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（１）サイト作成の流れ
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サイトのデザインを設定する

ヘッダー・フッター・サイドバーを登録する

グローバル・ローカルメニューを作成する

ページを作成する

（８）『フッター編集画面』

（10）『メニュー＆ページ管理（ページ管理画面）』

（２）『テンプレート管理画面』

（11）『編集画面』

（12）『段組みの配置』

（２）『テンプレート管理画面』

素材を使う

（５）『テンプレート編集画面』

（６）『ヘッダー編集画面』

（３）『テンプレート設定情報編集』

（７）『ヘッダー編集タブ操作方法』

（13）『段組みの移動・削除・コピー』

（14）『ユニットの配置』

（15）『ユニットの移動・削除・コピー』

（16）『ユニットの編集』

（10）『メニュー＆ページ管理（ページ管理画面）』

ホーム

メニュー＆ページ管理

テンプレート管理

素材管理

その他管理

モジュール

メニューを追加・削除

公開をする・やめる

テンプレート変更

テンプレート新規作成

テンプレート基本情報編集

テンプレート編集

サイドバー編集

ファイルを追加

素材ファイル操作

画像編集

スキン・拡張機能管理

ユーザ管理

サイト設定

フォームジェネレータ

ブログモジュール

ページ編集

スキンを追加する

ヘッダー編集

フッター編集

カバー編集

スキンを追加・CSS編集・複製・削除

拡張ユニットを追加する

システムモジュールを追加する

新規ユーザ登録・編集

フォーム作成・フォーム一覧・利用権限設定

ブログ管理

段組みの配置・移動・削除・コピー

ユニットの配置・移動・削除・コピー・編集

連載記事ページを作成する （10）『メニュー＆ページ管理（ページ管理画面）』

（20）『メニュー＆ページ管理（連載記事ページ管理画面）』

（17）『素材管理画面（ラベル）』（18）『素材管理画面（フォルダ）』

（19）『画像編集』

（４）『スキン・拡張機能管理画面』

（９）『サイドバー編集画面』

拡張ユニットを登録する （21）『拡張ユニット管理画面』



（２）テンプレート管理画面
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テンプレート操作について

ここではテンプレートの新規作
成、基本情報の編集、削除など
を行います。
チェックボックスをクリックし
て、メニューを選択すると『基
本情報編集』『削除』等の項目
も選択できるようになります。 
通常用、ブログ用、携帯用があ
ります。

チェックボックス

ここで通常用、ブログ
用、携帯用を切り替えま
す。

メニュー別テンプレート
管理画面へ移動します。

テンプレートのプレ
ビューを表示します。

※スキンとは？

主に文字や背景の表示色、大きさ、フォント、外観
などが定義されたもののことです。スキンを入れ替
えることによって、サイトのデザインを変更するこ
とができます。

※テンプレートとは？

スキンを用いてヘッダー内のロゴやバナーなどを編
集したものです。
作成されたテンプレートを用いてメニューごとにテ
ンプレート使い分けることができます。
このメニューにはテンプレート①、このメニューに
はテンプレート②、といった使い方ができます。

※テンプレート作成の流れ

『テンプレート操作』ポップアップ内の『新規作成』項目を選択

『テンプレート新規登録』画面内の『スキンを追加する』ボタンをクリック

スキンを選択し登録

『テンプレート設定情報』を入力し保存

『テンプレート編集』ページ
へ移動します。

『サイドバー編集』ページへ
移動します。

スキンのレイアウトのイメー
ジです。



（３）テンプレート設定情報編集
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テンプレート名を変更
できます。

テンプレート管理画面
へ移動します。

スキンを新たに追加、削
除、編集等するには、『そ
の他管理』内にある『スキ
ン•拡張機能管理』で行う
ことができます。

パンくずリストの表示、
非表示を設定できます。

テンプレートの説明を
書き込むことができま
す

スキン

未選択

選択中

※テンプレート設定情報変更への行き方

テンプレート管理（管理メニュー）

テンプレート操作（ポップアップ）

　　　新規作成（ポップアップ内項目）　　or　　基本情報編集（ポップアップ内項目）

テンプレート設定情報変更画面

スキン・拡張機能管理画面



（４）スキン・拡張機能管理画面
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※スキン・拡張管理画面への行き方

その他管理（管理メニュー）

スキン・拡張機能管理（ポップアップ）

スキン・拡張機能管理画面

ここで通常用、ブログ
用、携帯用を切り替えま
す。

『スキンをダウンロード』をクリックすると
『bingo!CMS』のダウンロードページが開きま
す。ダウンロードしたいスキンを選択してダウ
ンロードします。

※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。

ダウンロードしたスキンはインストールすると
使えるようになります。

『ファイルを選択』をクリックして
ダウンロードしたスキンの『zipファ
イル』を選択します。ファイルを選
択して、『登録』ボタンをクリック
すると新規スキンがインストールさ
れます。インストールされると『テ
ンプレート管理』で新規スキンを選
択できるようになります。

スキンを複製します。

CSS編集ページを開
きます。



（５）テンプレート編集画面
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※テンプレート編集画面への行き方

ヘッダー編集で編集できる範囲です

フッター編集で編集できる範囲です

ヘッダー編集のページへ
移動します。

カバー編集のページへ移
動します。

テンプレート管理へ移動
します。

プレビューを表示します。

※選択したスキンによっ
ては『カバー編集』のボ
タンはない場合がありま
す。

テンプレート管理（管理メニュー）

テンプレート操作（ポップアップ）
↓

ヘッダー・フッター編集（ポップアップ内項目）
or　　　　　編集（テンプレートリスト上）

テンプレート編集画面

フッター編集のページへ
移動します。

カバー編集で編集できる範囲です



（６）ヘッダー編集画面
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※ヘッダー編集画面への行き方

編集が終了したら保存を選択します。

テンプレート管理（管理メニュー）

テンプレート操作（ポップアップ）
↓

ヘッダー・フッター編集（ポップアップ内項目）
or　　編集（テンプレートリスト上）

ヘッダー編集（テンプレート編集上ボタン）

ヘッダー編集画面

ここのタブで『ロゴ画像』や『バナー画像』
の編集画面に切り替え、編集します。右図で
は『ヘッダー背景』の編集画面が選択されて
います。

※編集前の状態です

❶

❷

❸

❹『ロゴ画像』『バナー画像』などに
カーソルを合わせてドラッグ＆ドロッ
プで位置を変更することができます。

背景色を変更することがで
きます。クリックすると❹
が出てきます。

ヘッダーの高さを変更する
ことができます。クリック
すると❸が出てきます。

背景設定で画像選択した画
像の大きさを変更すること
ができます。クリックする
と❷が出てきます。

画像の位置を変更することが
できます。クリックすると
❶が出てきます。



（７）ヘッダー編集　タブ操作方法
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❷ロゴ画像編集画面です。画像選択すると、❷のロゴ画像を表示させることができます。画像設定、ロゴの位置を編集できます。

❶ヘッダー背景編集画面です。下図❶の枠内がヘッダー背景部となります。背景設定、ヘッダーの高さ、画像の大きさ、画像の位置を設定できます。

❶

❷

❹
❸

❺

❹SEO文章編集画面です。SEOテキスト設定を行うことでヘッダーに❹のSEO文章を表示させることができます。SEOテキスト設定、スタイル設定、テキ
ストの位置を編集できます。

❺サブナビゲーションの編集画面です。リンク設定を行うこと
でヘッダーに❺のサブナビゲーションリンクを表示させること
ができます。リンク設定、スタイル設定、ナビゲーションの位
置を設定できます。

❸バナー画像編集画面です。画像選択すると、❸のバナー画
像を表示させることができます。リンク設定、画像の大きさ、
バナーの位置を設定できます。

ここのタブで『ロ
ゴ画像』や『バ
ナー画像』の編集
画面に切り替え、
編集します。右図
では『ヘッダー背
景』の編集画面が
選 択 さ れて い ま
す。

『ロゴ画像』『バナー画像』などに
カーソルを合わせてドラッグ＆ドロッ
プで位置を変更することができます。



（８）フッター編集画面
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※フッター編集画面への行き方

フッター編集の初期画面です。

フッターテキスト、リンクテキスト、リ
ンク先URLを入力します。左図では行追
加して、２行としました。
作業が終了したら保存を選択します。

保存後、先程入力したものが図のよう
にフッターに表示されます。

テンプレート管理（管理メニュー）

テンプレート操作（ポップアップ）
↓

ヘッダー・フッター編集（ポップアップ内項目）
or　　編集（テンプレートリスト上）

フッダー編集（テンプレート編集上ボタン）

フッター編集画面



（９）サイドバー編集画面
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※サイドバー編集画面への行き方

