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フォームから申請する

ジンドゥーへの登録またはログイン

AI�ビルダーをはじめる

ホームページを編集する

公開する

そのほか

補⾜：作成後、再度編集画⾯に⼊るには？

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ホームページを作る



フォームから申請１

このボタンからも
フォームに移動します

専⽤フォームから、ご利⽤の信⽤⾦庫名と⽀店名を送信くださいS
T
EP



フォームから申請１ 送信後の画⾯から開始するS
T
EP

ここにクーポンコードが表⽰されます

このボタンからホームページ作成に進みます



2
ジンドゥーを初めてお使いの場合は、
ジンドゥーのアカウント作成（登録）
が必要です。
「メールアドレスまたは SNS アカウントを利⽤できます。
ここでは「メールアドレスで登録」の⼿順をご案内します。

ジンドゥーへの登録またはログイン

ジンドゥーにご登録済みの⽅は
こちらからログイン

SS
T
EP



2
メールアドレス
ログインのためのパスワード
プライバシーポリシーのチェック

などを記⼊して

をタップ

ジンドゥーへの登録またはログイン

画⾯が切り替わります

S
T
EP



2
届いたメールの

ジンドゥーへの登録またはログイン

[Jimdo]

送信元：Jimdo <no-reply@jimdo.jp>

こんなメールが来ています をタップ

届いていないかも！？...という時は？
迷惑メールボックスや、
プロモーション（Gmailの場合）などに振り分けられてい
る場合があります。

ブラウザが開き、AIビルダーの作成画⾯
が始まります。

メーラーを確認してください

S
T
EP



2ジンドゥーへの登録またはログイン
登録済みの場合はログインします。

S
T
EP

ログインメールアドレスとパスワードは
大切に保管してください。

メールアドレス

パスワード



3AI ビルダーをはじめるS
T
EP

いくつかの質問に答えて進めます。⼀番近しいものを選んでください。
スキップできる項⽬もあります。



3AI ビルダーをはじめるS
T
EP

ホームページの主題を表す名称がおすす
めです。
（企業名・屋号・プロジェクト名・商品名）

ホームページのURLに使われます

この質問は必須です。スキップできません★途中でこの質問があります

企業名などを半⾓英数字で⼊⼒します

https://〇〇〇△△△.jimdosite.com
半⾓英数字でご⼊⼒下さい。
後から変更は出来ません。



3AI ビルダーをはじめるS
T
EP

Facebookページ/Google ビジネスプロフィール に関する
選択肢が表示される場合があります。★この質問がある場合も

作成するホームページに当て
はまるものがある場合は選び
ましょう。



3AI ビルダーをはじめるS
T
EP

SNSと連携 必要に応じて接続してみましょう！

Facebook/

SNS



3AI ビルダーをはじめるS
T
EP

後から変更できます

スキップすることもできます

さらに



3AI ビルダーをはじめるS
T
EP

デザイン提案を選ぶ

提案されるデザインを選びます。おまかせで進むこともできます



3AI ビルダーをはじめるS
T
EP

.jimdosite.com 以外の選択肢を選ぶと
独⾃ドメイン取得になり、
有料プランのご契約に進みます

jimdosite.com 以外の選択肢を選ぶと
有料プランのご契約に進みます

ドメインの選択

jimdosite.com で始める
無料プランをご利⽤の⽅はこちら

⼀
番
下
に
ス
ク
ロ
�
ル

無料プランで始める

有料プランから始める



3AI ビルダーをはじめるS
T
EP

ページの⼟台が完成

⼟台が完成し、編集画⾯が表⽰されます



4ホームページを編集するS
T
EP

22

ヘッダーエリア

フッターエリア

メインコンテンツエリア

編集画⾯のみかた

編集画⾯全体

全てのページで共通して表⽰される領域
ホームページのロゴやタイトル、ナビゲーションなどを表⽰。SNSアイコンの掲載も可能です

ページごとの内容になる領域。⽤途に合わせて配置された「ブロック」を積み上げるように構築できます

全てのページで共通して表⽰される領域
ホームページのロゴ、ナビゲーションなどを表⽰。SNSアイコンの掲載も可能です



4ホームページを編集するS
T
EP

22

ホームページに関するメニュー

アカウントに関するメニュー

ホームページの
プレビューや更新

編集画⾯
公開画⾯とほとんど同じ⾒た⽬の

「⾒たまま編集」

ナビゲーション

編集画⾯のみかた

編集したい場所をクリックやタップして
⽂字の編集などが⾏えます



S
T
EP

4ホームページを編集する 新しくブロックを追加する
ブロックの追加

ブロックの間に表⽰される

ボタンをタップ

内容を編集する

新しいブロックを追加する

今あるものを編集する場合は、
編集したい場所をタップまたはクリック
し直接変更します



ブ
ロ
�
ク

ブ
ロ
�
ク

ブ
ロ
�
ク

ブロックを積み上げて構成していく

4ホームページを編集するS
