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bingo!CMS ver1.4 & bingo!Express
チュートリアル（共通）

「Version1.4」と「Express」の違い

１章　トップページをつくる 

　　　　（１）新規テンプレートを作成します

　　　　（２）ヘッダー・カバー・フッターを設定します

　　　　（３）テンプレートを適用します

　　　　（４）ページを設定します（ユニットの配置・編集）

　　　　（５）トップページをWeb上に公開します

２章　メニューを増やしてページをつくる

　　　　（１）メニューを追加します

　　　　（２）新規テンプレートを作成します

　　　　（３）サイドバーを設定します

　　　　（４）テンプレートを適用します

　　　　（５）ページを設定します（コンテナ・ユニットの配置・編集）

　　　　（６）ページをWeb上に公開します

３章　ローカルメニューをつくる

　　　　（１）ローカルメニューを追加します

　　　　（２）ページを設定します（ユニットの配置・編集）

　　　　（３）ローカルメニューのページをWeb上に公開します

４章　連載記事を使用する

　　　　（１）連載記事ページを作成します

　　　　（２）連載記事ページを設定します（RSS情報設定・連載記事ページ設定）

　　　　（３）連載記事一覧用ユニットを設定します

　　　　（４）ページをWeb上に公開します

　　　　（５）ラベルを使用します（ラベルの作成・適用から公開まで）



「Version1.4」と「Express」の違い
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①『スキン・拡張機能管理』画面におけるスキンの使用方法

「Version1.4」と「Express」ではスキンの使用方法が異なります。
Version1.4では、bingo!CMSの公式サイトから自分でダウンロードしていただき、それをサーバーにアップロードする
のに対し、Expressはサーバー側にあらかじめ登録されたスキンをダウンロードしていただく点が異なります。

「Version1.4」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Express」

②『メニュー操作』のテンプレート変更方法

「Version1.4」は『テンプレートを変更する（公開中用）』『テンプレートを変更する（編集中用）』と公開中と編集
中でテンプレートを使い分けることができます。「Express」は『テンプレートを変更する』のみです。

「Version1.4」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Express」

このチュートリアルは、bingo!CMS Version1.4とbingo!Expressの操作を説明しているチュートリアルです。
bingo!CMSとbingo!Expressには仕様が少し異なる箇所がありますので、以下にまとめました。



「Version1.4」と「Express」の違い
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④『素材管理』画面における素材の分類方法

「Version1.4」では、素材を『ラベルで分類表示』する以外に『フォルダで分類表示』することもできます。
『フォルダ管理』から『フォルダ作成』を選択してフォルダを作成することで、素材をフォルダ毎に整理できます。
ラベルにおける機能は「Version1.4」「Express」共通です。

「Version1.4」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Express」

③『ページ編集』画面

『段組みモード』『ページ一覧へ戻る』はデザインが異なりますが機能は同じです。

「Version1.4」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Express」



１章　トップページをつくる
トップページをつくりWeb上に公開します。
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右は何も編集していないサイトのトップページ
です。ここから編集して右下のトップページを
作成します。

サイト公開までの流れです

（１）新規テンプレートを作成します

　↓

（２）ヘッダー・カバー・フッターを設定します

　↓

（３）テンプレートを変更します

　↓

（４）ページを作成します

　↓

（５）ユニットを設定します

　↓

（６）トップページをWeb上に公開します



１章　トップページをつくる

（１）新規テンプレートを作成します
　　　使用したいデザインをサイトで使えるようにするために行います。
　　　スキンの登録、テンプレートの新規作成を行います。
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◇スキンをダウンロードします

１．管理メニューの『その他管理』から『スキン・拡
張機能管理』を選択します。

２．『スキンをダウンロード』をクリックします。
bingo!CMS公式サイトのダウンロードページが開きます。

３．『Ver.1.4スキン一覧へ』をクリックします。

＜bingo!Express＞
『bingo!Express』は『スキンを追加する』をクリックして
『追加インストール可能なスキン一覧』画面で使用したいスキ
ンを選択し、登録して使用します。



１章　トップページをつくる

（１）新規テンプレートを作成します

6

４．『cafe』の『バリエーションを見る』をクリック
します。

５．『ブラウン』の『ダウンロード』をクリックしま
す。

「zipファイル」が自分のパソコンにダウンロードされます。

※注意：この時ダウンロードされたスキンが『zipファ
イル』であることを確認してください。『zipファイ
ル』でないスキンは使用することができません。ブラ
ウザの設定で『zipファイル』を自動的に解凍してダウ
ンロードしてしまう場合があります。その場合は設定
を変更して『zipファイル』でダウンロードできるよう
にしてください。



１章　トップページをつくる

（１）新規テンプレートを作成します
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◇スキンを登録します

