
管理画面について

貴社の管理画面についてご紹介いたします。

管理画面URL・ユーザー名・PASSは別途お送り致します。

当管理画面はパソコン推奨となります。

スマートフォンやタブレットでもご利用頂けますが、

簡易的な編集のみとなります。
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弊社が発行したユーザー名です。

弊社が発行したパスワードです。

ひらがなを入力して下さい。

もしパスワードを忘れた際にはこちら
をクリック下さい。

Ver1.2（2020年8月26日編集）



注意事項・ご案内

☑ こちらのマニュアルは汎用的なマニュアルです。

画面・機能によっては利用できないものもございます。

☑ 管理はあくまでもお客様の責任をもってお願いします。

レイアウト崩れやCMSのアップデート等のよる対応は有償にて対応します。

☑ プラグインの追加は原則制限をしております。

追加の場合はサポートが終了可能性も視野にいれて頂きご自身の責任をもって

インストールをお願いします。

☑ レクチャーは有償です。30分5,000円+消費税でお引き受け致します。

☑ 納品後の機能改善やカスタマイズ、プログラム修正などは有償となります。

☑ 当ＣＭＳは初心者にもＳＥＯ対策がカンタンに出来る仕組みとなっております。

集客しやすい記事の書き方、キャッチコピーの書き方のレクチャーを1時間

30,000円+消費税でお引き受けしております。ぜひご検討下さい。
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ホーム画面
管理画面のホーム画面です。各種機能を簡易的にご紹介致します。

「投稿」エリア（お知らせやブログの投稿画面です。）

「メディア」エリア（アップロードした画像が確認できます。）

「固定ページ」エリア（お問い合わせ以外の各ページの編集画面となります。）

「お問い合わせ」エリア（お問い合わせフォームの修正フォームです）

※お客様によってはこちらの「お問い合わせエリア」を使わず別のプログラムを

利用している可能性がございます。（作成者に確認して下さい。）

貴社のお問い合わせフォームは下記のとおりです。

□お問い合わせエリアのプログラム □別のプログラム
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新規投稿方法①

タブから「投稿」を選択し、「新規追加」を選択します。

※新規投稿方法の基本動作となります。
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対象ページ サイトからのお知らせやブログ（コラム）を更新したい場合に使います。

用意するもの 投稿用の記事と画像を必ずご用意下さい。



新規投稿方法②
下記の色分け項目を参考に入力してください。

こちらの管理画面は運用管理がラクになりました。

お知らせもしくはブログのタイトル

告知したい内容を入力します。

入力フォーマットは沢山あります。

「ブロックエディタ」というものを採用しており、

入力方法は非常に簡単です。

もちろんWordやExcelからコピペも可能です。

【注意！】

カテゴリを選択しない状態で投稿す
ると表示したい箇所に表示されませ
ん。

該当箇所の選択をお願いします。
カテゴリの複数選択も可能です。

ブロックエディタの各種詳細機能は次ページ

入力が終わりましたら「公開」ボタンを押します↓
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「+」ボタンを押すとどんどん増える↑