テンプレート管理（管理メニュー）

or　　編集（テンプレートリスト上・サイドバー）

サイドバー編集画面

サイドバー編集の初期画面です。
オレンジ色の点線枠内をクリックします。

ローカルメニューの下方スペースを設定します。
作業が終了したら保存を選択します。

保存後、設定が反映されます。

テンプレート操作（ポップアップ）
↓

サイドバー編集（ポップアップ内項目）

サイドバーはローカルメニューの上下にユ
ニットを配置することができます。

※注意　
ローカルメニューの下方スペース設定は初期設定の『標準』から変更の必要が
ない場合も必ず編集画面を開いて『保存』ボタンをクリックしてください。

保存しないとローカルメニューを正常に使用することができません。

ユニット設定後です。



（10）メニュー＆ページ管理（ページ管理画面）
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メニュー操作について
ここではメニューの追加、メニューの
公開、編集、削除などを行います。
チェックボックスをクリックして、メ
ニューを選択すると『ローカルメ
ニューを追加する』『公開する』等の
項目も選択できるようになります。 
PC用と携帯用があります。左はPC用
の画面です。携帯用には『システムモ
ジュール付きメニューを追加する』の
項目がありません。

ページ操作について
ここでは新規ページの作成、ペー
ジの公開、削除などを行います。
ページ内のチェックボックスをク
リックすると、『複製』『公開す
る』等の項目も選択できるように
なります。
また、『ページ操作』横のチェッ
クボックスをクリックするとペー
ジ管理内のチェックボックスすべ
てがチェックされます。
基本情報変更では、検索の際の
キーワードや説明、ページのタイ
トルを設定することができます。

ページ

チェックしたページの移動
先を選択します。選択した
後に『移動する』ボタンを
押すと、チェックしたペー
ジが選択したページへ移動
します。

非公開

公開

ローカルメニュー

チェックボックス

ページの状態

公開ページプレビュー

メニュー

　　　　選択中

　　　　チェック中

　　　　未選択

編集ページプレビュー

編集ページへ移動します

ここをクリックすることで
『連載記事ページ管理』へ移動します

メニュー編集ができます

チェック中

未チェック

ブログモジュール

メニューに表示

メニューに非表示

ページタイトル



（11）ページ編集　編集画面
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右横のユニットの各アイコンにカーソ
ルを合わせると名前が表示されます。

『ヘッダー』です。

段組みモードへ移動します。

ページ＆メニュー管理画面に
移動します。

登録されているクリップボー
ドの名称、並び順変更、削除
等、クリップボードの編集が
できます。

※　段組みとユニットについて
段組みとはページ内のレイアウトのこと
で、ユニットは段組みの中に入れる画像
や、テキスト等のことです。
ページを編集する際は、まず段組み内のコ
ンテナを使ってページ内のレイアウトを作
成し、次にその中にユニットを配置する。
というのが基本の流れとなります。
コンテナ•ユニット共に２つ以上配置する
ことができるので、複雑なページを作成す
ることも可能です。また、ドラッグ＆ド
ロップで上下の並び替えも簡単に行えま
す。
右図❶は段組み用コンテナを用いて作成し
たレイアウトです。レイアウト内にユニッ
トを配置すると右図❷のようになります。

『フッター』です。

※ヘッダーとフッターはテンプレート管理内のヘッダー・フッター編集で編集することができます。

編集のページを別ウィンドウ
でプレビューすることができ
ます。

段組み・ユニットです。この
中から選択して赤枠内に配置
します。

チェックを外すと下の赤い枠
が表示されなくなります。

❶ ❷

『メニュー＆ページ管理』で作成され
たメニューが表示されます。

この赤い枠の中に段組み用コンテナと
ユニットを配置します。配置する際は
段組み用コンテナとユニットをドラッ
グ＆ドロップでここへ持ってきます。
ページ編集内で編集できるのはこの枠
内のみとなります。

『段組み•ユニット選択プルダウン』です。段組み•ユ
ニットの種類が選択できます。選択した種類の段組
み・ユニットがすぐ横にアイコンで表示されます。



（12）ページ編集　段組みの配置
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段組みの配置
段組みを配置するには、まず❶の『段組
み・ユニット選択プルダウン』からコンテナ
を選択します。

次に❷の枠内からコンテナを選択してド
ラッグ＆ドロップでページ内に配置します。

右図では『コンテナユニット２列（６７：３
３）』を選択しました。配置されると右図下
のようになります。灰色の枠が配置されたコ
ンテナです。

❶
❷

コンテナユニット１列

コンテナユニット２列
（６７：３３）



（13）ページ編集　段組みの移動・削除・コピー
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段組みの移動
段組みを移動するには、まず❶の『段組み・ユ
ニット選択プルダウン』からコンテナを選択しま
す。右図では『コンテナユニット１列』『コンテ
ナユニット２列（６７：３３）』が配置されてい
ます。
移動させたいコンテナの上にカーソルを持ってい
くと右図のように濃い灰色になります。そこから
ドラッグ＆ドロップで移動させたい場所へ持って
いきます。
移動すると右図下のようになります。下にあった
『コンテナユニット２列（６７：３３）』が上に
移動しました。

段組みの削除
カーソルをコンテナ上に持っていくとコンテナの
左に『このコンテナをコピーする』『このコンテ
ナを削除する』というアイコンが出てきます。
『このコンテナを削除する』を選択すればコンテ
ナを削除することができます。その際コンテナ内
に配置されたユニットも削除されます。

段組みのコピー
『このコンテナをコピーする』を選択するとコン
テナをクリップボードに保存することができま
す。その際、一旦コンテナに保存されたユニット
も一緒に保存されます。クリップボードにコンテ
ナを保存しておく事で、他のページの編集の際に
同じコンテナをすぐに作成することができます。
クリップボードに保存されたコンテナは❶『段組
み・ユニット選択プルダウン』内の『クリップ
ボード（コンテナ）』から配置することができま
す。

また、クリップボードの削除・編集等は❷のク
リップボードで行います。

このコンテナを削除する

❷

❶

コンテナユニット１列

コンテナユニット２列
（６７：３３）

このコンテナをコピーする

❶



（14）ページ編集　ユニットの配置
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ユニットの配置
ユニットを配置するには、まず❶の『段組
み・ユニット選択プルダウン』からユニッ
トを選択します。

右図は『コンテナユニット１列』と『コン
テナユニット２列（６７：３３）』が配置
された状態です。❷の枠内からユニットを
選択してドラッグ＆ドロップでコンテナ内
に配置します。 ここでは『画像のみ（オリ
ジナルサイズ表示）』と『テキスト』の２
つを選択し配置しました。

配置されると右図下のようになります。 未
編集の状態なのでOriginalImage、テキスト
のみテキストのみ～と表示されています。

❶
❷

コンテナユニット１列

テキスト

画像のみ（オリジナル
サイズ表示）

コンテナユニット２列
（６７：３３）
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ユニットの移動
ユニットを移動するには、まず❶の『段組
み・ユニット選択プルダウン』からユニッ
トを選択します。
移動させたいユニットの上にカーソルを
持っていくと右図の❷のように左側が濃い
灰色になります。そこからドラッグ＆ド
ロップで移動させたい場所へ持っていきま
す。
移動すると右図下のようになります。上に
あった『画像のみ（オリジナルサイズ表
示）』ユニットが下に移動しました。

ユニットの削除
カーソルをユニットに持っていくとユニッ
トの左に『このユニットをコピーする』
『このユニットを削除する』というアイコ
ンが出てきます。『このユニットを削除す
る』を選択すればユニットを削除すること
ができます。

ユニットのコピー
『このユニットをコピーする』を選択する
とユニットをクリップボードに保存するこ
とができます。クリップボードにユニット
を保存しておくことで、他のページの編集
の際に同じコンテナをすぐに作成すること
ができます。クリップボードに保存された
ユニットは❶『段組み•ユニット選択プル
ダウン』内の『クリップボード（ユニッ
ト）』から配置することができます。