６．『ファイルを選択』をクリックして、ダウンロー
ドした「zipファイル」を選択します。

７．『登録』をクリックします。

８．新しいスキンが保存されました。
次にそのスキンを使い新しいテンプレートを作成するた
めに『テンプレート管理』をクリックします。



１章　トップページをつくる

（１）新規テンプレートを作成します
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◇テンプレートを新規作成します

９．『テンプレート操作』から『新規作成』を選択しま
す。すると、インストール済みのスキンの一覧が表示さ
れます。

１０．登録した『cafe（ブラウン）』をクリックして
選択します。
『cafe（ブラウン）』の背景が濃い青色になります。

１２．登録したテンプレートがテンプレート一覧に追
加されました。

１１．『テンプレート名称』と『メモ』を入力して
『保存』をクリックします。

他のテンプレートと見分けがつ
きやすいようにわかりやすい名
称とメモを入力します。

ここでは、「テンプレート名
称：topページテンプレート」
「メモ：topページ用のテンプ
レートです。」と入力しまし
た。



１章　トップページをつくる

（２）ヘッダー・カバー・フッターを設定します
　　　テンプレートの編集を行います。ヘッダーの『ロゴ画像』『SEOテキスト設定』、カバーの『カバー画像』、フッターの『フッ
　　　ターテキスト』『フッターナビゲーション』を設定します。
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◇ヘッダーを設定します　『ロゴ画像』『SEOテキスト設定』を行います

１．『topページ』のヘッダー・フッターの『編集』
をクリックします。

２．『ヘッダー編集』をクリックします。

３．『ロゴ画像』を選択します。
『ロゴ画像』の編集ができるようになります。

５．『ファイルを追加』をクリックします。
『ロゴ画像』として使いたい画像ファイルを選択してアップ
ロードします。

４．『画像選択』をクリックします。
『bingo!CMSサイト管理』の画像などの素材を管理する画面
（素材管理画面）が開きます。



１章　トップページをつくる

（２）ヘッダー・カバー・フッターを設定します
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７．『SEO文章』を選択します。
『SEO文章』の編集ができるようになります。

６．アップロードした画像がライブラリに表示されまし
た。次に『ファイルを取り込む』をクリックし、選択し
た画像がヘッダーに取り込まれたことを確認します。

８．『SEOテキスト設定』を入力します。

９．『保存』をクリックし『ロゴ画像』と『SEOテキ
スト設定』を保存します。
『保存』をクリックしないと設定が適用されません。

10．『ヘッダー編集』が完了しました。

※『ロゴ画像』『SEOテキスト設定』以外の項目の設定方法、項目ごとの細かな設定方法などはマニュアルを
参照してください。



１章　トップページをつくる

（２）ヘッダー・カバー・フッターを設定します
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カバーを設定します　『カバー画像』を設定します

１．『カバー編集』をクリックします。

３．『ファイルを追加』をクリックします。
『カバー画像』として使いたい画像ファイルを選択してアップ
ロードします。アップロードした画像はライブラリに表示さ
れます。

４． アップロードした画像がライブラリに表示されま
した。次に『ファイルを取り込む』をクリックしま
す。

５．『カバー画像』が設定されました。
『画像の高さ』『画像の大きさ』『画像の位置』のツール
を使って画像を細かに設定できます。

２．『カバー画像』を選択し、『画像選択』をクリック
し『素材管理画面』を開きます。



１章　トップページをつくる

（２）ヘッダー・カバー・フッターを設定します
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７．『カバー編集』が完了しました。

※項目ごとの細かな設定方法などはマニュアルを参照してください。

６．『画像の高さ』などの設定が完了したら、『保
存』をクリックします。
『保存』をクリックしないと設定が適用されません。



１章　トップページをつくる

（２）ヘッダー・カバー・フッターを設定します
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３．『保存』をクリックします。

◇フッターを設定します　『フッターテキスト』『フッターナビゲーション』を設定します。

１．『フッター編集』をクリックします。

２．『フッターテキスト』『フッターナビゲーション』
を入力します。

※『フッターナビゲーション』の細かな設定方法などはマニュアルを参照してください。

４．『フッター編集』が完了しました。

以上でテンプレートの設定が完了しました。

フッターです



１章　トップページをつくる

（３）テンプレートを適用します
　　　サイトのデザインとなるテンプレートを変更します。
　　　新しく作成したテンプレートをトップページに適用します。
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４．『topページテンプレート』を選択します。
『topページテンプレート』の背景が濃い青色になります。

