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青柳様 
サイト更新マニュアル 
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項目 ページ 

ログイン情報 3 

投稿(お知らせ)について 
画面設定 
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画面案内・タイトル入力 
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投稿(お知らせ)について 
ブロックを選択して追加する － クラシック 
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投稿(お知らせ)について 
本文入力について － クラシック 
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投稿(お知らせ)について 
公開設定 
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投稿(お知らせ)について 
リンクについて － クラシック 
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画像について － クラシック 

11-12 

投稿(お知らせ)について 
見出しについて － クラシック 

13 

記事の管理 14 

メディア 15 

動画の挿入(youtubeの場合) 
YouTubeブロック 

16 

ブロックの操作 17 
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 ログインURL http://aoyagi.ne.jp/wp-admin/ 

 ユーザー名またはメールアドレス aoyagi41089 

パスワード th2cRUCLfrZ 

公開URL http://aoyagi.ne.jp 

使用数字 使用アルファベット 

0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

不明な点がございましたらご連絡ください。 
有限会社プロダクション・ビコーズ 
099-256-4884 
info@pro-because.com 

☆ユーザー様が編集できるページは「お知らせ」のみとなっております。 
他のページを編集したい場合は、お手数ですが弊社へご連絡ください。 

ログイン情報 

スマホ・タブレットでもログイン、編集はできますが
端末のサイズによっては操作しずらいものがあります。 
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画面右上の   をクリックして、設定メ

ニューを開きます。 

 

トップツールバー 

ビジュアルエディター 

の項目をクリックして☑チェックを入れます。 

 

本マニュアルでは、以後この状態を前提にして

説明を行います。 

入力画面の基本設定 

「投稿」にマウスオーバーして表示される
「新規追加」、または「新規追加」ボタン
をクリックしてください。 

投稿画面を開いたときに右の表示が出ましたら、
右上の×ボタンで閉じてください 

投稿について（お知らせ） 

画面設定 
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リストが表示されますので、投稿
したいカテゴリーをクリックして
選択します。 
 
何も選択しなかった場合は、自動
的に「お知らせ」が選択されます
のでご注意ください。 

トップツールバー 
 

ブロックの挿入・削除、操作の取り消

し・やり直しのほか、入力するブロック

の種類によって表示されるボタンが追加

されます(本文を入力すると表示されま

す) 

入力画面を開くと下図の画面が表示されます。 

④ カテゴリーを選択する 

設定ペインの「カテゴリー」
をクリックします 

設定ペイン 

表示されていないときは左上の  ボタ

ンを押して表示させます。 

記事やブロックの様々な設定を行います。 

タイトル入力欄をクリックすると入力カーソル｜
が表示されます。 
 
まずは記事のタイトルを入力しましょう。 

投稿について（お知らせ） 

画面案内・タイトル入力 
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ブロックを選択して追加する － クラシック 

この辺りをクリック 

投稿について（お知らせ） 

「文章を入力、または/でブロックを選択」と書
かれている部分をクリックします。 

右下に黒い「＋」ボタンが出るのでクリックしま
す。 

「クラシック」を選択します。 
 
表示されない場合は、検索窓でクラシックと検索
してください。 

記事は、段落や画像、リストやテーブルといった様々な種類のブロックを組み合わせて作成します。 

ここでは表示がワードに似ている「クラシック」ブロックで説明します。 
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ワードのような編集ツールバーが表示されます。 

その下にカーソルがある状態で文章を入力します。 

本文入力について － クラシック 

｜ 

改行 
[Shift + Enter(return)] 

改段落(改ブロック) 
1行空いた状態で区切られる 
[ Enter(return)] 

改行について 
ワードなどではEnter(return)で改行しますが
サイトでは下記のように異なります。 

ワードと同じように、文字の右寄せ、太字、文字

色の変更等、ツールバーから編集できます。 

アイコンをマウスオーバーすると説明が表示され

ます。 

投稿について（お知らせ） 
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プレビューで確認します。 

タイトルと本文を入力したら、実際に表示さ
れる画面がどうなっているか確認します(不要
な場合はプレビューを飛ばして進んでくださ
い) 
 
「プレビュー」をクリックして実際に表示さ
れる画面をチェックします 

プレビュー 編集画面 

プレビューから公開 － クラシック 

編集画面のタブに戻ります。 
 

プレビューで確認し、問題なければ 
カテゴリーを選び、「公開」ボタンをク
リックすると公開されます。 
 
修正が必要な場合は修正してください。 

新規作成から公開までの流れは以上です。 

投稿について（お知らせ） 
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予約投稿 
通常ですと公開「今すぐ」になっていますが 
今すぐをクリックすると予約投稿ができます。 
日時を入力したら、公開ボタンが「予約」ボ
タンにかわりますので、クリックして投稿し
てください。 
 

公開設定  

下書き 
まだ公開しない、または一度公開したものを
取り下げたい場合は「下書き保存」をクリッ
クします。 

投稿について（お知らせ） 

→ 
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リンクについて － クラシック 

リンクしたい文字列をマウスでドラッグして
青く反転させます。 

ツールバーの「リンクの挿入/編集」をクリッ
クします。 

URLの入力欄が表示されるので入力します。 
(リンク先のURLをコピーして貼り付けてくだ
さい) 
入力したら  ボタンで確定します。 
これでリンクが設定されました。 