また、クリップボードの削除•編集等は❷
のクリップボードで行います。

このユニットをコピーする

このユニットを削除する

❶ ❷

❶

テキスト

画像のみ（オリジナル
サイズ表示）❷
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ユニットの編集
ユニットを編集するには、まず❶の『段組み・ユニッ
ト選択プルダウン』からユニットを選択します。

編集したいユニットの上にカーソルを持っていくと右
図のようにユニットが灰色になります。ここでは『画
像のみ（オリジナルサイズ表示）』のユニットを選択
しました。❷の薄い灰色部をクリックすると❶の編
集画面が開きます。
❶のファイル選択で表示させたい画像ファイルを選
び、画像位置表示位置を中央寄せで保存しました。

保存が完了すると右図下のように画像が表示されま
す。

他のユニットも同じように編集画面を開くことで編集
することができます。

❶

❶

❷
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ファイルを追加をクリックしてライブ
ラリに画像を追加します。

素材ファイル操作
素材の名称を変更したり、
画像を編集したりできま
す。
チェックボックスをクリッ
クすると、『名称を変更す
る』『素材（画像）を編集
する』等の項目も選択でき
るようになります。

画像を検索できます。

画像の名称を変更できま
す。

ラベルを表示します。

ライブラリを表示します。（右図はラ
イブラリを表示している状態です）

最後に読み込んだ画像を表示します。

画像編集ページへ移動し
ます。

画像を削除します。

画像を名前順に並び替え
ます。

現在適用されているラベ
ルです。

❶

❷

❸

❹

※ラベル作成の流れ

❶画像やPDFを整理する為のラベ
ルを登録します。
『ラベル管理』タブ内の『新規ラ
ベル登録』を選択します。

❷ファイル（画像、PDF）を追
加します。
→『最後の読み込み』に表示され
ます。

❸各ファイルにラベルを適用し
ます。
ラベルを適用したい画像にチェッ
クを入れ、『ラベル適用』タブ内
の適用したいラベルを選択しま
す。『選択したラベルを適用す
る』を選択するとラベルが適用さ
れます。

❹ラベルを分類表示
作業が完了するとラベルごとに
分類表示されます。

ラベル管理
新規ラベル登録、並び順変更など
を行います。チェックボックスを
クリックするとラベル編集、ラベ
ル削除などの項目も選択できるよ
うになります。
ラベルごとに画像を分類すること
で、大量の画像がある場合もどこ
に画像があるのかわかりやすいよ
う整理することができます。

ラベル適用
以下の方法で画像にラベルを
適用できます。

画像にチェックを入れる
　　↓
ラベル適用からラベルを選択
　　↓
選択したラベルを適用する

フォルダページへ移動します。

ゴミ箱を表示します。
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ファイルを追加をクリックしてライブ
ラリに画像を追加します。

素材ファイル操作
素材の名称を変更したり、
画像を編集したりできま
す。
チェックボックスをクリッ
クすると、『名称を変更す
る』『素材（画像）を編集
する』等の項目も選択でき
るようになります。

画像を検索できます。

画像の名称を変更できま
す。

ライブラリを表示します。（右図はラ
イブラリを表示している状態です）

最後に読み込んだ画像を表示します。

画像編集ページへ移動し
ます。

画像を削除します。

画像を名前順に並び替え
ます。

現在適用されているラベ
ルです。

❶

❷

❸ ❹

※フォルダ作成の流れ

❶画像やPDFを整理する為のフォ
ルダを作成します。
『フォルダ管理』タブ内の『フォ
ルダ作成』を選択します。

❷作成したフォルダ、または画像
を入れたいフォルダを選択しま
す。

❸『ファイルを追加』をクリッ
クして選択したフォルダに画像を
入れます。

❹別フォルダ内の画像は画像に
チェックを入れ『素材移動先を
選択』で移動先フォルダを選択
して『移動する』ボタンをク
リックするとフォルダを変更す
ることができます。

フォルダ管理
フォルダ作成、フォルダ名変更
フォルダ削除を行います。
フォルダごとに画像を分類するこ
とで、大量の画像がある場合もど
こに画像があるのかわかりやすい
よう整理することができます。

素材移動先を選択
以下の方法で画像を別フォルダに移動
させることができます。

画像にチェックを入れる
　　↓
『素材移動先を選択』内から移動させ
たいフォルダを選択。
　　↓
『移動する』ボタンをクリックする。

ゴミ箱を表示します。

ラベルページへ移動します。

フォルダです。
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新しい保存名を入力します。
上書き保存の場合はここには
何も表示されません。

※画像編集への行き方

素材管理（管理メニュー）
↓

画像編集（各画像下）
↓

画像編集画面

最後に保存を選択して画像編集
完了です。

チェックが入っていると縦横比
が固定されたまま編集されま
す。チェックを外すと固定も外
れます。

画像を『横反転』『縦反転』す
ることができます。左図は『横
反転』『縦反転』しています。

画像を回転させることができま
す。また、回転させた際に現れ
る背景色を設定することができ
ます。クリックすると❹、❺が
出てきます。

画像の大きさを変更することがで
きます。クリックすると❸が出て
きます。

横幅、高さを編集します。ク
リックすると❶、❷が出てきま
す。『縦横比固定』のチェック
ボックスにチェックが入ってい
る場合は縦横比が固定されたま
ま編集されます。

❶

❷

❸

❹

❺

トリミングを用いて画像を切
り取ることができます。右図
の黒枠部分は切り取られる範
囲です。

画像比率
画像比率を変更できま
す。タブ内から選択する
場合タブ横の『縦横比固
定』のチェックボックス
にチェックがつきます。

保存形式
『上書き保存』か『新しい
名前で保存』を選択するこ
とができます。
『新しい名前で保存』する
場合は下に新しい保存名を
入力します。

※編集前の状態です。

編集中の画像です。保存後は
周りの黒部分はトリミングに
より切り取られるので、この
枠内が保存される画像となり
ます。
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ページ

非公開

公開

ローカルメニュー

チェックボックス

メニュー

　　　　

　　　　未選択

　　　　選択中

ここをクリックすると
『ページ管理』へ移動します

メニュー編集ができます

チェック中

未チェック

ブログモジュール

メニューに表示

メニューに非表示

編集ページプレビュー

ページタイトル

編集ページへ移動します

ページの状態

公開ページプレビュー

RSS情報設定ページへ移動します

ページ操作について
ここでは連載記事の新規ページの作成、ページの公
開、削除などを行います。
ページ内のチェックボックスをクリックすると、『複
製』『公開する』等の項目も選択できるようになりま
す。
また、『ページ操作』横のチェックボックスをクリック
するとページ管理内のチェックボックスすべてがチェッ
クされます。
基本情報変更では、検索の際のキーワードや説明、ペー
ジのタイトルを設定することができます。

ラベル設定について
ここではの新規ラベルの作成、ラベル管理、ラベルの適用などを行い
ます。
ページ内のチェックボックスをクリックすると、クリックしたページ
にラベルを適用できるようになります。

『ラベル設定タブ』内
の『ラベル管理』を選
択すると左図の画面が
出てきます。
ラベルの名称や、ラベ
ルの色を変更すること
ができます。

チェックし
たページの
移動先を選
択します。
選択した後
に『移動す
る』ボタン
を押すと、
チェックし
たページが
選 択 し た
ページへ移
動します。
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『ファイルを選択』をクリックしてダウンロードした拡
張ユニットの『zipファイル』を選択します。ファイルを
選択して、『登録』ボタンをクリックすると新しい拡張
ユニットがインストールされます。インストールした拡張
ユニットはメニュー＆ページ管理画面の、『段組み・ユ
ニット選択プルダウン』に追加され、選択できるように
なります。

※拡張ユニット管理画面への行き方

その他管理（管理メニュー）

スキン・拡張機能管理（ポップアップ）

拡張ユニット（タブ）

拡張ユニット管理画面

『拡張ユニットをダウンロード』をクリックす
ると『bingo!CMS』のダウンロードページが開
きます。ダウンロードしたい拡張ユニットを選
択してダウンロードします。

※この時ダウンロードされた拡張ユニットが
『zipファイル』であることを確認してくださ
い。『zipファイル』でない拡張ユニットは使用
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。

