
本契約へ
体験版終了前に送られてきた「導入のご

確認」メールに空メールで構いませんの

で、ご返信ください。その後EASYに関す

る書類や手続きを案内します。

体験版終了
「導入のご確認」メールに返信が無かった

場合は、予定の日時に体験版は終了します。

お手続きは不要で、料金も一切かかりま

せん。

導入を検討
体験版終了前に一度、「導入のご確認」メールを送ります。

「EASY」にご満足いただけましたら、本導入の手続きをおこなってください。

Step3

Step4

ホームページを編集
体験版ホームページでは、あらかじめ塾様で、よく使われるページを準備しています。

それらのページの文章を変更すれば、簡単に自塾オリジナルホームページができます。

体験版ガイド体験版ガイド体験版ガイド
まず最初に
お読みください

この度は「EASY」体験版をご利用いただき、誠にありがとうござ

います。

最初に、本書の内容をご確認いただき、ご利用ください。

体験版のご利用中に、ご不明な点やお気付きのことがありましたら

「EASY サポート（info@easy-juku.com）」までご連絡ください。

体験版ご利用の流れ

Step1

Step1

体験版ホームページと管理画面の確認
「体験版準備完了のお知らせ」メールに記載されている自塾ホームページの確認と管理画面

URL にアクセスして、ユーザー名・パスワードを入力して管理画面にログインしてください。

Step2

※品質向上のために、お電話でアンケートをさせて
　いただく場合がございますのでご了承ください。

体験版ホームページと管理画面の確認

●1  体験版ホームページを確認

1.「体験版準備完了のお知らせ」メールに

記載されている「自塾体験版ホームペー

ジ」の URL にアクセスします。

2. 左上に自塾名が入った体験版用ホーム

ページが表示されます。

●2  管理画面にログイン

1.「体験版準備完了のお知らせ」メールに記載されている

管理画面 URL にアクセスして、ユーザー名とパスワード

を入力します。

2.［ログイン］ボタンをクリックして、ログインできるか

確認します。

管理画面のメニュー
●トピックス トップページに流れる文字の編集

●新着情報 トップページに掲載される新着情報の編集

●ページ 各ページの本文の編集

●バナー ページ上下のバナー・ボタンの編集

●カレンダー設定 イベントや休塾日の登録

●EASY 設定 住所など主要情報の編集

※体験版では会員無料サービスは使用できません

次のページへ次のページへ

1

2

学習塾専用のWeb集客ツール

管理画面にログインする場合、パスワードの下に表示されて

いるひらがなを入力してから［ログイン］ボタンをクリックして

ください。



次のページへ次のページへ

Step2
ホームページを編集～自塾のホームページを作ってみよう～ Step2

ホームページを編集～自塾のホームページを作ってみよう～

下記操作を参考にサンプルページを自塾のホームページの内容に作成・編集してみましょう！ （体験版ホームページでは、あらかじめ塾様で、よく使われるページを準備しています。
  それらの文言や数字を書き換えるだけで、自塾オリジナルのホームページを完成させることができます）

※会員無料サービス以外は、本サービスと同様に操作できます。

1. ［ページ一覧］をクリックします。

2. [ 塾の紹介 ] をクリックします。

3. 編集画面が開くので、本文を

編集してみましょう。

1. ［トピックス一覧］をクリックします。

2. ［2018 年 チャレンジ学習塾 説明

会］をクリックします。

3. 編集画面が開いたら、タイトル

と本文を塾のニュースに書き換

えて更新をクリックします。

4. 自塾ホームページを表示させ

更新（キーボード：F5）すると

トピックスが変更されます。

4. [ 変更をプレビュー ] ボタンを

クリックするとプレビュー画面

が開くので、文字が変更された

ことを確認します。

1. 編集画面に戻り、[ メディアを

追加 ] をクリックします。

2. [ ファイルをアップロード ] を

クリックし、追加したい画像を

画面にドラッグします。

3. [ メディアライブラリ ] をクリック

し、画像を選択後、[ 固定ページ

に挿入 ] ボタンをクリックします。

5. 内容と画像が変更されました。

6. 編集画面に戻って [ 更新 ] を

クリックし、ホームページに反映

させます。（[ 更新 ] をクリック

するまでは反映されません）

4. 画像が挿入されたら [ 変更を

プレビュー ] で見てみましょう。

●1  文字を変更してみよう

1. 編集画面に戻って、リンクしたい

部分をドラッグして選択します。

4. 文字に色が付き、下線が付いた

ら成功です。

2. 編集アイコンの [ リンクの挿入 /

編集 ] をクリックします。

3. URLに例として

 「https://www.easy-juku.com/」

を入力し、[適用]ボタンをクリック

します。

●3  リンクを入れてみよう ●4  トピックスを変更してみよう ●5  新着情報を追加してみよう●2  画像を挿入してみよう

1. ［新着情報追加］をクリックします。

2. タイトルと本文を入力します。

3. 編集画面の右側［公開］ボタンを

クリックします。

4. 自塾ホームページを開き、トップ

ページに新着情報が追加された

ことを確認します。



Step2
ホームページを編集～自塾のホームページを作ってみよう～

Step3
導入を検討

体験版終了前に一度、「導入のご確認」メールを送ります。

もし、契約までに確認したいことがあれば、メールかお電話を頂ければ回答します。

「EASY」にご満足いただけましたら、本導入の手続きをおこなってください。

※体験版終了以前に、申し込みをいただいても10 日間は体験版をお使いいただけます。

Step4
本契約へ

「導入のご確認」メールに空メールをご返信ください。

担当者から、本契約に関する書類や手続きをご案内します。

● 運用中に、分からない事があれば何度でも問い合わせすることができます。

● 体験中に作成したページは、本契約をすれば残ったままなのですぐに公開することができます。

　　契約後は会員無料サービスも使ってホームページを充実させましょう。

簡単な操作だけではないEASYの力強いサポート

※会員無料サービス以外は、本サービスと同様に操作できます。

※本契約後は何十種類もの中からデザインを
選んでいただき、「デザイン変更依頼」をして
いただいてから変更する流れとなります。

初期費用

25,000円+税

月額費用

9,800円+税＋

導入月は
無　料

EASYをご契約いただくと、塾運営に必要なオリジナルのボ

タン、広告画像、メイン画像を無料で制限無くお使いいただ

けます。ホームページデザインも何度変更しても無料です。

会員無料サービスとは？会員無料サービスとは？

EASYの機能を試して、ぜひ導入してください！

※デザイン例はごく一部です。

お問い合わせ・本契約のお申し込み

1. ［カレンダー設定］をクリックします。

2. カレンダー設定画面が開いたら「休日」にチェック

が入っていることを確認します。 

3. 本日の日付にチェックを入れます。

4. スクロールして一番下の[ 設定を更新 ]をクリッ

クします。

5. 自塾ホームページを開き、設定した日付が休日に

変更されたことを確認します。

1. [ デザイン変更 ] をクリックします。 

2. 設定画面が開いたら中央「basic001_blue」の

[ 有効化 ] ボタンをクリックします。

3. [ サイトを表示 ] をクリックします。

4. デザインが変更されました。

●6 カレンダーに予定を入れてみよう ●7  デザインを変更してみよう

自動作成される
スマートフォン
ホームページ
もチェック！

ユーザビリティパートナーズ株式会社

〒700-0975　岡山県岡山市北区今7丁目11-4 107

　　　 086-362-7391（平日 10：00→18：00）

　　　 info@easy-juku.com

TEL FAX

MAIL ht tps ://www.easy-juku .com/

050-6861-0329 （24 時間受付中）