３．『メニュー操作』から『テンプレートを変更する
（公開中用）』を選択します。

５．『次に進む』をクリックし、確認画面で『保存』
をクリックします。

<bingo!Express>
『bingo!Express』には『テン
プレートを変更する（公開中
用）』『テンプレートを変更す
る（編集中用）』の選択肢はな
いので『テンプレートを変更す
る』をクリックしてください。

１．管理メニューから『メニュー＆ページ管理』を選択
します。

２．『ホーム』のチェックボックスにチェックを入れ
ます。
bingo!CMSではトップページを『ホーム』下に作成します。



１章　トップページをつくる

（３）テンプレートを変更します
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６．テンプレートの変更が完了しました。『サイトを表
示』アイコンをクリックして確認します。

７．只今のサイトの状態です。
ヘッダー・カバー・フッターが設定された状態です。

※同様の方法で『テンプレートを変更する（編集中
用）』のテンプレートも公開中用と同じテンプレート
に変更します。



１章　トップページをつくる

（４）ページを設定します（ユニットの配置・編集）
　　　サイトの内容となるページの設定を行います。
　　　ページを作成し、ユニットの配置、編集を行います。
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◇ホームメニューの下にトップページを作成します

１．『ページ操作』から『新規』を選択します。

２．『ページタイトル』を入力して『保存する』をク
リックします。
ここでは「ページタイトル：トップページ」と入力しまし
た。

３．ページが作成されました。次にページの内容を編
集するために『編集』をクリックします。

◇ユニットを配置・編集します　　２つのユニットを使いページの内容を作成します

４．『ページ編集』画面です。プルダウンから『デザ
インユニット』を選択します。



１章　トップページをつくる

（４）ページを設定します（ユニットの配置・編集）
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６．『タイトル（見出し）』ユニットが配置されまし
た。カーソルをユニット上に合わせると色が変わりま
す。右側の薄いグレー部をクリックして編集ページを開
きます。

７．『タイトル（見出し）』を入力して『保存』をク
リックします。
ここでは「タイトル（見出し）：今日の出来事」と入力しま
した。

５．『タイトル（見出し）』ユニットを配置・設定しま
す。
『タイトル（見出し）』アイコンをドラッグ＆ドロップ
でオレンジ枠内に持っていきます。

８．『タイトル（見出し）』ユニットが設定されまし
た。



１章　トップページをつくる

（４）ページを設定します（ユニットの配置・編集）
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12．『ファイル選択』で素材管理画面を開き、画像を
設定します。
『alt（代替テキスト）』『テキスト』を入力して『保
存』をクリックします。
何らかの理由で画像が表示されない場合、『alt（代替テキス
ト）が表示されます』

９．『テキスト（左）＋画像（右）』ユニットを配置・
設定します。
アイコン横のボタンをクリックして『テキスト（左）＋
画像（右）』アイコンを表示させます。

11．『テキスト（左）＋画像（右）』ユニットが配置
されました。カーソルをユニット上に合わせると色が
変わります。右側の薄いグレー部をクリックして編集
ページを開きます。
ユニットの配置場所を変更したい場合は左側の濃いグレー部
をドラッグ＆ドロップで他のユニットの上下に持っていくこ
とで変更することができます。

10．『テキスト（左）＋画像（右）』アイコンをド
ラッグ＆ドロップでオレンジ枠内に持っていきます。



１章　トップページをつくる

（４）ページを設定します（ユニットの配置・編集）
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13．『テキスト（左）＋画像（右）』ユニットが設定
されました。

右のページができました。

bingo!CMS管理画面内では見ることができますが、ま
だ公開されていません。



１章　トップページをつくる

（５）トップページをWeb上に公開します
　　　Web上で見ることができるようにサイトを公開します。
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１．『ページ一覧へ戻る』ボタンをクリックします。

２．トップページのチェックボックスにチェックを入れ
ます。

４．サイトが公開されました。
『公開ページプレビュー』ボタンをクリックして、公
開されているページを確認します。
アイコンが『新規』から『公開中』に変わります。

３．『ページ操作』から『公開する』を選択します。



１章　トップページをつくる

（５）トップページをWEB上に公開します
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５．公開されたページです。

サイトのトップページをつくり、サイトを公開する作業
はこれで完了です。



２章　メニューを増やしてページをつくる
メニューを増やしてトップページ以外のページをつくりWeb上に公開します。
トップページで使用した以外のコンテナ・ユニットを使用します。
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右のページを作成し、Web上に公開します。

メニュー・ページ公開までの流れです

（１）メニューを追加します

　↓

（２）新規テンプレートを作成します

　↓

（３）サイドバーを設定します

　↓

（４）テンプレートを適用します

　↓

（５）ページを設定します（コンテナ・ユニットの配置・編集）

　↓

（６）メニュー・ページをWEB上に公開します



２章　メニューを増やしてページをつくる

（１）メニューを追加します
　　　新しいページを作るためにメニューを追加します。
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１．管理メニューから『メニュー＆ページ管理』を選
択します。

