5＋JavaScriptの
最新の組み合わせのサイ

トなら、最新のデザイン
も、iPadで楽しめます。

A
更新のたびフォロワー

に一気にお知らせ

「ソーシャルコネクト」では

Twitter、Facebook、

mixiのフォロワーにまと

めてお知らせができます。

B
ページを立体的に見せ
るトレンドのエフェクトもページの中のパーツがレ

イヤー分けされ、スクロー
ルすることで立体感を演

出する「パララックス」効
果を搭載しています。

A
B

カウントダウン

パララックスで
立体感

AiPhoneなどのスマホ
やiPadにも対応※

Aソーシャルコネクト

白とアクセントの2色使いでシ
ンプルなトーンのデザイン。ビ
ジュアル素材が少ない準備期間
中や、メッセージ性が強いサイ
トを作りたい人に向いています。

  オススメの使い方

設定した日時までをカウントダ
ウンするウィジェットが使え
ます。日数カウントと秒数カウ
ントタイプがあり、サイズやデザ
インのバリエーションも多数。

  注目の機能

4.Teaser

毎日の更新やファンとの交
流がしやすいSNSと、宣
伝やインフォメーションと
しての拠点になるウェブサ
イトへ繋ぎましょう。
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クチコミ促進ポイント

リアルタイムでのカウントダウンなら、
ソーシャルメディアとの連携での盛り上
げも期待できます。

リアルタイムでカウントポイント

iPad
Ready!

CSNS スティッカー

※一部コンテンツは非表示になります。

LiVEで作れる 6つのテーマ

5.Community
LiVEで作れる 6つのテーマ

LiVEで作れる 6つのテーマ

〈こんな機能をチェック！〉

〈こんな機能をチェック！〉



1
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　LiVEに限らず、ウェブサイトを
作るときは「これについて伝えたい」

「私のことを知って欲しい」などと
いったゴールがあります。ゴールが
はっきりすると、サイトスタイルも
自ずと決まってくるはず。LiVEに
は、6つのテンプレートがあり、目
的にあったサイト構造をあらかじめ
設計してあります。

　プロジェクトを広げたり、成功に
導く際、気の合う仲間で支え合える
TwitterやFacebookな ど の ソ ー
シャルメディアの威力は絶大なもの
です。LiVEならば、ソーシャルメ
ディアとサイトをつなぐために難解
なプログラムの壁を取り払って、す
ぐに集客力をアップできます。

　サイト構造と素材類が固まった
ら、サイトの制作をスタート。ムー
ビーや記事など各コンテンツに適
した20種類のスライドを用意して
あります。レイアウトは「スライド

エディタ」で行います。文字を入力
したりリンクを指定することも簡
単です。たとえば写真のスライド
を選んだら、写真の掲載順を指定
するだけで作れます。

How    to start !

3

2

LiVEを使って挑戦！
ウェブ・プレゼンのはじめ方

作りたいイメージに合ったテンプレートを選ぶ スライドを作る要領でどんどんレイアウト

メッセージを伝える写真や文章を用意しよう ソーシャルと連携させて仕上げよう

6つのテーマから選ぼう

仲間と話しあいながら
試してみよう

起承転結のメリハリをプレビューで確認しながら進めよう

Twitter、Facebookなどソーシャルとサイトをつなげよう
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写真やムービーを豊富に入れ
て、言葉では伝わりづらい空
気感や情感までもレポート。

レポート
自分の生い立ちや日頃の活動
などを紹介する、名刺代わり
となるプロフィールサイト。

プロフィール
作品紹介に向いています。各作
品を美しく紹介し、アーティス
トの深い世界観を表現します。

ポートフォリオ

グループやサークルなどの目
的をもった仲間の活動を紹介
し、さらに仲間を集めるサイト。

コミュニティ
限られた情報で、発売になる
製品やプロジェクトを紹介す
る予告（ティザー）サイトです。

ティザー
ショップやプロダクトの世界観
を知ってもらい、ライバルに差
をつけたい人ためのサイト。

ブランディング

作成したいウェブサイトのスタイルを選択します。スラ
イド方向は、縦と横のスクロールから選びます。

テキストのエディタ画面で
は、文字を入力してサイズや
色、位置を設定。ブログなみ
の簡単さです。

スライドショーも写真
を選ぶだけ。写真に文
字を載せたり加工した
いときは付属の画像編
集ソフトSiGN Proが
利用できます。

ソーシャルメディア機能を埋め込むボタン
はウィジェットとして用意されています。

ウィジェットを配置してFacebookページ
との連携が行えます。

その場でサイトに
できると
決めやすいね。

文字の位置や
大きさも自由、
動くスライドショーも、
写真を選ぶだけ。
楽しい！

島の四季はこの写真
がいいんじゃない？

　サイトの構造を決めたら、メッ
セージを伝えるための作戦を立てま
す。LiVEでオススメするのは、プレ
ゼンを成功させる「起承転結」のスタ
イルに則ってストーリーを考えるこ

