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1. パッケージ提供内容について

1-1 コース別ご提供サービスメニュー一覧

• 本サービス内容確認書では、「プレミアム」コースについてご説明します。

1-2 オプションサービス

オプションサービスをご利用になるには、別途お申し込みが必要です。
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新 旧 新規販売終了予定

プレミアム
ベーシック スタンダード

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ マスター
- プラス - プラス

基本
サービス

独自ドメイン 標準装備 無 有 無 有 有 有

サーバー使用容量 Web５GB/メール５GB 50MB 500MB

初期設定サポート 有 自動（テンプレート）

更新代行サービス
標準装備

（2ヶ月に1回･1時間程度）
無 標準（1回/3か月）

メールアドレス サーバー用量内無制限 サーバー用量内無制限

常時SSL（https://～） 標準装備 非対応

デザインテンプレート 300種類以上 60種類 60種類 60種類 60種類

フリーページ サーバー用量内無制限 5ページ 5ページ 100ページ 100ページ

かんたん編集ツール 標準装備（新型） 有 有 有 有

スマートフォン用ページ･
レスポンシブデザイン 自動対応 別途設定 別途設定 別途設定 別途設定

ブログ機能 標準装備 無

効果測定/改善機能 標準装備（新型） 有

バックアップ/復元機能 標準装備 無

お申込みサイト 専用紹介サイト BL.Clover会サイト

更新作業
各社HPから
そのままログイン

BL.Clover会サイトからログイン

オプションサービス 契約種別 サービス内容

独自ドメイン受入対応 都度契約 お客様が既にお持ちのドメインを転用する際のサービス

独自ドメイン転出対応 都度契約 他社サービスへお客様のドメインを移管される場合のサービス

検索エンジン最適化「SEO極」 月額契約 検索結果上位表示のアドバイスが画面に表示されるサービス

WEBサーバー容量追加 月額契約
掲載ページや画像データの容量を現状の5GBから10GBへ拡張す
ることのできるサービス

MAILサーバー容量追加
月額契約 保存メールや添付データの容量を現状の5GBから10GBへ拡張す

ることのできるサービス



２. 基本サービス

2-1 動作環境・条件

2-2 主な機能

原則として指定された入力箇所へのテキスト入力・画像データの
挿入だけでホームページの制作・更新ができます。

アクセス数や各ページの閲覧状況が把握できるアクセス解析機能
を提供します。

標準で10GB（Web5GB/メール5GB）のホスティングサービス
を提供します。

お客様の独自ドメインを代行して取得・維持管理いたします。

お客様のドメインを利用したメールサービスを提供します。

2-2-1機能一覧

ダイレクト編集：ダブルクリックでホームページを直接簡単編集
ができます。

コンテンツパーツ機能：マウスを長押ししてレイアウトを崩さず
にパーツを追加、編集することができます。

デザインテンプレート：300種類以上のお好きなデザインテンプ
レートから自由に選ぶことができます。

トピックス：トピックスを複数作成することができます。

ブログ：ブログを複数作成することができます。

メールフォーム：設問項目や送信先登録など設定してメール
フォームを作成することができます。

イベント：様々なイベント情報を作成し表示することができます。

アルバム：画像は、管理ページから選択して表示することができ
ます。

携帯サイト自動生成：ホームページがそのまま携帯サイトに変換
されます。※一部機種・キャリア非対応。※自動でスマホ画面に
対応するレスポンシブルデザインのテンプレートも選択できます。

元に戻す・バックアップ機能：間違った操作をしても簡単に元に
戻すことができます。

コンテンツ公開・非公開設定：コンテンツの表示・非表示の設定
を行うことができます。

サイト基本設定：サイト名や概要、キーワードなどのサイトの基
本設定を行います。

ブロックレイアウト機能：各ページ毎にドラッグでレイアウトの
変更を行うことができます。

再構築予約：日時を指定してサイトの公開予約を設定することが
できます。

2-2-2モジュール一覧

SEO対策ツール：Google・Yahooの検索順位やアクセス数、
キーワードの対策が取れます。

スライダー機能：TOPページやメインな場所に画像を簡単にスラ
イド回転させて表示できます。

Google Maps：Googleマップの埋め込みが簡単に行えます。

Google Analytics：Google提供のアクセス解析ツールの設定が
行えます。

Googleウェブマスター：Google提供のサイト管理ツールの設定
が行えます。

• Windows系

OS ： Windows 8.1・10 

ブラウザ ： Firefox、 Google Chrome

2-3 注意点・備考

ホームページのページデザインに関して

• 『BL.Homepage』で作成されるホームページは、基本となる
デザインテンプレートからページデザインを決定していただき
ます。但し以下の点については、システム上指定の形式をとら
せていただきます。