ダウンロードした拡張ユニットはインストール
すると使えるようになります。

拡張ユニットを削除します。

bingo!CMSではインストールした拡張ユニットを
アップデートすることができます。
アップデートした場合、今までつかったユニットを
消したり、変更することなくそのユニットを最新
バージョンにすることができます。

『更新』ボタンをクリックすると下のような画面が
出てきます。

『ファイルを選択』ボタンをクリックし、ダウン
ロードしたzipファイルを選択して[登録]ボタンを
クリックします。

bingo!CMSでは標準で搭載していない機能をもつ拡張ユ
ニットを順次公開しています。
拡張ユニットはその役割から以下の２種類に分けられま
す。

（１）拡張デザインユニット…標準のデザインユニットに
は無いデザインの追加が可能となります。

（２）拡張機能ユニット… 標準の機能ユニットには無い機
能の追加が可能となります。

どちらの拡張ユニットも、公式サイトより配布される拡張
ユニットをダウンロードし、拡張ユニット画面からインス
トールすることで後から追加することができます。
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タイトル（見出し）
記事のタイトルを記述する際に利用できるユニットです。

[ユニット設定]

[タイトル（見出し）]
タイトルとして表示する文字列を入力します。

[見出しレベル]
見出しのレベルを変更します。
デフォルト値：h3

[フォントサイズ]
フォントのサイズを入力します。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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サブタイトル（小見出し）
記事中のサブタイトルを記述する際に利用できるユニットです。

[ユニット設定]

[サブタイトル（小見出し）]
サブタイトルとして表示する文字列を入力します。

[見出しレベル]
見出しのレベルを変更します。
デフォルト値：h4

[フォントサイズ]
フォントのサイズを入力します。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像タイトル
SEO対策としてのタイトル画像などを作成する際に利用できるユニットです。

[ユニット設定]

[ファイル選択]
表示する画像を設定します。
登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをク
リックします。

[画像表示エリアサイズ]
登録した画像の幅と高さを入力します。
※画像は指定したサイズで表示されます。画像のサイズが表示エリアより大きい場合、表示
エリアからはみ出た部分は表示されません。（縮小表示はしません）

[画像置換テキスト（非表示）]
画像に置き換わる文章を入力します。ここに入力した内容は画面上には表示されません
が、HTMLソース上は出力されます。

[見出しレベル]
デフォルト値：h3

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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バックグラウンド付きタイトル
記事のタイトル（バックグラウンドカラー付き）を記述する際に利用できるユニットです。

[ユニット設定]

[タイトル]
タイトルとして表示する文字列を入力します。

[見出しレベル]
デフォルト値：h3

[フォントサイズ]
フォントサイズを入力します。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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テキスト
文章を入力するユニットです。
テキストエディターを利用することによって文字の整形やリンク設定が簡単になります。
※テキストエディターを利用する・しないの切り替えは「サイト設定」から行います。

[ユニット設定]

[テキスト]
表示する文章を入力します。
テキストエディター未使用時は直接HTMLタグを入力できます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像のみ
画像のみを表示させるユニットです。
クリック時のアクションとしてリンク先URLへジャンプさせる、または拡大して表示させる、といったことも設定できます。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準

[ユニット設定]

[ファイル選択]
表示する画像を設定します。登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをク
リックします。

[alt（代替テキスト）]
画像の代わりに表示される文字列を入力します。
画像を表示しないブラウザに考慮し、入力しておくことをおすすめします。

[キャプション]
画像下に表示される画像の説明を入力します。

[クリック時の動作]
画像クリック時の動作を選択します。
なし・・・何もしません。（リンクしません）
拡大表示・・・アップロードされた画像を別ウィンドウで表示します。
拡大表示（同ウィンドウ内）・・・アップロードされた画像を同ウィンドウ内に表示しま
す。
リンク・・・指定したURLへリンクさせます。URLは「リンク先URL」に入力します。

[リンク先URL]
画像クリック時のジャンプ先を入力します。「クリック時の動作」で「リンク」を選択した
場合は入力が必要です。
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画像のみ（オリジナルサイズ表示）
画像のみをオリジナルサイズで表示させるユニットです。オリジナルサイズで表示されるため、レイアウトコンテナの幅より大きな画像を登録するとレイアウトが崩れる場合があります。
クリック時のアクションとして、リンク先URLへジャンプさせる、または別ウィンドウで表示させる、といったことも設定できます。

[ユニット設定]

[ファイル選択]
表示する画像を設定します。登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選
んで、[ファイルを取り込む]ボタンをクリックします。

[alt（代替テキスト）]
画像の代わりに表示される文字列を入力します。
画像を表示しないブラウザに考慮し、入力しておくことをおすすめします。

[キャプション]
画像下に表示される画像の説明を入力します。

[クリック時の動作]
画像クリック時の動作を選択します。
なし・・・何もしません。（リンクしません）
拡大表示・・・アップロードされた画像を別ウィンドウで表示します。
拡大表示（同ウィンドウ内）・・・アップロードされた画像を同ウィンドウ内に表示します。
リンク・・・指定したURLへリンクさせます。URLは「リンク先URL」に入力します。

[リンク先URL]
画像クリック時のジャンプ先を入力します。
「クリック時の動作」で「リンク」を選択した場合は入力が必要です。

[画像表示位置]
レイアウトコンテナの幅の中での画像表示位置をラジオボタンで選びます。
「左寄せ」「中央寄せ」「右寄せ」があります。

[上部スペース]
上部スペース幅を入力します。

[下部スペース]
下部スペース幅を入力します。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像ボタン
画像リンクボタンを作成するユニットです。
マウスオーバー時に画像表示を変化させるために、２種類（通常時とマウスオーバー時）の画像が設定できます。

[ユニット設定]

◆ボタン画像（通常時）
[ファイル選択]
表示する画像を設定します。登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをク
リックします。

[alt（代替テキスト）]
画像の代わりに表示される文字列を入力します。
画像を表示しないブラウザに考慮し、入力しておくことをおすすめします。

[リンク先URL]
画像クリック時のリンク先を入力します。

◆ボタン画像（マウスオーバー時）
[ファイル選択]
マウスオーバー時に異なる画像にする場合は、ここでマウスオーバー時の画像を登録します。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像（左）＋テキスト（右）
画像（左）と文章（右）がセットになっているユニットです。

[ユニット設定]

[ファイル選択]
表示する画像を設定します。登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをク
リックします。

[alt（代替テキスト）]
画像の代わりに表示される文字列を入力します。
画像を表示しないブラウザに考慮し、入力しておくことをおすすめします。

[キャプション]
画像下に表示される画像の説明を入力します。

[クリック時の動作]
画像クリック時の動作を選択します。
なし・・・何もしません。（リンクしません）
拡大表示・・・アップロードされた画像を別ウィンドウで表示します。
拡大表示（同ウィンドウ内）・・・アップロードされた画像を同ウィンドウ内に表示します。
リンク・・・指定したURLへリンクさせます。URLは「リンク先URL」に入力します。

[リンク先URL]
画像クリック時のジャンプ先を入力します。「クリック時の動作」で「リンク」を選択した場
合は入力が必要です。

[テキスト]
表示する文章を入力します。
テキストエディター未使用時は直接HTMLタグを入力できます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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テキスト（左）＋画像（右）
文章（左）と画像（右）がセットになっているユニットです。

[ユニット設定]

[ファイル選択]
表示する画像を設定します。登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをク
リックします。

[alt（代替テキスト）]
画像の代わりに表示される文字列を入力します。
画像を表示しないブラウザに考慮し、入力しておくことをおすすめします。

[キャプション]
画像下に表示される画像の説明を入力します。

[クリック時の動作]
画像クリック時の動作を選択します。
なし・・・何もしません。（リンクしません）
拡大表示・・・アップロードされた画像を別ウィンドウで表示します。
拡大表示（同ウィンドウ内）・・・アップロードされた画像を同ウィンドウ内に表示します。
リンク・・・指定したURLへリンクさせます。URLは「リンク先URL」に入力します。

[リンク先URL]
画像クリック時のジャンプ先を入力します。「クリック時の動作」で「リンク」を選択した場
合は入力が必要です。

[テキスト]
表示する文章を入力します。
テキストエディター未使用時は直接HTMLタグを入力できます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像（上段）＋テキスト（下段）
画像（上段）とテキスト（下段）がセットになっているユニットです。

[ユニット設定]

[ファイル選択]
表示する画像を設定します。登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをク
リックします。