と。つかみ、展開、結論のそれぞれ
にふさわしい写真を選んだら、LiVE
でプロトタイプを作り、試行錯誤し
ながら進めましょう。キャッチコピー
もみんなで意見を出し合って。

ウィジェットはインスペクタというパネルを
使って位置やURLなどを細かく設定すること
もできます。



　　

心を動かす ウェブのために。
100を超える  LiVEの機能

これからのブラウザに
フィットするWeb設計

これからの
ウェブデザインをつくる

モーション＆エフェクトソーシャル連携の
ためのツール搭載

http://digitalstage.jp/weblife/

サーバーの主な機能
●ディスク容量無制限のウェブサーバー
●複合サイトの運営に便利なマルチドメイン
●�独自ドメインメールアドレス無制限発行、ウェブ
メール対応

●会員専用ページが作れるかんたんパスワード

サーバー＋プレミアム機能　
【LiVEの機能やデザインをアップグレードする】

想像力をかき立てる
ビジュアルな編集機能

□HTML5と�CSS3に対応したデザイン

□オリジナルのテンプレート6サイト／
　2バリエーションを収録

□ jQuery ベースの動的サイト設計

□ iPad、iPhone、Android 対応

□ヘッダー・フッター／
　共通エリアの統一管理が可能

□フルスクリーンでページ全体を
　ダイナミックにレイアウト

□プレーン、フォトアルバム、スライドショー、
　ムービー、記事、カレンダー、カスタムタグの
　�7つのデザインスタイル／20のレイアウト
スタイル

□レイヤー構造のある立体的な
　視差効果（パララックス）を表現

□こだわり派プロ仕様のCSS設定※

□ページを音で彩るサウンドエフェクト

□写真に語らせるコンテンツに最適な
　スライドショーデザイン

□読み込み中もスマートにする
　ローディングエフェクト

□映画サイトのようにダイナミックに
　見せるオープニング映像

□閲覧者に呼応するインタラクティブ・
　ナビゲーションを自由に追加

□ Facebook�OpenGraphなど
　ソーシャルプラグインに対応

□更新をフォロワーへまとめてお知らせ
　するソーシャルコネクトを搭載

□「いいね！」「コメント」などと
　Twitterとも連携する
　ウィジェットを自由自在に追加

□ウェブページをビジュアル的に
　管理するサイトシアター

□FaviconやiPhoneなどに向けた
　WebClip設定にも対応

□検索ロボット・アクセス解析設定・
　ベーシックなSEO対策も支援

□GoogleAnalyticsとの連動で
　ユーザー動向も管理

□ウェブ用の画像が作成できる
　SiGN�Proを内蔵し
　ロゴや写真加工も手軽に。
　（10種の日本語フォント、
　 45種の英語フォントを搭載）

〜ウェブトータルプロデュースのために〜
http://digitalstage.jp/bind/

シリーズ

情報量が多い読みやすさ重視のホームペー
ジを作りたい場合、LiVEと相性のよいBiND
がおすすめ。2つのソフトを使えば、互いの良
さを引き出す最高のサイトが作れます。

Good Code

Good Technology makes 
Good User Experience
for 5points

Good Design

Good VibrationGood Connectability

Good Creative Work
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WebLiFE サーバーは、「LiVE」本体と連携し、シ
ンプルでスムーズなホームページの運営を可能にす
るホスティングサーバーです。ソフト単体ではでき
ないプレミアム機能を実現したり、追加素材の配布
など、コンテンツ環境の充実までを提供します。

プレミアムサービスのご紹介

もうひとつのウェブ制作ソフト

 LiVEにプレミアムコース3ヶ月無料・
オンラインショップコース
利用期間3ヶ月延長パス付き

加入特典！
写真やBGMなどの
素材を毎月

ダウンロード提供

姉妹ソフト

BiND

※一部コンテンツは非表示になります。

※オンラインショップコースは年間契約コースです。

※ ご利用には、WebLiFEサーバー・プレミアムコースまたは、
オンラインショップコースへのご加入が必要です。

プレミアムコース：月額2,980円
オンラインショップコース※：年額29,760円（月額換算で2,480円 /月）



LiVE ...
OUR
CONCEPT

さぁ、
「じぶんプロジェクト」
をはじめよう。

あなたのプロジェクトを
応援するソフトです

「じぶんプロジェクト」を多くの人に伝えたいなら、
ウェブにおけるプレゼンテーションのテクニックを身につけましょう。
あなたの想いとアイディアをビジュアルや文章にして
つなぎ合わせることで、ウェブとして表現すること。
それが「LiVE」でできる、ウェブ・プレゼンテーションです。
自分の想いではじめたプロジェクトだからこそ、
納得のいくまで試行錯誤してみてください。