アイキャッチ機能です。必ず画像を入れて下さい。



主なブロック機能の説明
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主なブロック 説明

段落 一番利用されるブロックです。文を入力するのに使うものです。

画像 画像を挿入するときに活用をするものです。

見出し 段落の前に見出しを取り入れたい時に使います。自動的に太字になります。

ギャラリー 複数の写真で構成する際に利用します。

リスト 箇条書きなどで使います。

引用 他のサイトなどからの引用文などで使います。

主なフォーマット 説明

コード HTMLやJavascriptなどのコードを入力する際に利用します。

クラシック Wordのような様式です。

カスタムHTML HTML形式で入力したい場合はこちらを活用します。

整形済みテキスト このブロックに書いたテキストの構造をそのまま表示するブロックになります。

プルクオート ※ほとんど使われないため割愛します。

表 料金表や会社概要の表などで使うものです。

ブロックにも種類が様々です。代表的なブロックをご紹介致します。

主なフォーマット 説明

ページ区切り 原稿内容が⻑くなった時に区切り用として使います。

ボタン ボタンが作成できます。

カラム 複数列で構成された表示方法です。

グループ ※ほとんど使われないため割愛します。

メディアと文章 画像・写真と文章が横並びになっているレイアウトです。

続きを読む ※ほとんど使われないため割愛します。

区切り 横の罫線が表示されます。

スペーサー 縦の余白(スペース)を作りたい場合に利用します。

主なフォーマット 説明

埋め込み 埋め込みを挿入する際に利用するブロックです。

twitter Twitterの埋め込みを挿入する際に利用するブロックです。

YOUTUBE Youtubeの埋め込みを挿入する際に利用するブロックです。

Facebook Facebookの埋め込みを挿入する際に利用するブロックです。

Instagram Instagramの埋め込みを挿入する際に利用するブロックです。



画像のアップロードは新規投稿のブロックから を選択します。

画像アップロード方法①

②「選択」ボタンを押す→

既にアップロードしている画像。

①「該当画像」を選択
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操作しているパソコンから画像を選択してアップロードする方法です。（割愛）

すでにアップロードしている画像を選択します。

「メディアライブラリ」からのアップロードする場合

メディアライブラリは画像の保管庫となります。
既にアップロードしている画像からアップロードする場合は下記の手順で行います。



画像アップロード方法②

↑①「ファイルをアップロード」タブを押す

既にアップロードしている画像。

②デスクトップにある「画像」をドラッグ&ドロップ
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「メディアライブラリ」からのアップロードする場合

アップロードが終わりましたら、下記の手順で選択を押します。

③「選択」ボタンを押す→

②「選択」ボタンを押す→

①「アップロードされた画像」を選択

これでアップロード完了となります。



投稿記事確認方法
タブから「投稿」を選択し、「投稿一覧」を選択すると過去に投稿した記事の一覧が表示されます。

投稿した記事の作成方法は「投稿一覧」から修正したい記事のリンクをクリックします。
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①「投稿一覧」を選択

②「該当記事」を選択

修正方法について サイトからのお知らせやブログ（コラム）を更新したい場合に使います。

投稿記事修正方法は次ページ



投稿記事修正方法
１．投稿した一覧から変更したい内容を「タイトル」を選択します。

（※一覧ページ確認方法は９ページ「投稿記事確認方法」をご確認ください。）

２．編集する画面が表示されます。新規投稿と同じ要領で編集し「更新」を選択してください。

３．下記のメッセージが表示されたら修正完了です。
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お知らせもしくはブログのタイトル

告知したい内容を入力します。
入力フォーマットは沢山あります。

「ブロックエディタ」というものを採用しており、入力方法は非常に簡単です。

もちろんWordやExcelからコピペも可能です。

必要に応じて変更をお願いします。

入力が終わりましたら「更新」ボタンを押します↓



投稿記事削除方法
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１．投稿した一覧から変更したい内容を「タイトル」にマウスの乗せます。

（※一覧ページ確認方法は９ページ「投稿記事確認方法」をご確認ください。）

①「該当記事」にマウスを乗せる

２．「ゴミ箱」をクリックして削除完了です。

②「ゴミ箱」をクリック



ページの修正方法①
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対象ページ

タブから「固定ページ」を選択し、「固定ページ一覧」を選択します。

①「固定ページ一覧」を選択

②「該当ページ」を選択

固定ページ修正方法は次ページ



ページの修正方法②
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1．編集する画面が表示されます。新規投稿と同じ要領で編集し「更新」を選択してください。

入力が終わりましたら「更新」ボタンを押します↓

2．下記のメッセージが表示されたら修正完了です。

固定ページのタイトル

告知したい内容を入力します。
入力フォーマットは沢山あります。

「ブロックエディタ」というものを採用しており、入力方法は非常に簡単です。

もちろんWordやExcelからコピペも可能です。

必要に応じて変更をお願いします。



ファイルなどのアップロード方法①

①画像のアップロードやPDFのアップロードはこちらから行います。
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①「メディア」を選択

②該当ファイルをドラッグ＆ドロップします。（ファイル名は半角英数がおすすめです。）

既にアップロードしている

画像やファイル。

②デスクトップにある「ファイル」をドラッグ&ドロップ

どういう時に使うの？ PDFファイルなどをアップロードする時に使います。画像のアップは8ページを参照下さい。



ファイルなどのアップロード方法②
③アップロードしたファイルをクリックします。
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③アップロードされたファイルをクリック