①ページのレイアウト
②『BL.Homepage』の基礎仕様部分

②については、ページデザインで用意されたボタンなどの画像
デザイン、ヘッダー部分、フッター部分、その他仕様上での
ページレイアウトなどのコンテンツ要素部分となります。

• 初期データやデザインテンプレートに使用されている写真、イ
ラスト素材については、著作権がございます。必ずお客様にて
ご準備いただいた画像、もしくは、著作権フリーの写真素材に
差し替えを行っていただく必要がございます。

• ホームページ制作に必要な文章やキャッチコピーなどは原則と
してお客様にてデジタルデータにて、ご準備いただきます。

ホスティングサービスに関して

• 使用容量は、アップロードされた独自のテキスト、画像ファイ
ル等の容量から算出されます。アップロードされた画像はホー
ムページに使用しなくても使用容量として加算されます。

その他注意点

• インターネットへの接続を行うサービスはおこなっておりませ
ん。インターネット環境につきましては、お客様ご自身にてご
用意いただくか、回線、プロバイダの斡旋などを含め、弊社に
別途ご相談ください。（但し弊社にご相談いただいた場合でも、
当該サービス料金とは別に、インターネット接続料金が発生い
たします）

• サービス内容につきましては、予告なく変更する場合がござい
ます。

• 検索エンジン最適化「SEO極」の「SEO極」は株式会社ディテ
イルクラウドクリエイティブの登録商標です。
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Twitter連動機能 ブログ・トピックを更新した際にTwitter側に
も連動して表示が行えます。

 Instagram設定：現在、Instagram側の設定変更により、新規の
連携が出来かねます。対応調査中です。

YouTube連動機能：YouTubeの連動が行え、サイトにご自身の
動画をサイトの埋め込みが行えます。

営業カレンダー機能：カレンダー機能で営業日を表示することが
行えます。

BASIC認証機能：一般公開したくないページに認証の鍵を掛ける
ことができます。

RSSリーダー機能：アメブロやライブドアブログなど他のブログ
などの情報を読み込むことができます。

メタデータ：固有のMETA情報（メタタイトル、メタディスクリ
プションなど）や、OGP情報設定、その他追加タグを設定するこ
とができます。

フォント設定機能：GoogleWebフォントを設定することができ
ます。

※InternetExplorerには対応しておりませんので、ご注意ください。

• システムの操作方法を中心に、本サービス内容に関するお問い合
わせに対応いたします。

• コンタクトセンター ： 0570-0570-10
弊社指定休日を除く平日（月曜日～金曜日）：9時～17時30分

2-4 ご利用方法のお問い合わせ先



３. オプションサービス

• ページの追加・更新代行にあたり、必要な素材（画像、テキストな
ど）は、あらかじめサービスで用意している素材以外について、お
客様にて（デジタルデータで）ご用意ください。

• 文章や画像をアナログデータでご提供されますと、デジタル化に工
数を消費してしまいます。データのご提供は極力デジタルにてお願
いいたします。

• 代行作業期間の目安：作業依頼を受け付けた日から、約6営業日と
なります。ご依頼内容やボリュームによっては、6営業日以上必要
となる場合がありますがその際は、お客様へ期日を相談いたします。

• ページの追加・更新代行は、専用フォームからご依頼ください。

https://blhomepage.info/update_oder/ 

• システムの仕様範囲内での代行作業となり、お客様のご要望にお答
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2-5-1 取得・維持