２．『メニュー操作』から『メニューを追加する』を
選択します。
メニュー作成画面が開きます。

３．『グローバルメニュータイトル』と『ディレクト
リ名』を入力します。『次に進む』をクリックし、確
認画面で『保存』をクリックします。
ここでは「グローバルメニュータイトル：ギャラリー」
「ディレクトリ名：gallery」と入力しました。
「メニュー表示」「サイトマップ」は共に「表示」を選択し
ました。

４．グローバルメニュー『ギャラリー』が追加されま
した。
名称未設定というページが自動的に作成されます。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（２）新規テンプレートを作成します
　　　『ローカルメニューあり』のスキンを選択し登録します。
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◇スキンをダウンロードします

１章（１）同様にスキンをダウンロード・インストールします。ローカルメニューを表示するためにここではcafe『ブラ
ウン・ローカルメニューあり』をダウンロードします。

『ブラウン・ローカルメニューあり』の『ダウンロー
ド』をクリックします。

◇テンプレートを新規作成します

１章（１）同様にテンプレートを新規作成します。

ここでは、「テンプレート名称：追加メニュー用テンプレー
ト」「メモ：『ローカルメニューあり』です。」と入力しま
した。

登録したテンプレートがテンプレート一覧に追加され
ました。

テンプレートの登録が完了したら、ヘッダー・カバー・フッターを設定します。

１章（２）と同様にヘッダー・カバー・フッターの設定を行ってください。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（３）サイドバーを設定します
　　　『ローカルメニューあり』のテンプレートを選択するとサイドバーの編集を行えるようになります。
　　　　サイドバーの『下方スペース』を設定します。
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２．カーソルをローカルメニュー上に合わせると色が変
わります。右側の薄いグレー部をクリックして編集ペー
ジを開きます。

３．『保存』をクリックします。

４．『サイドバー』の設定が完了しました。

※注意：ローカルメニューは必ず一度『保存』を行っ
てください。『保存』しない場合、ローカルメニュー
が正常に表示されません。

◇サイドバーを設定します

１．『追加メニュー用テンプレート』のサイドバー『編
集』をクリックします。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（４）テンプレートを変更します
　　　追加した直後のメニューにはホームと同じテンプレートが適用されているので、新規作成したテンプレートに変更します。
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３．『追加メニュー用テンプレート』を選択します。
『追加メニュー用テンプレート』の背景が濃い青色になり
ます。

１．グローバルメニュー『ギャラリー』のチェック
ボックスにチェックを入れます。

２．『メニュー操作』から『テンプレートを変更する
（編集中用）』を選択します。

４．『次に進む』をクリックし、確認画面の『保存』
をクリックするとテンプレート変更の完了です。

※同様の方法で『テンプレートを変更する（公開中
用）』のテンプレートも編集中用と同じテンプレート
に変更します。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（５）ページを設定します（コンテナ・ユニットの配置・編集）
　　　サイトの内容となるページの設定を行います。
　　　トップページのページ編集では使用しなかったコンテナ・ユニットを使用してページを編集します。
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◇ページを編集します

１．グローバルメニューの『ギャラリー』をクリックし
ます。
『ギャラリー』の背景が濃い青色になります。

２．グローバルメニュー『ギャラリー』を選択した
ら、ページの『編集』をクリックします。

◇コンテナを配置します

３．ページ編集画面です。プルダウンから『コンテナ』
を選択するか、『段組みモード』ボタンをクリックし
ます。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（５）ページを設定します（コンテナ・ユニットの配置・編集）

28

５．『コンテナユニット２列』が配置されました。

ユニットを配置・編集します

６．『ユニット』を配置します。
プルダウンから『デザインユニット』を選択するか、
『ユニットモード』ボタンをクリックします。

４．『コンテナユニット２列』アイコンをドラッグ＆ド
ロップでオレンジ枠内に持っていきます。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（５）ページを設定します（コンテナ・ユニットの配置・編集）

29

８．『バックグラウンド付きタイトル』ユニットが配
置されました。カーソルをユニット上に合わせると色
が変わります。右側の薄いグレー部をクリックして編集
ページを開きます。

９．『タイトル』を入力して『保存』をクリックしま
す。
ここでは「タイトル：ギャラリー」と入力しました。

７．『バックグラウンド付きタイトル』ユニットを設定
します。
『バックグラウンド付きタイトル』アイコンをドラッグ
＆ドロップでオレンジ枠内に持っていきます。

10．『バックグラウンド付きタイトル』ユニットが設
定されました。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（５）ページを設定します（コンテナ・ユニットの配置・編集）