[alt（代替テキスト）]
画像の代わりに表示される文字列を入力します。
画像を表示しないブラウザに考慮し、入力しておくことをおすすめします。

[キャプション]
画像下に表示される画像の説明を入力します。

[クリック時の動作]
画像クリック時の動作を選択します。
なし・・・何もしません。（リンクしません）
拡大表示・・・アップロードされた画像を別ウィンドウで表示します。
拡大表示（同ウィンドウ内）・・・アップロードされた画像を同ウィンドウ内に表示します。
リンク・・・指定したURLへリンクさせます。URLは「リンク先URL」に入力します。

[リンク先URL]
画像クリック時のジャンプ先を入力します。「クリック時の動作」で「リンク」を選択した場
合は入力が必要です。

[テキスト]
表示する文章を入力します。
テキストエディター未使用時は直接HTMLタグを入力できます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準



（22）ユニット解説

 デザインユニット

《操作マニュアル》

34

画像＋タイトル＋テキスト
画像（左）とタイトル・文章・リンク（右）がセットになっているユニットです。

[ユニット設定]

[ファイル選択]～[クリック時の動作]までの画像に関する各項目の説明は、「画像のみ」ユ
ニットの説明をご参照ください。

[タイトル]
タイトルとして表示する文字列を入力します。

[テキスト]
表示する文章を入力します。
テキストエディター未使用時は直接HTMLタグを入力できます。

[リンク先URL]
画像及びリンクテキストクリック時のリンク先を入力します。

[リンクテキスト]
リンク設定をする文章を入力します。
未設定の時は「詳細はこちら」と表示されます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像（上段）＋タイトル・テキスト
画像（上段）とタイトル・テキスト・リンク（下段）がセットになっているユニットです。

[ユニット設定]

[ファイル選択]～[クリック時の動作]までの画像に関する各項目の説明は、「画像のみ」ユ
ニットの説明をご参照ください。

[タイトル]
タイトルとして表示する文字列を入力します。

[テキスト]
表示する文章を入力します。
テキストエディター未使用時は直接HTMLタグを入力できます。

[リンク先URL]
画像及びリンクテキストクリック時のリンク先を入力します。

[リンクテキスト]
リンク設定をする文章を入力します。
未設定の時は「詳細はこちら」と表示されます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像（上段）×２＋タイトル・テキスト
画像（上段）とタイトル・テキスト・リンク（下段）のセットが横に２列並んで表示されるユニットです。

[ユニット設定]

［ユニット設定（１）］
［ユニット設定（２）］

「ユニット設定（１）」が左、「同（２）」が右の設定画面です。
[ファイル選択]～[クリック時の動作]までの画像に関する各項目の説明は、「画像のみ」ユ
ニットの説明を、その他の設定項目については「画像+タイトル+テキスト」ユニットの説明を
ご参照ください。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像＋タイトル＋テキスト（横２列）
画像（左）とタイトル・文章・リンク（右）のセットが横に２列並んで表示されるユニットです。

[ユニット設定]

［ユニット設定（１）］
［ユニット設定（２）］

「ユニット設定（１）」が左、「同（２）」が右の設定画面です。
[ファイル選択]～[クリック時の動作]までの画像に関する各項目の説明は、「画像のみ」ユ
ニットの説明を、その他の設定項目については「画像+タイトル+テキスト」ユニットの説明を
ご参照ください。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像（上段）×２＋テキスト（下段）×２
画像（上段）とテキスト（下段）セットが２列に並んでいるユニットです。

[ユニット設定]

［ユニット設定（１）］
［ユニット設定（２）］

「ユニット設定（１）」が左、「同（２）」が右の設定画面です。
[ファイル選択]～[クリック時の動作]までの画像に関する各項目の説明は、「画像のみ」ユ
ニットの説明を、その他の設定項目については「画像+タイトル+テキスト」ユニットの説明を
ご参照ください。

[テキスト]
表示する文章を入力します。
テキストエディター未使用時は直接HTMLタグを入力できます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像（上段）×３＋テキスト（下段）×３
画像（上段）とテキスト（下段）セットが３列に並んでいるユニットです。

[ユニット設定]

［ユニット設定（１）］
［ユニット設定（２）］
［ユニット設定（３）］

「ユニット設定（１）」が左、「同（２）」が中央、「同（３）」が右の画右の設定画面で
す。
[ファイル選択]～[リンク先URL]までの画像に関する各項目の説明は、「画像のみ」ユニット
の説明をご参照ください。

[テキスト]
表示する文章を入力します。
テキストエディター未使用時は直接HTMLタグを入力できます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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表（２列×n列）
２列の表（テーブル）を作成できるユニットです。
行数に制限はありません。

[ユニット設定]

[タイトル]
表のタイトルとして表示する文字列を入力します。

[見出し位置]
表の見出し（th）の位置を「なし／一列目／一行目」から選択します。
「一列目」を選択すると左の列が、「一行目」を選択すると一番上の行がそれぞれ見出し扱い
となり色がつきます。
デフォルト：なし

[左列の列幅]
表の左列の幅を入力します。
デフォルト：40%

[表の内容]
表の内容を入力します。
【行追加】【行削除】ボタンで行の追加と削除ができます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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箇条書き
連番付きの箇条書きを記述する際に利用できるユニットです。番号付き（ol）の文章が表示されます。
行数に制限はありません。

[ユニット設定]

[内容]
一つの入力エリア（行）に一項目ずつ入力します。
項目を追加する場合は【行追加】ボタンをクリックします。
【行削除】ボタンで項目を削除できます。（１行目は削除できません）

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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罫線
罫線（hr）を挿入するユニットです。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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PDFファイルダウンロード
PDFファイルをアップロードし、ダウンロードさせる際に利用できるユニットです。

[ユニット設定]

[PDFファイル選択]]
アップロードするPDFファイルを設定します。

[リンクテキスト]
PDFファイルのダウンロードリンクに表示する文章を入力します。

[プラグインダウンロード案内]
Adobe® Reader®のダウンロード案内を表示する場合はチェックを入れます。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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ページトップへ戻るボタン
ページトップへジャンプさせるボタンです。常にページの右側に表示されます。
各ページの右下にはテンプレートであらかじめ設定されている「ページトップ」ボタンが表示されますが、このユニットは、それ以外にページの途中途中に「ページトップ」を配置した
い場合に使用します。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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アンカーメニュー（縦）
ページ内リンクメニューを表示するユニットです。ページ内に配置されたタイトルユニットからリンクメニューを自動的に作ります。
※タイトルユニットは以下の４種類です。
・タイトル（見出し）　・タイトル（小見出し）　・画像タイトル　・バックグラウンド付きタイトル

[ユニット設定]

ページ内に配置されたタイトルユニット（４種）を全てリスト表示しています。

※タイトルユニットで登録されていない場合はアンカーメニューを作成することはできませ
ん。

1.アンカーメニューを作成するタイトルを選択します。

2.選択したタイトルに対してリンク名を入力します。

※［１］ページレイアウト設定画面・［２］ユニットレイアウト設定画面で、ページ内のタイ
トルユニットを削除した場合や、ユニットの配置を変更した場合、アンカー設定が正常に動作
しなくなる場合があります。
この場合は再度このユニットでアンカー設定を行ってください。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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アンカーメニュー（横）
ページ内リンクメニューを表示するユニットです。ページ内に配置されたタイトルユニットからリンクメニューを自動的に作ります。
※タイトルユニットは以下の４種類です。
・タイトル（見出し）　・タイトル（小見出し）　・画像タイトル　・バックグラウンド付きタイトル

[ユニット設定]

ページ内に配置されたタイトルユニット（４種）を全てリスト表示しています。

※タイトルユニットで登録されていない場合はアンカーメニューを作成することはできませ
ん。

1.アンカーメニューを作成するタイトルを選択します。

2.選択したタイトルに対してリンク名を入力します。

※［１］ページレイアウト設定画面・［２］ユニットレイアウト設定画面で、ページ内のタイ
トルユニットを削除した場合や、ユニットの配置を変更した場合、アンカー設定が正常に動作
しなくなる場合があります。
この場合は再度このユニットでアンカー設定を行ってください。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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JavaScript専用
ブログパーツやAjax関連のプログラム等、JavaScriptのプログラムを記述できるユニットです

[ユニット設定]