リンクが設定されると文字列が青くなります。 
その文字列をクリックするとツールバーが表
示されます。 
修正は鉛筆ボタン 
削除はクリップボタン(真ん中がはじけている)
をクリックする事でできます。 

投稿について（お知らせ） 

  ボタン横の歯車ボタンを押すと、リンク
先を別タブで開くなどの設定ができます。 
(設定しなくても問題ありません) 
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画像について － クラシック 

文章を入力し終わってから画像を追加する事
をおすすめします。 
 
任意の場所にカーソルを移動させて「メディ
アを追加」ボタンをクリックします。 
(ここでは本文の先頭にカーソルを置きました) 

新規画像を追加する場合は 
「メディアをアップロード」タブで画像をド
ロップするか、中央「ファイルを選択」ボタ
ンから画像を選択してください。 
 
 
アップロード済みの画像を使う場合は 
「メディアライブラリ」を選択します。 

使用したい画像にチェックが入っていること
を確認します。 
 
 
「投稿に挿入」ボタンで記事に画像を追加で
きます。 
 
挿入後、プレビューボタンをクリックして 
画像がきちんと表示されるか確認してくださ
い。 

投稿について（お知らせ） 
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画像について － クラシック 

投稿について（お知らせ） 

サイズ変更をしたいとき 

画像を本文に挿入したら、画像をクリックし
て編集メニューを表示します。 
鉛筆マークをクリックします。 

画像詳細画面が表示されますの
でサイズ横のプルダウンメ
ニューをクリックし 
カスタムサイズを選びます。 

任意の数値を入力します。 
片方を入力すれば、もう片方は
自動で数値が変更されます。 
 
表示されるエリアの最大幅は
「739」です。 
上記の数値を基準にしてくださ
い。 
（半分であれば370） 
 

右下の「更新」ボタンでサイズ
変更は終了です。 
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見出しについて － クラシック 

※見出しレベルについて 
 
見出しタグは、文字サイズを指定するためのタグ
ではありません。文章の構造に合わせて階層的に
使用するのが本来の使用方法です。 
 
お知らせページでは 
記事タイトルが「見出し1」となりますので、記
事中で使用する見出しは「見出し2」以降として
ください。 
また、「見出し３」の子要素として「見出し４」
その子要素として「見出し５」を使用してくださ
い（入れ子の関係になります）。 
 
 
というルールはありますが、記事の項目(内容)ご
とに使うという事なのであまり難しく考えなくて
大丈夫です。 
（ひとつの投稿の中にAとBの項目があって、Aの
中で見出し2を2回以上使うことはよくありませ
んが、AとBにそれぞれ見出し2があるのは大丈夫
です） 
 

見出し１（記事タイトル） 

見出し２ 

見出し３ 

見出し４ 

見出し３ 

見出し４ 

見出し４ 

見出し5 

見出し３ 

見出しと本文のサイズ感です。 

投稿について（お知らせ） 
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記事の管理 

下書きした記事、過去に作成した記事を編集する時は、左のメインメニューの「投稿一覧」をクリック
します。 

メインメニューが表示されていない時は左上の
「W」マークをクリックしてください。 

編集したい記事のタイトル下にマウスオーバーすると、編集メニューが表示されますので、編集や削除
など必要な作業を行ってください。 

記事タイトル下にマウスを持ってくる 

ゴミ箱へ移動について 
 
ゴミ箱に移動すると投稿一覧から表示は消えますが
データ自体は残っています。 
webサーバーの容量は十分に確保されていますが、限り
があるため必要のない記事は「ゴミ箱」内に入って
「完全に削除する」でメンテナンスを行ってください。 
※「完全に削除する」前でしたら復元も出来ます。 
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メディア 

前述では投稿の編集画面から画像をアップしまし
たが、「メディア」からのアップ、削除といった
管理ができます。 
 
メディアの追加は11-12ページを参照ください。 
 
画像以外にPDFもアップできます。 

画像を削除したい場合は、該当の画像をクリックして詳細画面から「完全に削除する」 

または「一括選択」ボタンを押して複数選択してから「完全に削除する」をクリックしてください。 

削除した画像はもとには戻せません 

webサーバーの容量は十分に確保されていますが、限りがあるため、使用しない画像や動画などは随時削除

してメンテナンスを行ってください。 
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動画の挿入(youtubeの場合) 

ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
下
へ 

左上にある青い「＋」ボタンをクリック
します。 

YouTubeブロック 

ブロックメニューが表示されますので
YouTubeブロックを選択します。 

YouTubeの共有URLを入力して
「埋め込み」をクリックします。 

YouTubeが表示されました。 
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ブロックの操作 

① 

② 

不要なブロックの削除 

①削除したいブロックをクリックして
選択しておきます。 
 
②左上の縦3つの点をクリックします。 

③ 

③「ブロックを削除」をクリックする
と削除できます。 

ブロックの移動 

移動させたいブロックをクリックし、トップツールバーにある     の上下どちらかをクリックし
て移動させると、ブロックの順番が入れ替わります。   
 

上
下
が
入
れ
替
わ
り
ま
し
た 