30

11．『テキスト』ユニットを設定します。
『テキスト』アイコンをドラッグ＆ドロップでオレンジ
枠内に持っていきます。

12．『テキスト』ユニットが配置されました。カーソ
ルをユニット上に合わせると色が変わります。右側の
薄いグレー部をクリックして編集ページを開きます。

13．『テキスト』を入力して『保存』をクリックしま
す。

14．『テキスト』ユニットが設定されました。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（５）ページを設定します（コンテナ・ユニットの配置・編集）

31

15．『画像のみ』ユニットを設定します。
『画像のみ』アイコンをドラッグ＆ドロップでオレンジ
枠内に持っていきます。

16．『画像のみ』ユニットが配置されました。カーソ
ルをユニット上に合わせると色が変わります。右側の
薄いグレー部をクリックして編集ページを開きます。

17．『ファイル選択』で素材管理画面を開き、画像を
設定します。
『alt（代替テキスト）』を入力します。
『保存』をクリックします。

18．『画像のみ』ユニットが設定されました。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（５）ページを設定します（コンテナ・ユニットの配置・編集）

32

右のページができました。

bingo!CMS管理画面内では見ることができますが、ま
だ公開されていません。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（６）ページをWeb上に公開します
　　　Web上で見ることができるようにメニュー・ページを公開します。

33

3．『メニュー操作』から『公開する』を選択します。

メニューが公開され、アイコンが非公開から公開へと
変わりました。

2．グローバルメニュー『ギャラリー』のチェックボッ
クスにチェックを入れます。

◇メニューを公開します

１．『ページ一覧へ戻る』ボタンをクリックします。

◇ページタイトルを設定します

４．インデックスページのチェックボックスにチェッ
クを入れます。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（６）ページをWEB上に公開します

34

５．『ページ操作』から『基本情報編集』を選択しま
す。
『基本情報設定』画面が開きます。

６．ページタイトルを入力して、『次に進む』をク
リックし、確認画面で『保存』をクリックします。

ここでは「ページタイトル：ギャラリー」と入力しました。

７．ページタイトルが設定されました。

◇ページを公開します

８．公開するページのチェックボックスにチェックを
入れます。



２章　メニューを増やしてページをつくる

（６）ページをWEB上に公開します

35

９．『ページ操作』から『公開する』を選択します。

10．サイトが公開されました。
『公開ページプレビュー』ボタンをクリックします。
公開されているページを確認できます。
アイコンが『新規』から『公開中』に変わります。

11．公開されたページです。

メニューを増やしてページをつくり、サイトを公開す
る作業はこれで完了です。



３章　ローカルメニューをつくる
ローカルメニューをつくりWeb上に公開します。
ローカルメニューを追加し、ローカルメニューを作成します。

36

右のページを作成し、Web上に公開します。

メニュー・ページ公開までの流れです

（１）ローカルメニューを作成します

　↓

（２）ローカルメニューのページを設定します

　↓

（３）ページをWeb上に公開します



３章　ローカルメニューをつくる

（１）ローカルメニューを作成します
　　　メニュー（グローバル）の下にローカルメニューを追加します。

37

１．管理メニューから『メニュー＆ページ管理』を選
択します。

４．『ローカルメニュー名』と『ディレクトリ名』を
入力します。『次に進む』をクリックし、確認画面で
『保存』をクリックします。
ここでは「ローカルメニュー名：雪国」「ディレクトリ名：
yuki_guni」と入力しました。
「メニュー表示」「サイトマップ」は共に「表示」を選択し
ました。

２．グローバルメニュー『ギャラリー』のチェック
ボックスにチェックを入れます。

３．『メニュー操作』から『ローカルメニューを追加
する』を選択します。

５．ローカルメニューが作成されました。



３章　ローカルメニューをつくる

（２）ページを設定します（ユニットの配置・編集）
　　　サイトの内容となるページの設定を行います。
　　　ユニットの配置、編集を行います。

38

◇ユニットを配置・編集します

２．ページ編集画面です。プルダウンから『デザイン
ユニット』を選択します。

１．ローカルメニュー『雪国』を選択し、ページの
『編集』をクリックします。

３．『バックグラウンド付きタイトル』ユニットを設
定します。
『バックグラウンド付きタイトル』アイコンをドラッ
グ＆ドロップでオレンジ枠内に持っていきます。



３章　ローカルメニューをつくる

（２）ページを設定します（ユニットの配置・編集）

39

４．『バックグラウンド付きタイトル』ユニットが配
置されました。カーソルをユニット上に合わせると色
が変わります。右側の薄いグレー部をクリックして編集
ページを開きます。