[JavaScript]
JavaScriptを入力します。
※必ずプログラム単体での動作確認を行ってから登録してください。
エラーがあるプログラムを登録した場合、管理画面上での編集ができなくなる場合がありま
す。

[表示エリア（高さ）]
表示エリアの高さを指定します。単位はpixelです。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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FLASHアニメーション
Flashアニメーション swfファイルを表示させるユニットです。

[ユニット設定]

[タイトル]
Flashムービーのタイトルを入力します。
ここに入力した内容はムービー左上に表示されます。

[SWFファイル]
表示するswfファイルを選択します。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをク
リックします。

[表示サイズ（幅）]
表示幅を入力します。単位はpixelです。

[表示サイズ（高さ）]
表示の高さを入力します。単位はpixelです。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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FLASHプラグインダウンロード案内
プラグインをインストールしていない方のために、プラグインダウンロードページへの案内を表示する場合に使用します。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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マップ
Yahoo地図　Javascript版地図APIを用いたマップ表示ユニットです。世界表示が可能です。利用するにはYahoo! JAPANの「アプリケーションID」が必要となります。
詳しくはhttp://developer.yahoo.co.jp/map/をご覧ください。

[ユニット設定]

[画像]
スポットマウスオーバー時に表示される吹き出し内の画像を設定します。
登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[スポットタイトル]
スポットに表示される施設名を入力します。

[住所]
吹き出し内に表示される住所を入力します。

[スポット説明]
吹き出し内に表示される説明文を入力します。

[Yahoo!地図 JavaScript版地図APIアプリケーションID]
Yahoo!JAPAN Webサービスを利用する際に必要となるアプリケーションIDを登録します。
※一度登録されたアプリケーションIDは保存されます。

[表示位置（経度・経度）]
表示位置の経度、緯度を入力します。経度、緯度が分からない場合は「経度、緯度を調べる」
をクリックして表示されるマップを利用して入力することも可能です。

[表示エリア（高さ）]
表示されるマップの高さを入力します。単位はpixelです。
※マップの表示幅は配置した場所に応じて自動的に設定されます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準

http://developer.yahoo.co.jp/map/
http://developer.yahoo.co.jp/map/
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サイトマップ
サイトマップを作成するユニットです。グローバルメニュー・ローカルメニューの設定が自動的に反映するので、このユニットを配置するだけでサイトマップが表示されます。サイトマッ
プに反映するのは、公開中のメニューでサイトマップに「表示する」で設定されているメニューです。
表示順は、「メニュー管理」画面で設定した表示順が反映します。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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RSSリーダー
ＲＳＳ情報を読み込み、表示させるユニットです

[ユニット設定]

[ＵＲＬ]
RSSを取得するURLを入力します。

[表示件数]
ＲＳＳを表示する件数を選択します。
デフォルト値：５件

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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お問い合わせフォーム
サイトに設置するお問い合わせフォーム用のユニットです。項目は通常のフォームで使用が想定されるものを揃えていますので、その中から必要なものだけを選んで表示できます。問い合
わせの受付時には、送信内容を自動的に送信者・管理者にメール送信します。そのためのメール受信者アドレスの設定が必要な他、送信メールのヘッダ、フッタの設定が可能です。

[ユニット設定]

【送信メールテキスト関連設定】
ここではフォーム送信後、送信者とサイト管理者に送信されるメールについての設定を行いま
す。

[件名]
送信されるメールの件名を入力します。

[受付先メールアドレス]
フォームで送信されるメールの受信アドレスを入力します。
複数の受信アドレスを設定する場合は、半角カンマで区切って入力します。

[メールヘッダー文章]
メールのヘッダー文章を入力します。

[メールフッター文章]
メールのフッター文章を入力します。

[メール送信完了の文書]
メール送信完了時に画面に表示されるメッセージを入力します。
送信完了後、フォーム部分がここで設定した文章に置き換わって表示されます。

送信メールについて
［投稿者へのメール］
フォームからお問い合わせを受付すると、「メールアドレス」に入力されたアドレス宛に確認
メールを送信します。
その際の差出人は、サイト設定で「管理者メールアドレス」に設定されているアドレスになり
ます。

［管理者へのメール］
同じ内容の確認メールが「受付先メールアドレス」で設定したアドレスへも送信されます。
その際の差出人は、フォームの「メールアドレス」に入力されたアドレス（投稿者のアドレ
ス）になります。
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お問い合わせフォーム
サイトに設置するお問い合わせフォーム用のユニットです。項目は通常のフォームで使用が想定されるものを揃えていますので、その中から必要なものだけを選んで表示できます。問い合
わせの受付時には、送信内容を自動的に送信者・管理者にメール送信します。そのためのメール受信者アドレスの設定が必要な他、送信メールのヘッダ、フッタの設定が可能です。

[ユニット設定]

お問合わせ表示項目設定
フォームにはあらかじめ想定される項目名が入っていますが、項目名を変更することも可能です。初期設定と全く違う項目
名にしてもかまいません。ただし、一部の項目は書式が異なっているとフォーム送信時にエラーになりますのでご注意くだ
さい。

各項目「非表示・表示・表示（必須）」いずれかを設定できます。実際のフォームには、「表示」「表示（必須）」に設定
した項目だけが表示されます。

「表示（必須）」に設定した場合、項目名の左部分が赤色になります（必須でなければグレー）。
また、フォーム送信時に必須項目が未入力（未選択）の場合はエラーメッセージを表示します。

下記に特に記述のない場合は、フォームはテキストフィールドで表示されます。
※フォームをサイトに設置した
ら、必ずメールが送受信できる
かテストを行ってください。
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クリップボード
情報が登録してあるユニットを、登録した内容ごとに任意の名前をつけてコピーできます。コピーした内容は「クリップボード」として表示され、通常のユニットと同じように使用できま
す。同じようなページを複数作る場合や、設定したページの内容をほかのページに移動するときなどに便利です。

❶クリップボードにコピーを作る

ユニットレイアウト設定画面でコピーする
ユニットの左側[このユニットをコピーす
る]アイコンをクリックします。

任意の名前をつけて、「OK」をクリッ
ク、確認ウインドウの「OK」をクリック
するとクリップボードにコピーされます。

❷クリップボードを使用する
クリップボードを使用するページの[２]ユ
ニットレイアウト設定画面に行き、クリッ
プボードからコピーしたユニットをドラッ
グ＆ドロップで配置します。
クリップボードにあるユニットのアイコン
は、元のユニットのアイコンと同じです。
カーソルを乗せると、コピーするときにつ
けた名前がわかります。

❸クリップボードを管理する（名前の変更・削除）
ユニットレイアウト設定画面で画面右上
[クリップボード]ボタンをクリックしま
す。

[クリップボード]ボタンをクリックする
と、左図のクリップボード管理画面（ク
リップボード（ユニット））が開き、「登
録済みのユニットの一覧が登録順に表示さ
れます。

表示順を変更する場合は「表示順」に３桁
以内の数字を半角で入力、名前を変更する
場合は「名称」に新しい名前を入力、削除
する場合は、「削除」にチェックを入れて
[保存]ボタンをクリックします。
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拡張罫線ユニット
デフォルトの罫線ユニットではできなかった線種、罫線の色の変更が可能になるユニットです。
線の色、線の太さ、線の種類を設定することが可能です。

[ユニット設定]

[ボーダースタイル]
罫線のスタイルをプルダウンメニューから選択します。

[ボーダー太さ]
罫線の太さをプルダウンメニューから選択します。

[ボーダー色]
ボーダーのカラーを編集します。
カラーピッカーの他、RGB、16進数コードを入力することでも編集できます。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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Flickrユニット
"Flickr"に掲載されている写真をキーワードで検索し、指定した件数を表示させることができます。
また"Flickr"のユーザであれば、御自分の「Your photostream」の写真を選択表示する事ができます。

[ユニット設定]

[ユーザーID]
スペース区切りにて複数のIDを登録できます。指定しない場合、全ユーザーが対象になりま
す。

[検索ワード]
スペース区切りにて複数のキーワードを登録できます。指定しない場合、全キーワードが対象
になります。

[表示件数]
プルダウンメニューより表示件数を選択できます。
デフォルト値：10件

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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フォトギャラリーユニット
「アルバム管理」に登録された画像を表示するユニットです。画像をクリックすると拡大表示されます。

[ユニット設定]

