


　このスタートアップマニュアルは、はじめて弊社サービスをご利
用される方のためにご用意していますので、ホームページ運営に必
要な、ごく基本的な使い方だけをご紹介しています。
　詳しい使い方の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。

ホームページ運営にあたり

　どんなによい商品やすばらしい技術であっても、対応が悪かった
り、問い合わせに対する返事が遅ければ、お客様は離れていってし
まいます。常にお客様に対応できる体制づくりが大切です。お客様
からの問い合わせなど、メールは必ず毎日チェックするようにしま
しょう。

はじめに

※記載されている画像・本文は、2013 年 7 月現在の内容です。
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管理画面へログインする方法です。

ログイン時のパスワードを変更する方法です。

ホームページトップ画面の「お知らせ欄」を編集する方法です。

ホームページトップ画面の「カレンダー欄」を登録・更新する方法です。

ホームページを編集する方法です。

画像の追加や編集をする方法です。

ホームページへの訪問者など、アクセスの状況を確認する方法です。

メールアドレスを追加する方法です。
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受注管理

システム管理画面にログインするための認証方法をご説明します。
ユーザー ID とパスワードを入力し、管理画面を表示します。

❶
❷

❹

●❸

「ユーザー ID」「パスワード」
をご自身で変更された場合
は、必ずメモをして、なくさな
いようにしてください。

MEMO

1…ログイン方法

❹ <管理画面>が開き、ログイ
ンが完了します。

ログインを行いましょう。1-1

「パスワードを忘れた方はこちらへ」をクリックすると、パスワードの再
設定用画面に移動しますので、画面に従い再設定手順を行ってください。

■ パスワードを忘れてしまった場合

❶ユーザー設定書に記載されてい
る「ユーザー ID」を入力します。

　（半角英数字 8桁）

❷ユーザー設定書に記載されてい
る「パスワード」を入力します。

　（半角英数字 8桁）

❸［ログイン］をクリックします。

ログイン後すぐに、パス
ワード変更画面が表示さ
れた場合は、前回パスワー
ドを変更してから 60 日
以上経過しているため、
パスワードを変更する必
要があります。
変更手順は、P.4「パスワー
ド変更」と、同じ手順です。

［ ユーザー設定書 ］
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管理画面の項目を確認しましょう。1-2

1…ログイン方法

管理画面を説明します。

●ホスティング　　　　　　　　
公開しているホームページの
管理やアクセスレポートを確
認する場合は、こちらから入
ります。

● 会員管理　　　　　　　　　
アンケートの設定を変更する場
合は、こちらから入ります。

●サイト作成　　　　　　　　　
公開しているホームページの
内容を変更する場合は、こち
らから入ります。

●システム管理　　　　　　
ご利用されているシステムの
パスワードの変更やユーザー
管理、サイト管理を行う場合
は、こちらから入ります。
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パスワードの変更方法をご説明します。
パスワードは、こまめな変更がセキュリティ保持に役立ちます。

●❷

●❸

●❶

「パスワード」は、半角英字小
文字と数字で 8～32 文字ま
で入力できます。

MEMO

❶管理画面の [パスワード変更 ]
をクリックします。

❷「現在のパスワード」・「新しい
パスワード」・「（再入力）新し
いパスワード」を入力します。

❸［変更］をクリックすると、
新しいパスワードが設定され
ます。

2…パスワード変更

パスワードの変更を行いましょう。2-1

●�パスワードは英数字を組み合わせた14文字以上で構成する事が理想的と言
われています。
●�新しいパスワードは、必ずメモをして、なくさないようにしましょう。

 重要！
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	 お知らせの新規登録・編集 	P.6

サイトトップページに表示される「お知らせ」の内容を登録・編集する操作をご説明します。
この「お知らせ」では、最新情報や特に注目してほしいサービス等について、お客様にお知らせすることができます。

●❶

	サイトトップページ「お知らせ」

 お知らせの一覧と並び替え  P.7

3…お知らせの編集

❶管理画面の [ お知らせ管理 ]
をクリックします。

❷ <お知らせ管理>画面が開き
ます。

お知らせの編集を行いましょう。3-1

●❷
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新たにお知らせを登録する方法、また、登録されている内容や公開日を変更する場合の
操作方法をご説明します。