５．『タイトル』を入力して『保存』をクリックしま
す。
ここでは「タイトル：雪国」と入力しました。

６．『バックグラウンド付きタイトル』ユニットが設
定されました。

７．『画像（上段）×３＋テキスト（下段）×３』ユ
ニットを設定します。アイコン横のボタンを２回クリッ
クします。

８．『画像（上段）×３＋テキスト（下段）×３』アイ
コンをドラッグ＆ドロップでオレンジ枠内に持ってきま
す。



３章　ローカルメニューをつくる

（２）ページを設定します（ユニットの配置・編集）

40

９．『画像（上段）×３＋テキスト（下段）×３』ユ
ニットが配置されました。カーソルをユニット上に合
わせると色が変わります。右側の薄いグレー部をク
リックして編集ページを開きます。

10．『画像（上段）×３＋テキスト（下段）×３』ユ
ニットの『ユニット設定（１）』編集ページです。
『ファイル選択』で画像を選択し、『alt（代替テキス
ト）』『キャプション』『テキスト』を入力します。
『ユニット設定（１）』の設定が完了したら『ユニッ
ト設定（２）』をクリックします。

11．『ユニット設定（１）』の設定と同様に、『ユ
ニット設定（２）』『ユニット設定（３）』も設定し
ます。すべての設定が完了したら『保存』をクリックし
ます。

12．『画像（上段）×３＋テキスト（下段）×３』ユ
ニットが設定されました。同様の方法で『画像（上
段）×３＋テキスト（下段）×３』ユニットを数種類作
成します。



３章　ローカルメニューをつくる

（２）ページを設定します（ユニットの配置・編集）

41

1３．『雪国』ページの設定は完了です。



３章　ローカルメニューをつくる

（３）ローカルメニューのページをWeb上に公開します
　　　Web上で見ることができるようにメニュー・ページを公開します。

42

ローカルメニュー『雪国』を公開します。

メニューが公開されると、アイコンが非公開から公
開へと変わります。

◇メニューを公開します

２章（６）と同様にメニューを公開します。作成したローカルメニュー『雪国』を公開します。

『基本情報設定』画面です。

ここでは「ページタイトル：雪国」と入力しました。

ページタイトルが設定されました。

◇ページタイトルを設定します

２章（６）と同様にページタイトルを設定します。作成したローカルメニュー『雪国』のページタイトルを設定します。



３章　ローカルメニューをつくる

（３）ローカルメニューのページをWeb上に公開します

43

ページが公開されました。
アイコンが『新規』から『公開中』に変わります。『公開
ページプレビュー』ボタンをクリックすると、公開されてい
るページを確認できます。

それらは公開されるとサイドバーに表示されます。

公開されたページです。
ローカルメニューがサイドバーに表示されます。

一つのグローバルメニュー内には二つ以上のローカルメニュー
を作成することができます。同一グローバルメニューに作成さ
れたローカルメニューは同様にサイドバーに表示されます。サ
イドバーの最上部のメニューはグローバルメニューと同じペー
ジが表示されます。

ローカルメニューをつくる作業はこれで完了です。

◇ページを公開します

２章（６）と同様にページを公開します。作成したローカルメニュー『雪国』のページを公開します。



４章　連載記事ページを使用する
連載記事ページを作成し『連載記事一覧用ユニット』を設定、Web上に公開します。

44

右のページを作成し、Web上に公開します。

連載記事公開までの流れです

（１）連載記事ページを作成します

　↓

（２）連載記事ページを設定します（RSS情報
設定・連載記事ページ設定）

　↓

（３）連載記事一覧用ユニットを設定します

　↓

（４）ページをWeb上に公開します

（５）ラベルを使用します

右のページを作成し、Web上に公開します。

ラベルを使用した連載記事公開までの流
れです

ラベルを作成します

　↓

連載記事ページにラベルを適用します

　↓

『ラベルを適用した連載記事ページ』を抽出する
『連載記事一覧用ユニット』を設定します

　↓

ページをWeb上に公開します



４章　連載記事ページを使用する

（１）連載記事ページを作成します
　　　連載記事ページとして登録したページは、１ページ１記事として扱います。
　　　メニューを作成し、連載記事ページを追加します。

45

◇メニューを追加します

１．管理メニューから『メニュー＆ページ管理』を選
択します。

２．『メニュー操作』から『メニューを追加する』を
選択します。
メニュー作成画面が開きます。

３．『グローバルメニュータイトル』と『ディレクト
リ名』を入力します。『次に進む』をクリックし、確
認画面で『保存』をクリックします。
ここでは「グローバルメニュータイトル：連載ニュース」
「ディレクトリ名：rensai_news」と入力しました。
「メニュー表示」「サイトマップ」は共に「表示」を選択し
ました。