T
EP

ブロックの追加

AI ビルダーの基本

準備されている
ブロックジャンル

ブロックごとの
表⽰項⽬や配置が調整された
レイアウト

ブロックはジャンル別に

「レイアウト（項⽬の調整など）」

されたものが準備されている

ブロックごとに

「コンテンツ（内容）」が

決まっていて、表⽰を⾃由に

オンオフできる



4ホームページを編集するS
T
EP

コンテンツ表⽰などを変更する
ブロックの追加

マウスオーバーなどで、
そのブロックの編集メニュー
が表⽰されます

そのブロックでオンオフ可能な
項⽬が表⽰されます。
ブロックごとに異なります



22

ナビゲーション：ページの追加・名前変更・削除・階層移動など

独⾃ドメイン：有料プランの場合、独⾃ドメインの取得や設定。
また、現在のホームページのURLの確認も⾏えます（全プラン）

設定：ホームページの⾔語設定・ホームページの削除

ヘルプ：サポートページの検索/閲覧

ホームページ⼀覧：別のホームページの確認と切替

アカウント：パスワードやメールサービスの変更

デザイン：カラーやフォントの変更

ダッシュボード：
ホームページのダッシュボードへ移動
ホームページはこちらの[7]の項⽬でも
掲載しています 移動>>

ホームページのダッシュボード

有料プランの場合は、アクセス解析/SEO設定/メール等の
設定などを⾏えます。

アップグレード：利⽤プランのアップグレード

4ホームページを編集するS
T
EP

管理メニューについて（詳細）補⾜



4ホームページを編集する ページの追加・削除・並び替えなど
ナビゲーションの編集

S
T
EP

補⾜



5ホームページを公開する公開する

更新ボタンで、
現在の状態を公開ページに反映させます

初めての「更新」の場合

内容の更新が完了すると、
この画⾯が表⽰されます

公開URLが表⽰されます
クリックすると、公開ページが開きます

初めて更新を押すと、ホームページの内容が
公開になります。

2度⽬以上の場合
内�を��したら更�ボタンで現在の内�を

�開ページに�映させます



5ホームページを公開するS
T
EP

公開前に、編集内容を確認することもできます
プレビュー

PCビュー（広画⾓） スマホビュー

プレビューボタンで、公開後の表⽰を確認できます

編集画⾯に戻る



6
限定クーポンの使い⽅

お問合せ⽅法

関連情報ページ

1.

2.

3.

そのほか



6クーポンを使うothers

で表⽰されたクーポンコードをメモします

クーポンコードが表⽰されます

STEP1 フォームを送信する



6クーポンを使うothers

有料プラン決済画面 でクーポンコードを適⽤させてから、決済を完了してください

20%



6お問い合わせ⽅法others

専用窓口
ジンドゥーに関するお問い合わせにつ
いては、信⽤⾦庫 お取引先さま専⽤
の窓⼝がございます

専⽤窓⼝

通常のお問合せ窓⼝からもご連絡いただけます



6関連情報others

AI ビルダー HOW TO（使い⽅動画）
短い動画で使い⽅を説明

https://jimdoga.jimdo.com/ai-builder/howto/

ビジネスナレッジ
オンラインとビジネスで気になるポイントを弁護⼠にインタビュー

https://jimdoga.jimdo.com/biz-knowledge/legal/

https://help.jimdo-dolphin.com/hc/ja/
AI ビルダーサポートサイト

https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/
AI ビルダー使い⽅ブログ

https://jimdoga.jimdo.com/ai-builder/howto/
https://jimdoga.jimdo.com/biz-knowledge/legal/
https://help.jimdo-dolphin.com/hc/ja/
https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/


作成後・ログアウト後などに

再度編集画⾯に⼊るには

「ログイン」すると開くダッシュボードから、
編集画⾯に移動することができます

7補⾜



ホームページ編集画⾯の開きかた

登録情報でログイン

ホームページの
ダッシボードが開きます



ダッシュボード

ホームページのダッシュボード アカウントのダッシュボード

ホームページ単体のダッシュボードと、アカウント全体のダッシュボードがあります

ホームページ単体の契約状態や管理項⽬など 保有しているホームページの⼀覧

新規ホームページの作成
作成したページの削除などもおこなえます

有料プランで利⽤できる
アクセス解析などの設定などもここから



ホームページのダッシュボード

編集へ

編集へ

ホームページの
ダッシュボードへ

有料プランでご利⽤いただける項⽬

ログインメールアドレスの変更などはこちら



アカウントのダッシュボード

ホームページの
ダッシュボードへ

編集へ

ログインメールアドレスの変更などはこちら

新規ホームページ作成
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