お知らせの新規登録・編集

3…お知らせの編集

●❶

❶A新たに登録する場合は、［お						
　 知らせを新規登録する］を	
　 クリックします。

　B登録されている内容を変更
　 する場合は、編集したいお
　 知らせの［編集］をクリッ
　 クします。

公開開始日とは、サイトのお
知らせ欄に作成または変更し
たお知らせが、掲載される日
です。

公開終了日とは、サイトのお
知らせ欄に掲載したお知らせ
が、終了する日です。

MEMO

●B

●A

❷ < お知らせの登録 > 画面が開
き、「お知らせ内容」に、お知
らせしたい情報の入力、または、
入力された内容の編集をします。

❸  「通知対象」は、お知らせを公開し
たいサイトの□に　を入れます。 

❹  「会員限定」は、会員のみに公開し
たい場合、□に　を入れると、マ

イページにのみ表示されます。

❺「公開開始日」は、本日の日付も
しくは更新された日付になって
います。明日以降に設定したい
場合は、□（空欄）の右にある
［ 　 ］をクリックすると、カレン
ダーが表示されますので、希望す
る公開開始日を選択します。

❻「公開終了日」も同様の手順で
公開終了日の設定が可能です。 
※空欄にすると、掲載され続けます。

❼［登録］ または［更新］をクリック
すると、設定した公開開始日に、
サイトトップページの「お知らせ」
へ表示されます。

●❷

●❸
●❹ ●❺

●❼
●❻
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お知らせの一覧と並び替え

3…お知らせの編集

●❶

❶お知らせは、一覧に表示されて
いる順番で表示されます。並び
替えを行う場合は［お知らせの
並び替え］をクリックします。

公開予定・公開中のお知らせを並べ替える方法をご説明します。

●❷

●❸

❷＜お知らせの並び替え＞画面が
開き、 お知らせをドラッグ＆ド
ロップすると、位置が変更でき
ます。 （▲▼をクリックすると
1 つ上下の位置に移動すること
もできます。）

❸［更新］をクリックすると、お
知らせの並びが更新されます。
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受注管理

サイトトップページに表示される「カレンダー」の登録・更新方法をご説明します。
定休日などをカレンダーに表示して、お客様へお知らせすることができる機能です。

●❶

	サイトトップページ「カレンダー」

4…カレンダーの登録・更新

❶管理画面の	[ カレンダー管理 ]
をクリックします。

カレンダーの登録・更新を行いましょう。4-1

●❷

❷ < カレンダー管理 > 画面が開
き、＜カレンダー一覧＞が表示
されますので、登録・編集する
カレンダー名をクリックする
と、登録済みのカレンダーが表
示されます。

❸［編集］ボタンをクリックする
と、選択したカレンダーの編集
画面に移ります。

●❸
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4…カレンダーの登録・更新

定休日などのように、
定期的にやってくる
イベントを繰り返し
設定することもでき
ます。詳しくはオン
ラインマニュアルを
ご覧ください。

過去にさかのぼって、イベント
を設定することはできません
（閲覧は前月まで可能です）。

MEMO

●❺

●❹

❹カレンダー名や表示方法を設定
します。

❺休業日などのイベントを登録す
る場合は［イベントを追加する］
をクリックします。

❻イベント名称を入力し、カレン
ダーに表示するイベントを設定
します。（イベントは 1 つのカ
レンダーあたり 10 個まで登録
する事ができます。）

❼［設定］をクリックすると、カ
レンダー情報の登録・更新をし
ます。

●❺

●❼

●❻
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受注管理

サイトの内容更新や修正方法をご説明します。

●❶

●❷

	 ページ情報の編集	 P.11

	 ページの編集	 P.12

5…ページを編集

❶管理画面の	[ ページ作成（＋
SP）] をクリックします。

❷ <ページ作成>画面が開き、
編集したい各ページのタイトル
をクリックします。

❸すぐ下の	[編集 ]をクリックし
て、編集モードに入ります。

ページの編集を行いましょう。5-1

●❸
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ページ情報の編集

●❶

5…ページを編集

❷［保存］をクリックすると、ペー
ジが更新されます。

新しいページを作成した場合、メニューボタンへの表示設定が必要です。
サイト作成の「パーツ設定」から「メニュー」の画面に入り、表示させたいページタ
イトルを左側に移動させます。移動した後は、テキストでタイトルを入力しましょう。
設定が完了したら、「ページ作成（＋SP）」画面の「サイト公開」をクリックします。