４．グローバルメニュー『連載ニュース』が追加され
ました。



４章　連載記事ページを使用する

（１）連載記事ページを作成します

46

７．『追加メニュー用テンプレート』を選択します。
選択されると『追加メニュー用テンプレート』の背景が濃
い青色になります。

◇テンプレートを変更します

５．『連載ニュース』のチェックボックスにチェックを
入れます。

６．『メニュー操作』から『テンプレートを変更する
（編集中用）』を選択します。

８．『次に進む』をクリックし、確認画面で『保存』
をクリックします。
テンプレート変更の完了です。

※同様の方法で『テンプレートを変更する（公開中
用）』のテンプレートも編集中用と同じテンプレート
に変更します。



４章　連載記事ページを使用する

（１）連載記事ページを作成します

47

◇連載記事ページを作成します

９．『連載記事ページ管理』をクリックします。

10．『ページ操作』から『新規』を選択します。
『連載記事ページ作成』画面が開きます。

11．『ファイル名』『ページタイトル』を入力して
『保存する』をクリックします。
ここでは「ファイル名：news1」「ページタイトル：ニュー
ス１」と入力しました。

12．『連載記事ページ』が作成されました。



４章　連載記事ページを使用する

（２）連載記事ページを設定します（RSS情報設定・連載記事ページ設定）
　　　作成した連載記事ページのコンテンツを設定します。
　　　RSS情報設定・連載記事ページの編集を行います。

48

２．『RSS情報設定』を設定し、『次に進む』をク
リック、確認画面で『保存』をクリックします。
ここでは「ページ概要文章：ネコが生まれました。」と入
力し、「ファイル選択」で画像ファイルを選択しました。

４．ページの『編集』画面です。
２章（５）の方法を参考にコンテナや、ユニットを設
定して記事内容を作成します。

◇RSS情報を設定します

１．『RSS設定』をクリックします。

◇連載記事ページを設定します

３．『編集』をクリックします。



４章　連載記事ページを使用する

（２）連載記事ページを設定します（RSS情報設定・連載記事ページ設定）

49

６．４章（１）（２）と同様の方法で『連載記事ペー
ジ管理』にページを数種類作成します。

５．記事内容が作成できたら、『一覧へ戻る』をク
リックします。

７．ページを数種類作成するとこのようになります。
『連載記事ページ』の設定はこれで完了です。



４章　連載記事ページを使用する

（３）連載記事一覧用ユニットを設定します
　　　連載記事一覧用ユニットを使用することでサイトのどのページにでも記事一覧を作成することができます。
　　　連載記事一覧用ユニットを配置し、編集します。

50

２．『編集』をクリックします。

作成した記事を一覧表示するためのページを連載ニュースメニューの下に作ります。

◇『連載記事一覧用ユニット』を配置・編集します

１．『ページ管理』をクリックします。

３．プルダウンから『連載記事一覧用ユニット』を選
択します。

４．『連載記事リスト（画像タイトルテキスト×２）』
ユニットを設定します。
『連載記事リスト（画像タイトルテキスト×２）』アイ
コンをドラッグ＆ドロップでオレンジ枠内に持ってき
ます。



４章　連載記事ページを使用する

（３）連載記事一覧用ユニットを設定します

51

５．『連載記事リスト（画像タイトルテキスト×２）』
ユニットが配置されました。カーソルをユニット上に
合わせると色が変わります。右側の薄いグレー部をク
リックして編集ページを開きます。

７．『メニュー』プルダウン選択後、プルダウン下に
チェックボックスが表示されます。表示されたチェッ
クボックスにチェックを入れ、『保存』をクリックし
ます。

６．『メニュー』プルダウンから連載記事を作成したメ
ニューを選択します。



４章　連載記事ページを使用する

（３）連載記事一覧用ユニットを設定します

52

８．『連載記事一覧用ユニット』の設定が完了しまし
た。



４章　連載記事ページを使用する

（４）連載記事ページをWeb上に公開します
　　　Web上で見ることができるようにメニュー・ページを公開します。

53

メニュー『連載ニュース』を公開します。

メニューが公開されると、アイコンが非公開から公
開へと変わります。

◇メニューを公開します

２章（６）と同様にメニューを公開します。作成したメニュー『連載ニュース』を公開します。

『基本情報設定』画面です。

ここでは「ページタイトル：連載ニュース」と入力しまし
た。

ページタイトルが設定されました。

◇ページタイトルを設定します

２章（６）と同様にページタイトルを設定します。作成したメニュー『連載ページ』のページタイトルを設定します。



４章　連載記事ページを使用する

（４）連載記事ページをWEB上に公開します

54

ページが公開されました。
アイコンが『新規』から『公開中』に変わります。

◇ページを公開します

２章（６）と同様にページを公開します。作成したメニュー『連載ニュース』のページを公開します。

◇連載記事ページを公開します

１．『連載記事ページ管理』をクリックします。

２．公開するページのチェックボックスにチェックを
入れます。
『ページ操作』左横のチェックボックスにチェックを入れる
と表示されているすべてのページにチェックがつきます。