[アルバム選択]
表示するアルバムをプルダウンメニューから選択します。

[新規アルバム作成]ボタン
新しくアルバムをつくる時はこのボタンをクリックします。既にアルバムを作成済みの場合は
[アルバム作成・編集]ボタンをクリックするとアルバムを追加・編集することができます。

[画像表示ステージオプション]
画像を表示するステージ部分のオプションです。

[表示数（横）]
プルダウンメニューより表示列を選択します。　　デフォルト値：5列

[表示サイズ（高さ）]
100px ～ 1000pxの範囲で高さを設定します。　　デフォルト値：100

[画像表示オプション]
画像のオプションです。

[キャプション]
画像をクリックして拡大表示した時にキャプションを表示する場合はチェックを入れます。表
示位置は上下から選択できます。

[外枠]
画像に外枠をつける場合はチェックを入れます。外枠の太さも設定できます。
デフォルト値：3px

[外観]
傾きや影の有無を設定できます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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連載記事リスト
お知らせ情報や日記等、一つのメニュー内に複数のページが作成される場合日々新規作成されるページを時系列にリスト表示するユニットです。 リスト表示できるページは、メニュー＆
ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニューのみです。「連載記事ページ」を作成していないメニューをリスト表示することはできません。 

[ユニット設定]
[メニュー]
どのメニューのページをリスト表示するか選択します。ここではメニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニュー意外も
選択できますが、連載記事リスト内には表示されません。 グローバルメニューを選択するとローカルメニューが表示されるので、リスト表示するローカルメニューを選択
します。複数のローカルメニューがある場合、選択はいくつでも可能です。この場合それぞれのローカルメニューに登録された記事をまとめて時系列に表示します。

[連載記事ラベル]
ラベルが適用された連載記事ページを選択します。

[表示開始件数]
何番目の記事からリスト表示するかを設定します。　　デフォルト値：１

[表示情報件数設定]
表示する記事の件数を設定します。　　デフォルト値：20件

[NEWアイコン]　　[NEWアイコン表示期間]
リストにNEWアイコンを表示する場合は「表示」を選択し、公開日からいつまでアイコンを表示するか期間を入力します。　　表示期間デフォルト値：７日

[ページング]
「表示情報件数設定」で設定した件数を超える記事がある場合に、ページングナビゲーションを表示する場合は「表示」を選択します。

[一覧用テキスト]
リストに記事タイトルの他、記事の説明を表示する場合は「表示」を選択します。ここに表示される説明は、「ページ設定」画面で設定した「ページ概要文章」です。

[公開日]
記事（ページ）の公開日を表示する場合は「表示」を選択します。公開日は「ページ設定」画面で設定した「公開期間」の日付です。

[RSSアイコン]
RSSページへのリンクを表示する場合は「表示」を選択します。

[表示順]
表示順を設定します。　　「公開日の昇順」・・・公開日が古い記事から表示　　「公開日の降順」・・・公開日の新しい記事から表示

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。※背景色はテンプレートにより異なります。　　デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。　　デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。　　デフォルト値：標準
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連載記事リスト（画像タイトルテキスト）
メニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニューを、画像（左）とタイトル・テキスト（右）をセットにして表示するユニットです。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。※背景色はテンプレートにより異なります。　　デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。　　デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。　　デフォルト値：標準

[ユニット設定]
[メニュー]
どのメニューのページをリスト表示するか選択します。ここではメニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニュー意外も
選択できますが、連載記事リスト内には表示されません。 グローバルメニューを選択するとローカルメニューが表示されるので、リスト表示するローカルメニューを選択
します。複数のローカルメニューがある場合、選択はいくつでも可能です。この場合それぞれのローカルメニューに登録された記事をまとめて時系列に表示します。

[連載記事ラベル]
ラベルが適用された連載記事ページを選択します。

[表示開始件数]
何番目の記事からリスト表示するかを設定します。　　デフォルト値：１

[表示情報件数設定]
表示する記事の件数を設定します。　　デフォルト値：20件

[NEWアイコン]　　[NEWアイコン表示期間]
リストにNEWアイコンを表示する場合は「表示」を選択し、公開日からいつまでアイコンを表示するか期間を入力します。　　表示期間デフォルト値：７日

[ページング]
「表示情報件数設定」で設定した件数を超える記事がある場合に、ページングナビゲーションを表示する場合は「表示」を選択します。

[一覧用テキスト]
リストに記事タイトルの他、記事の説明を表示する場合は「表示」を選択します。ここに表示される説明は、「ページ設定」画面で設定した「ページ概要文章」です。

[公開日]
記事（ページ）の公開日を表示する場合は「表示」を選択します。公開日は「ページ設定」画面で設定した「公開期間」の日付です。

[RSSアイコン]
RSSページへのリンクを表示する場合は「表示」を選択します。

[表示順]
表示順を設定します。　　「公開日の昇順」・・・公開日が古い記事から表示　　「公開日の降順」・・・公開日の新しい記事から表示
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連載記事リスト縦（画像タイトルテキスト）
メニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニューを、画像（上段）とタイトル・テキスト（下段）をセットにして表示するユニットです。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。※背景色はテンプレートにより異なります。　　デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。　　デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。　　デフォルト値：標準

[ユニット設定]
[メニュー]
どのメニューのページをリスト表示するか選択します。ここではメニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニュー意外も
選択できますが、連載記事リスト内には表示されません。 グローバルメニューを選択するとローカルメニューが表示されるので、リスト表示するローカルメニューを選択
します。複数のローカルメニューがある場合、選択はいくつでも可能です。この場合それぞれのローカルメニューに登録された記事をまとめて時系列に表示します。

[連載記事ラベル]
ラベルが適用された連載記事ページを選択します。

[表示開始件数]
何番目の記事からリスト表示するかを設定します。　　デフォルト値：１

[表示情報件数設定]
表示する記事の件数を設定します。　　デフォルト値：20件

[NEWアイコン]　　[NEWアイコン表示期間]
リストにNEWアイコンを表示する場合は「表示」を選択し、公開日からいつまでアイコンを表示するか期間を入力します。　　表示期間デフォルト値：７日

[ページング]
「表示情報件数設定」で設定した件数を超える記事がある場合に、ページングナビゲーションを表示する場合は「表示」を選択します。

[一覧用テキスト]
リストに記事タイトルの他、記事の説明を表示する場合は「表示」を選択します。ここに表示される説明は、「ページ設定」画面で設定した「ページ概要文章」です。

[公開日]
記事（ページ）の公開日を表示する場合は「表示」を選択します。公開日は「ページ設定」画面で設定した「公開期間」の日付です。

[RSSアイコン]
RSSページへのリンクを表示する場合は「表示」を選択します。

[表示順]
表示順を設定します。　　「公開日の昇順」・・・公開日が古い記事から表示　　「公開日の降順」・・・公開日の新しい記事から表示
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連載記事リスト（画像タイトルテキスト×２）
メニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニューを表示するユニットです。画像（左）とタイトル・テキスト（右）のセットを横に2列並
べて表示します。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。※背景色はテンプレートにより異なります。　　デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。　　デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。　　デフォルト値：標準

[ユニット設定]
[メニュー]
どのメニューのページをリスト表示するか選択します。ここではメニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニュー意外も
選択できますが、連載記事リスト内には表示されません。 グローバルメニューを選択するとローカルメニューが表示されるので、リスト表示するローカルメニューを選択
します。複数のローカルメニューがある場合、選択はいくつでも可能です。この場合それぞれのローカルメニューに登録された記事をまとめて時系列に表示します。

[連載記事ラベル]
ラベルが適用された連載記事ページを選択します。

[表示開始件数]
何番目の記事からリスト表示するかを設定します。　　デフォルト値：１

[表示情報件数設定]
表示する記事の件数を設定します。　　デフォルト値：20件

[NEWアイコン]　　[NEWアイコン表示期間]
リストにNEWアイコンを表示する場合は「表示」を選択し、公開日からいつまでアイコンを表示するか期間を入力します。　　表示期間デフォルト値：７日

[ページング]
「表示情報件数設定」で設定した件数を超える記事がある場合に、ページングナビゲーションを表示する場合は「表示」を選択します。

[一覧用テキスト]
リストに記事タイトルの他、記事の説明を表示する場合は「表示」を選択します。ここに表示される説明は、「ページ設定」画面で設定した「ページ概要文章」です。