④このファイルがなんのファイルかわかりやすくする為にファイル名を変更しておきます。

④ファイルわかりやすいものに変更して下さい。
（日本語OK）

タイトル・キャプション・説明同じものでOKです。

ワンポイント アップのみでしたらこれで終了です。リンクの取得は次のページを御覧ください。



アップロードファイルのリンク方法①

①前ページでアップロードしたファイルをクリックします。
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リンク先URLに記載されているURLをコピーします。
ショートカットキーボード CTRL+C

参考ページ 投稿記事の修正方法は10ページ、固定記事の修正方法は13ページを確認下さい。

どういう時に使うの？ アップロードしたファイルのURLを取得し、リンクを貼り付ける方法をご紹介します。

②投稿記事もしくは固定記事のページに移動します。※下記の画面は参考図

リンクしたい箇所を右クリックします。

②-1 マウスを右クリックすると下図のボックスが出現します。

②-2 赤枠の鎖のようなアイコンをクリックします。



アップロードファイルのリンク方法②
③赤枠 の箇所に前ページでコピーしたURLを貼り付け（ショートカットキーボード CTRL+V）

⻘枠 の部分をクリックします。
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リンクをクリックしたとき新しいウインドウで
表示させたい場合は「新しいタブを開く」の
をクリックします。

※リンクを解除する方法

リンクを解除する方法は、既にリンクをされている箇所（赤枠） をクリックするだけ

で解除されます。



SEO対策解説と簡単なSEO対策方法
SEO対策とは、YahooやGoogleなどの検索エンジンの検索結果において、特定のウェブサイト

が上位に表示されるよう、ウェブサイトの構成などを調整する技術を言います。

内部対策で簡単にできるプラグインを導入している為、簡単な対策方法を解説します。
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参考ページ 投稿記事の修正方法は10ページ、固定記事の修正方法は13ページを確認下さい。

固定ページ、投稿ページでSEO対策は可能です。修正ページの一番下の部分に下図の入力欄が

用意されております。

検索結果で表示されるサンプル

タイトル部分です。検索させたいワードを先頭に持ってきます。

検索結果の補足ページです。検索させたいワードの解説文を入力します。

時間がない場合は自動表示でもいいですが、できるだけクリックしてもらえ

るオリジナルの文言を160文字程度入力しましょう。



簡単なSEOテクニック
固定ページや投稿ページでも文字入力のテクニックがありますが、やっておいたほうが良い方法

を箇条書きしましたので下記の内容を意識しながらコンテンツづくりをして下さい。
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 誰に向けたメッセージなのか？読むターゲットとテーマを意識しよう。

→ただ単に文字を打てばいいという訳ではありません。ダラダラ喋っているのを聞きたくならない

のと似ていて文章もダラダラ打っていたら読む気が起きません。これはサーチエンジンのロボット

も同様です。まずはターゲットとテーマを意識して下さい。

 タイトルはクリックしてもらえるようなタイトルにする。

→クリックしそうなタイトルを考えます。問題解決のタイトルなどがクリックされやすいです。

※参考：YOUTUBEの動画のタイトル、新聞の見出しやヤフーニュースの見出しなど

 固定ページの本文は1,000文字程度、投稿ページの文字数は2,000文字から3,000文字が目安。

→最初は600文字くらいからのスタートでOKです。タイトルとの整合性がとれた内容で必ず

構成をしてください。毎日書くことで2,000文字は30分もあれば完成します。

ただ、構成上1,000文字くらいで終わる内容もありますので文字数はあくまでも目安です。

 ⼩⾒出しはできるだけ短く！１段落あたり１００〜１５０文字くらいが読みやすい。

→小見出しは必ず構成して下さい。小見出しは結論型でできるだけ短く。

段落は小見出しの解説として１００文字〜１５０文字くらいが見やすいと思います。

 誤字脱字は少ない方がいいが、文字のチェックは投稿後でも全然ＯＫ。

→誤字脱字があっても構いません。後で修正はできるので書くことに慣れて下さい。

 アイキャッチ、挿絵、写真は必ずいれてあげて。

→段落と段落の間に必ず挿絵を入れてあげて下さい。文字だらけは見る方も飽きます。

写真や挿絵。YOUTUBEの動画を使うのでも結構です。



変更履歴
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2020/06/29 Ver1.0を作成

2021/07/14 アイキャッチの注意書き及びご利用上の注意点を追記。

2021/08/20 メディアライブラリの追加

2021/08/26 SEO対策に関する内容を追記しました。