３．『ページ操作』から『公開する』をクリックします。



４章　連載記事ページを使用する

（４）連載記事ページをWEB上に公開します

55

４．連載記事ページが公開されました。一覧表示用
ページを『公開ページプレビュー』で確認するために
『ページ管理』をクリックします。

５．『公開ページプレビュー』をクリックします。

６．公開された『連載ニュース』のページです。連載記
事内の記事タイトルをクリックします。



４章　連載記事ページを使用する

（４）連載記事ページをWEB上に公開します

56

７．公開された連載記事ページです。

『連載記事ページを使用する』作業はこれで完了です。



４章　連載記事ページを使用する

（５）ラベルを使用します（ラベルの作成・適用）
　　　ラベルを用いることで、メニューをまたいでラベル単位で記事を抽出し、一覧表示することができます。
　　　ラベルの作成・適用、『連載記事一覧用ユニット』を設定します。

57

４．『ラベル設定』から『最新記事』を選択します。

２．『ラベル名』を入力して『保存する』をクリック
します。
ここでは「ラベル名：最新記事」と入力しました。

◇ラベルを新規作成・適用します

１．『連載記事ページ管理』の『ラベル設定』から
『新規作成』を選択します。

３．ラベル『最新記事』が作成されました。ラベルを
適用したいページのチェックボックスにチェックを入
れます。

５．『ラベル設定』から『適用』を選択します。
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ラベル『最新記事』が適用された記事の一覧表示用の記事を作成するために新しいメニューを追加します。

◇メニューを追加します

８．『メニュー操作』から『メニューを追加する』を
クリックします。

７．新たに追加したメニューの連載記事ページにもラ
ベル『最新記事』を適用します。

６．ラベルが適用されました。
４章（１）～（４）の方法を参考に新たにメニューを
追加して連載記事ページを作成します。
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10．メニュー『新着情報』が追加されました。

『４章（１）◇テンプレートを変更します』と同様に
テンプレートを『追加メニュー用テンプレート』に変
更してください。

変更後、『ページ管理』の『編集』をクリックします。

９．『グローバルメニュータイトル』と『ディレクトリ
名』を入力します。『次に進む』をクリックし、確認
画面で『保存』をクリックします。
ここでは「グローバルメニュータイトル：新着情報」「ディ
レクトリ名：shinchaku」と入力しました。

◇『連載記事一覧用ユニット』を配置・編集します

11．プルダウンから『連載記事一覧用ユニット』を選
択します。

12．『連載記事リスト』ユニットを設定します。
『連載記事リスト』アイコンをドラッグ＆ドロップで
オレンジ枠内に持ってきます。
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15．『メニュー』プルダウンから『全てを対象とす
る』を選択後、『連載記事ラベル』に作成したラベル
が表示されます。ラベルのチェックボックスにチェッ
クを入れ、『保存』をクリックします。

14．『メニュー』プルダウンから『全てを対象とす
る』を選択します。

13．『連載記事リスト』ユニットが配置されました。
カーソルをユニット上に合わせると色が変わります。右
側の薄いグレー部をクリックして編集ページを開きま
す。
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16．『連載記事一覧用ユニット』の設定が完了しまし
た。

ラベルを用いることで、メニューをまたいでラベル単
位で記事を抽出し、一覧表示することができます。

メニュー『新着情報』を公開します。

メニューが公開されると、アイコンが非公開から公
開へと変わります。

◇メニューを公開します

２章（６）と同様にメニューを公開します。作成したメニュー『新着情報』を公開します。
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ページが公開されました。
アイコンが『新規』から『公開中』に変わります。『公開
ページプレビュー』ボタンをクリックすると、公開されて
いるページを確認できます。

『基本情報設定』画面です。

ここでは「ページタイトル：新着情報」と入力しました。

ページタイトルが設定されました。

◇ページタイトルを設定します

２章（６）と同様にページタイトルを設定します。作成したメニュー『新着情報』のページタイトルを設定します。

◇ページを公開します

２章（６）と同様にページを公開します。作成したメニュー『新着情報』のページを公開します。
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公開されたページです。
ラベルを適用したページが表示されます。
連載記事内の記事タイトルをクリックします。

ラベルを適用したことによって連載記事に抽出された
連載記事ページです。

『連載記事ページを使用する』作業はこれで完了です。