❶名称・タイトル・キーワード・
ディスクリプションを編集し
ます。

❹ページ一覧に戻り、公開したい
ページの	A［公開中］が押さ
れた状態を確認して、B［プレ
ビュー］をクリックし、サイト
全体を確認してください。

　サイトに問題が無ければ、C［サ
イト公開］をクリックします。

●B●C

❸ページ作成をクリックします。

●❹

●A

●❸

●❷
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ページの編集

5…ページを編集

〔別ウィンドウ〕

項目（パーツ）ごとに入力画
面が異なります。

MEMO
●❷

●❸

❶編集したいパーツの［編集］を
クリックします。

❷編集画面が表示されますので、
内容を編集します。

❸［保存］ボタンを押すと編集し
た内容が反映されます。

●❶
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5…ページを編集

●❹

❹［保存］をクリックすると、ペー
ジが保存されます。

❺保存されたページ情報を公開す
るには、［戻る］ボタンでペー
ジ一覧画面に移り、［サイト公
開］ボタンをクリックします。

編集欄の入力方法
編集欄の代表的な機能をご紹介します。

A�文字の装飾
　�入力した文字を太字にしたり、色を付けたりすることができ
　�ます。
B�文字の配置
　�左寄せ・中央寄せ・右寄せ・両端揃えに揃えることができます。
C�画像の挿入
　�画像をこの画面に挿入することで、ホームページに表示する
　�ことができます。
　�※［画像の追加・編集］は、P.14～ P.18をご覧ください。

●❺

●B

●C

●A
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受注管理

サイトへ新しい画像を追加する場合や編集する場合の操作方法をご説明します。

画像の追加

●❶

●❷●❷

6…画像の追加・編集

❶管理画面の	 [ 画像管理 ] を
クリックします。

❷ <画像管理>画面が開きます
ので、［参照］をクリックし「アッ
プロードするファイルの選択」
ウィンドウを開きます。

画像を追加しましょう。6-1

●アップロードできる画像は、
「gif」「jpg」「jpeg」「png」
形式です。
●アップロードできる容量は
画像1枚あたり2MBまで
です。

MEMO
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6…画像の追加・編集

表示された画面に追加したい
画像がない場合は、目的の画
像が保存されている場所を開
き、選択してください。

MEMO

●❹

●❺

●❻

●❼

●❸

❸追加したい画像を選択し、［開
く］をクリックします。

❹「画像ファイル」に追加する画
像の情報が表示されます。

❺「代替テキスト」「画像区分」
を入力します。

❻「画像カテゴリ」のプルダウン
メニューから該当する分類を選
択します。

❼［追加］をクリックすると画像
が登録され、「画像一覧」の一
覧部分に追加表示されます。

プルダウンメニューとは、画面上のボタンなどをク
リックすると、一覧が下に引き出されるものです。

代替テキストとは、画像自体を言い表す単語や文
章のことです。検索等も行いやすくなります。
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画像サイズの変更や画像の不要な部分のみを切り抜くことができます。

●❶

6…画像の追加・編集

●❷

●❸

❶管理画面の [ 画像編集 ] を
クリックします。

❷ <画像編集>画面が開きます
ので、［アップロードする］を
クリックします。

❸ <アップロード>画面が開き、
［参照］から画像を選択します。

❺ <	画像編集ツール>	画面に選
択した画像が表示されますの
で、［編集する］をクリックし
て編集画面に移ります。

画像のサイズ変更と切り抜きを行いましょう。6-2

●❹

❹［アップロード］をクリックし
ます。

●❺
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6…画像の追加・編集

画像のサイズ変更

画像サイズを変更します。

画像の切り抜き

画像の必要な部分のみを切り抜くことができます。

●❶

●❷
●❸

●❶

●❷

●❸

●❹

❶［イメージ］≫［リサイズ］を
クリックします。

❷画像を選択し矢印をクリック
したまま動かす（ドラッグ＆ド
ロップする）と、自由にサイズ
変更ができます。

❸「サイズで指定する」から数値
を使ってサイズ変更することも
可能です。

❹［実行］をクリックすると、画
像サイズが変更されます。

❶［イメージ］≫［切り抜き］を
クリックします。

❷画像を選択し矢印をクリック
したまま動かす（ドラッグ＆ド
ロップする）と、自由に切り
抜き範囲の指定ができます。

❸「座標指定」で切り抜き範囲を
数値で入力することも可能です。

❹［実行］をクリックすると、切り
抜かれた画像が表示されます。

●�編集した画像は、ご自身のパソコンに保存されます。
●�編集した画像を使用するには、［画像の追加］
を行う必要があります。追加方法は、P.14をご
覧ください。