[公開日]
記事（ページ）の公開日を表示する場合は「表示」を選択します。公開日は「ページ設定」画面で設定した「公開期間」の日付です。

[RSSアイコン]
RSSページへのリンクを表示する場合は「表示」を選択します。

[表示順]
表示順を設定します。　　「公開日の昇順」・・・公開日が古い記事から表示　　「公開日の降順」・・・公開日の新しい記事から表示
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連載記事リスト縦（画像タイトルテキスト×２）
メニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニューを表示するユニットです。
画像（上段）とタイトル・テキスト（下段）のセットを横に2列並べて表示します。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。※背景色はテンプレートにより異なります。　　デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。　　デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。　　デフォルト値：標準

[ユニット設定]
[メニュー]
どのメニューのページをリスト表示するか選択します。ここではメニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニュー意外も
選択できますが、連載記事リスト内には表示されません。 グローバルメニューを選択するとローカルメニューが表示されるので、リスト表示するローカルメニューを選択
します。複数のローカルメニューがある場合、選択はいくつでも可能です。この場合それぞれのローカルメニューに登録された記事をまとめて時系列に表示します。

[連載記事ラベル]
ラベルが適用された連載記事ページを選択します。

[表示開始件数]
何番目の記事からリスト表示するかを設定します。　　デフォルト値：１

[表示情報件数設定]
表示する記事の件数を設定します。　　デフォルト値：20件

[NEWアイコン]　　[NEWアイコン表示期間]
リストにNEWアイコンを表示する場合は「表示」を選択し、公開日からいつまでアイコンを表示するか期間を入力します。　　表示期間デフォルト値：７日

[ページング]
「表示情報件数設定」で設定した件数を超える記事がある場合に、ページングナビゲーションを表示する場合は「表示」を選択します。

[一覧用テキスト]
リストに記事タイトルの他、記事の説明を表示する場合は「表示」を選択します。ここに表示される説明は、「ページ設定」画面で設定した「ページ概要文章」です。

[公開日]
記事（ページ）の公開日を表示する場合は「表示」を選択します。公開日は「ページ設定」画面で設定した「公開期間」の日付です。

[RSSアイコン]
RSSページへのリンクを表示する場合は「表示」を選択します。

[表示順]
表示順を設定します。　　「公開日の昇順」・・・公開日が古い記事から表示　　「公開日の降順」・・・公開日の新しい記事から表示
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連載記事リスト（タブ表示）
メニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニューを、タブで表示するユニットです。

[ユニット設定]

[メニュー]
各タブで、どのメニューのページをリスト表示するか選択します。
タブは最大5個まで表示できます。

ここではメニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成
したメニュー意外も選択できますが、連載記事リスト内には表示されません。

タブ名を入力できます。「タブ名」が未入力の場合、「グローバルメニュー名」がタブに表示
されます。

グローバルメニューを選択するとページカテゴリ（ローカルメニュー）の選択肢がセットされ
るので、リスト表示するローカルメニューを選択します。

ラベルが適用された連載記事ページがある場合、選択できます。

[表示情報件数設定]以下の設定項目は、「連載記事リスト」と同様です。
「連載記事リスト」をご参照ください。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[枠線]
ユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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デザインユニット

機能ユニット

拡張デザインユニット

「拡張デザインユニット」にはインストールした拡張デザインユニットが表示されます。（初期状態では非表示です。）

拡張機能ユニット

「拡張機能ユニット」にはインストールした拡張機能ユニットが表示されます。（初期状態では非表示です。）

連載記事一覧用ユニット

ニュースシステム的なものを実装するためのユニットです。時系列で記事が増えていく「ニュース」のようなものをイメージしてください。

お知らせ情報や日記等、一つのメニュー内に複数のページが作成される場合、このユニットを使用すると 日々新規作成されるページ（記事）を「記事一覧」として時系列でリスト表示
することができます。

一覧表示する記事はメニュー単位で選択できます。また、同じメインメニューであれば、サブメニュー内のページを全てひっくるめて一覧表示することもできます。

一覧表示する記事の内容は必ずしも時系列にこだわった記事である必要はありません。使い方によりいろいろな用途で使用できます。

※）リスト表示できるページは、メニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニューのみです。
「連載記事ページ」を作成していないメニューをリスト表示することはできません。

クリップボード
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マーキー
画面上を右から左へ流れるテキストを設定できるユニットです。

[ユニット設定]

[タイトル]
入力したテキストが画面上を右から左へ流れます。

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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タイトル
記事のタイトルを記述する際に利用できるユニットです。

[ユニット設定]

[タイトル]
タイトルとして表示する文字列を入力します。

[表示位置]
タイトルの表示位置を設定します。
デフォルト：左寄せ

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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画像
画像のみを表示させるユニットです。
クリック時のアクションとしてリンク先URLへジャンプさせることもできます。

[ユニット設定]

[ファイル選択]
表示する画像を設定します。登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボ
タンをクリックします。

[表示位置]
画像の表示位置を設定します。
デフォルト：左寄せ

[表示サイズ]
画像の表示サイズを設定します
デフォルト：１００％
※未入力の場合は幅１００％にて表示されます。

[リンク先URL]
画像クリック時のジャンプ先を入力します。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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テキスト
文章を入力するユニットです。

[ユニット設定]

[テキスト]
表示する文章を入力します。
※htmlタグを入力する場合は、閲覧する携帯端末のhtmlの使用を十分把握した上
で入力するようにしてください

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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罫線
罫線を挿入するユニットです。

[ユニット設定]

[ボーダー太さ]
ボーダーの太さを設定します
デフォルト値：3px

[ボーダー色]
ボーダー色を設定します。

[デザインオプション]

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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メニューリンク
クリックすることでリンク先へジャンプするメニューを作成するユニットです。

[ユニット設定]

[表示位置]
表示位置を設定します。

[表示テキスト]
表示テキストを入力します。

[リンク先URL]
メニュークリック、あるいはアクセスキークリック時のジャンプ先を設定します。

[アクセスキー]
クリックすることでリンク先URLへジャンプするキーを設定します。
デフォルト値：なし（・表示）

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準
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最新記事表示
お知らせ情報や日記等、一つのメニュー内に複数のページが作成される場合日々新規作成されるページを時系列にリスト表示するユニットです。 リスト表示できるページは、メニュー＆
ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニューのみです。「連載記事ページ」を作成していないメニューをリスト表示することはできません。 

[ユニット設定]
[メニュー]
どのメニューのページをリスト表示するか選択します。ここではメニュー＆ページ管理で「連載記事ページ管理」タブを選択し連載記事ページを作成したメニュー
意外も選択できますが、連載記事リスト内には表示されません。 グローバルメニューを選択するとローカルメニューが表示されるので、リスト表示するローカルメ
ニューを選択します。複数のローカルメニューがある場合、選択はいくつでも可能です。この場合それぞれのローカルメニューに登録された記事をまとめて時系列
に表示します。

[連載記事ラベル]
ラベルが適用された連載記事ページを選択します。

[表示開始件数]
何番目の記事からリスト表示するかを設定します。　　デフォルト値：１

[表示情報件数設定]
表示する記事の件数を設定します。　　デフォルト値：20件

[NEWアイコン]　　[NEWアイコン表示期間]
リストにNEWアイコンを表示する場合は「表示」を選択し、公開日からいつまでアイコンを表示するか期間を入力します。　　表示期間デフォルト値：７日

[ページング]
「表示情報件数設定」で設定した件数を超える記事がある場合に、ページングナビゲーションを表示する場合は「表示」を選択します。

[一覧用テキスト]
リストに記事タイトルの他、記事の説明を表示する場合は「表示」を選択します。ここに表示される説明は、「ページ設定」画面で設定した「ページ概要文章」で
す。

[公開日]
記事（ページ）の公開日を表示する場合は「表示」を選択します。公開日は「ページ設定」画面で設定した「公開期間」の日付です。

[表示順]
表示順を設定します。　　「公開日の昇順」・・・公開日が古い記事から表示　　「公開日の降順」・・・公開日の新しい記事から表示

[デザインオプション]

[背景色]
ユニット背景色の表示有無を選択します。※背景色はテンプレートにより異なります。　　デフォルト値：なし

[下方スペース]
ユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準