• 本サービスでご利用いただいているホームページを独自ドメイン
で表示させることを目的に、お客様の独自ドメインを代行して取
得・維持管理いたします。

• 取得できるドメインについては下記の通りとなります。申込人以
外のドメイン所有はできません。

• 属性型（組織種別型）ドメイン

• ac.jp、co.jp、go.jp、or.jp、ad.jp、ne.jp、gr.jp、
ed.jp、lg.jp

• 各ドメインごとに登録資格が定められています。詳細
はお問合せください。

• 汎用.jpドメイン

• 英数字.jpが利用できます。
※日本語.jpは利用できません。

• その他のドメイン

• .asia、.biz、.com、.info、.mobi、.nagoya、.net、.
okinawa、.org、.ryukyu、.tokyo、yokohama、.cc 

• ご希望ドメインが既に登録されていた場合、取得することはでき
ません。

• 取得申請後のドメイン名の変更はできません。

• サービス期間はお申込月を含む1年間となり、サービス期間終了
月の2ヶ月前までにサービス停止のご連絡がない場合には1年ごと
の自動継続となります。

• ドメインを切り替えた際、一時的に検索エンジンに掲載されない
可能性があります。

• システムのメンテナンスのため、一時的にメールサービスをご利
用いただけない場合があります。

• サービスの内容、契約条件は適宜変更いたします。

2-5 独自ドメイン

2-6 更新代行サービス

3-1 独自ドメイン

3-1-1 受入対応

• 本サービスのホームページを現在お客様がお持ちの独自ドメイン
を使用して表示させることを目的に、独自ドメインの管理業者を
変更いたします。別途移管手数料が発生します。

• サービスのご利用の際は、お客様とドメイン所有者によるそれま
での移管会社との解約のお手続き、ドメインの管理情報（ドメイ
ン登録番号/レジストリキー）、Auth提供が必要となります。

• ドメイン移管手続きの為、独自ドメインが使用できない、（独自
ドメインでホームページが表示できない。メールが受信できな
い。）期間が発生します。

• 以前のドメイン管理会社の規定により移管が行えない場合もござ
います。

• 以下のドメインについては移管に制限がございますので、あらか
じめご了承ください。ドメインの移管は以下のルートドメインの
み対応可能です。

• . 「.com」、「.net」、「.biz」、「.info」、「.jp」、
「.co.jp（※）」、「.bz」、「.org」、「.or.jp
（※）」のいずれかが利用可能。 （※）「.co.jp」取
得には登記簿の写しが、必要となります。 （※）
「.or.jp」取得には、税理士法人・司法書士法人・弁護
士法人・医療法人のいずれかの登録が必要となります。

3-1-2 転出対応

• 本サービスのホームページを解約し、お客様が他の管理業者に依
頼する場合に指定事業者を変更いたします。別途移管手数料が
発生します。

• 転出先のドメイン管理会社の規定により転出が行えない場合もご
ざいます。

• システムの操作方法を中心に、本サービス内容に関するお問い合
わせに対応いたします。

• ページの追加・更新については、隔月1時間程度までの作業をいた
します。

• 1時間で対応できる作業の例

画像やテキストの入替・更新。

新着情報やブログ記事の追加 （文章はお客様で作成）。

SNSのイイね！ボタン設定 。

SNSのタイムライン表示設定

Googleアナリティクスの設定 、など

• 組合せて1時間を超過する作業、または上記に記載のない作業は、
別途費用ご相談となり、費用をいただく場合がございます。

• 更新作業は、弊社から促すものではなく、お客様より自発的にご
依頼いただく前提となります。

• 5GB単位で合計最大10GBまで拡張できます。

3-2 検索エンジン最適化「SEO極」

3-2-1 サービスの概要

• 本サービスは、以下のステップをお客様ご自身で行うことによっ
て、サイト内全てのページに最適化を施し、検索エンジンからの
入口に作り変えることが可能です。

キーワードの選定

ライバルサイトの分析

CMSによるSEOチューニング

コンテンツの強化

 SEOレポート分析

• 本サービスでは、Google検索エンジンで上位10位以内の約20万
サイトのデータを日々解析し、上位ページの傾向から独自の指標
を導き出し、常に最新の値を基にチェックを行うことで独自の高
精度のアドバイスを提供します。

• 本サービスは、検索エンジンの上位表示を保証するサービスでは
ございません。

3-3 WEBサーバー容量追加

• 5GB単位で合計最大10GBまで拡張できます。

3-4 MAILサーバー容量追加

【2020年3月2日】
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