●❹
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6…画像の追加・編集

そのほかの加工

この画像加工のシステムは、他にも様々な加工が可能です。
それぞれの詳しい操作方法は、オンラインマニュアルを
参照ください。

文字入れ

●画像に文字が入れられます。

合成

●2つの画像を合成します。

連結

●2つの画像を上下左右に連結します。

ミラー

●画像を左右反転させます。

フリップ

●画像を上下反転させます。

シフト

●画像をスライドさせます。

回転

●画像を回転させます。

ノイズ除去

●画像のノイズ（荒れ）を取り除きます。

テクスチャ

●画像に「キャンバス」「コルク」「コンクリー
ト」「メタル」「大理石」「麻縄」「木目」「岩
肌」「織物」のテクスチャを加えます。

カラー変換

●「グレースケール変換」「セピア色変換」「明
るさ／コントラスト」「RGB の度合い」の
変換ができます。

加工

●「ソフトにする」「シャープにする」「エンボス」
「エッジの強調」「ガウスぼかし」「ぶれ」「立
体枠を付ける」「モザイク」の加工を加えます。

余白

●画像の余白を増減させます。
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お客様のサイトへのアクセス状況を解析し、グラフで表示する方法をご紹介します。

●❶

●❷

7…アクセスレポート

❶管理画面の [アクセスレポート]
をクリックします。

❷ <レポート>ページが開き、「ア
クセスレポート」の「レポート画
面へ」をクリックします。

アクセスレポートを開きましょう。7-1

❸解析画面へ移動し、アクセスレ
ポートが確認できます。

アクセスログの意味と基礎用語
サイト運営においては、アクセス数（集客数）を把握することは大変重要です。
アクセスログは単にアクセス数を把握するだけでなく、現在のサイトの状況と運営の
方針を考えるための指標となりますので、こまめにチェックしていきましょう！
訪問者数���� ホームページを閲覧した人数。1ヵ月の間に複数回訪問した場合にも

「1」とカウントされます。
訪問数����� 訪問者が見たページ数。
詳しくは、オンラインマニュアルをご覧ください。

●❸
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受注管理

メールアドレスの新規登録を行う方法をご紹介します。メールアドレスの追加が必要な場合に行います。

●❶

●❷

8…メールアドレスの追加

❶管理画面の	[ メール ] をクリッ
クします。

❷ <メールアドレス編集>画面
が開きますので、	[ メールアド
レス登録 ]をクリックします。

メールアドレスの追加登録を行いましょう。8-1
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8…メールアドレスの追加

文字数：30文字まで
文字の形式：半角英数、半
角記号�_�( アンダーバー )、�
.(ドット)、�-( ハイフン )��
注意事項：先頭文字は半角英
数のみで記号は使用できま
せん。

MEMO

文字数：３～32 文字まで
文字の形式：半角英数、半
角記号�_�( アンダーバー )、�
.(ドット)、�-( ハイフン )�

MEMO

●❸
●❹

❸設定画面が表示されますので、
登録したいメールアドレスの
＠より前を入力します。

❹登録したいパスワードを入力し
ます。

●�パスワードは英数字を組み合わせた14文字以上で構成する事が理想的と言
われています。
●�新しいパスワードは、必ずメモをして、なくさないようにしましょう。
●アカウントをメールソフトで使用する場合は、アカウントの設定が必要です。
　詳しくはオンラインマニュアルをご覧ください。

 重要！

●�メールアドレスは、通常使用・会社代表・お客様
対応用など、用途によって使い分けると便利です。
●新しく追加したメールアドレスをメールソフトで送
受信するには、メールソフト側の設定が必要です。