生きることは自分自身を表現することだと思う。
だから、プレゼンテーションして伝えましょう。
あなたがよりあなたらしく生きていくための、
じぶんプロジェクトを、はじめましょう！

デジタルステージ 代表

僕らは今、すばらしい時代を生きています。
ソーシャルメディアの登場によって、
たくさんの人と考えや想いを共有できるようになりました。
それをただの暇つぶしにするか、
あるいは自分の人生を豊かにするために活用するのか。
その答えのひとつが、

「じぶんプロジェクト」だと僕らは考えています。
例えば、自分の作品や仕事のポートフォリオ、
会社、NPOやサークルで手がけたイベントといった
様々な「じぶんプロジェクト」が身の回りにあるはずです。
あなたのアイディアや想いを表現すること。

「もっと自分らしいデザインで……」
「もっと気持ちよく読み進められる構成で……」
やればやるほど、楽しくなってくる。
いろいろなことに、こだわりたくなってくる。
そういうクリエイティブの楽しみを、

「LiVE」で実感してください。
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各24,800円（税込）

各18,800円（税込）

【動作環境】
◆ Macintosh
 ・CPU:Intel Core2Duo 2.0GHz 以上のプロセッサー
 ・OS:Mac OS X 10.6 または OS X 10.7（サーバー版を除く）
※いずれの OS も日本語版のみ対応
※OS X 10.8 には発売後対応予定
　空き容量に関して （Mac OS 拡張（ジャーナリング）のみ動作 /20GB 以上の空き容量推

奨 /RAID 環境を除く）

◆ Windows
 ・CPU:Intel Core2Duo 2.0GHz 以上のプロセッサー（または、同等のスペックのプロセッ

サー）
 ・OS:Windows 7 SP1（32bit/64bit 対応。但し、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（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
　空き容量に関して （20GB 以上の空き容量推奨 /RAID 環境を除く）

◆ Macintosh ／ Windows 共通
 ・必要メモリ :2GB 以上（4GB 以上推奨）
 ・ディスプレイ :1280x768 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 :10GB 以上のディスク空き容量
※システムドライブにインストールされます
※32bit アプリケーションとなるため、2TB を超えるボリュームへインストールした場合の動

作は対象外となります
※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

動作は対象外となります
 ・起動ディスク（OS のインストール先）が ATA もしくは SATA 接続の環境である必要があり

ます  
 ・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） 
 ・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 プレミアムコー

ス、オンラインショップコース）
 ・Adobe AIR 3.2（ソフト本体の起動に必要 / インストーラーに同梱）  
 ・オンラインユーザー登録が必須です
 ・LiVE 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

【ご注意】
●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。

● SiGN for WebLiFE* Pro について
「SiGN for  WebLiFE* Pro」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（R）の動作環境に準じており、LiVE とは動作環境が異なりますので
ご注意ください。

●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 サーバーについて
WebLiFE サーバー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 サーバーに関するサポート先は、LiVE のオンラインヘルプをご覧ください。

※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。

http://www.digitalstage.jp
企画・開発・販売　株式会社デジタルステージ
〒 154-0001　東京都世田谷区池尻 2-4-5 IID119
Copyright © 2012 digitalstage inc. All rights reserved.

【閲覧環境】
◆ Macintosh 

［推奨ブラウザ］Safari 5.1.7
［その他のブラウザ］Firefox 13  Google Chrome 19

◆ Windows 
［推奨ブラウザ］
Windows XP：Internet Explorer 8
Windows Vista / 7：Internet Explorer 9

［その他のブラウザ］Firefox 13   Google Chrome 19

◆ iPad, iPhone 
内蔵されたブラウザ「Safari」で PC サイトとして閲覧可能
※一部コンテンツは非表示になります。
※ iOS5.1 以上に対応

◆ Android
内蔵された標準のブラウザで PC サイトとして閲覧可能
※一部コンテンツは非表示になります。
※ Android2.3.3 以上に対応

◆一般の携帯電話 
閲覧不可

Windows 版

Windows 版

〈教職員・学生の方〉アカデミック版

標準価格

標準価格

Macintosh 版

Macintosh 版

JAN-4527956-01102-8�
DSP-01102

JAN-4527956-01108-0
DSP-01108

JAN-4527956-01101-1�
DSP-01101

JAN-4527956-01107-3�
DSP-01107

テーマ別6つのテンプレート

WebLiFE* Server
プレミアムコースパス
サーバー利用料3ヶ月無料

Yahoo! リスティング広告パス
最大7,500円分プレゼント

画像編集ソフト
SiGN Pro収録

BGM、写真素材を
本体に収録

写真素材パス
最大16,000円相当プレゼント

独自ドメイン無料取得
1年間の利用料が無料
※新規取得時のみ、有効です。

jQueryベースのウェブ制作ソフト
フルスクリーン BGM アニメーション パララックス


