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ソースの表示
ホームページのソースを表示させることができます。
JavaScript や HTMLソースコードを直接編集することができます。

クリックするごとに表示変更
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●全般　ページタイトル、言語コードなどページに対しての設定を行うことができます。

文書プロパティ

ページのタイトルを設定することができます。

文字表記の方向をプルダウンから選択する
ことができます。

左から右に文字列表記 右から左に文字列表記

HTMLがどこの国の言語で記述しているのかを明示的に宣言することができま

す。

文字セット符号化、文書タイプヘッダーをプルダウンから選択することが
できます。
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●背景　ページの背景色や背景画像を設定することができます。
. ※「かんたんサイト作成」で作ったページは、「背景」を変えることはできません。

ページの背景色を設定することができます。

をクリックすると色選択ダイアログボックスが表示されます。

背景画像を設定することができます。アップ
ロードされている画像から選択するとページの
背景が変更されます。

スクロールしない背景にチェックするとページを
スクロールしても背景画像はスクロールされな
いようになります。

設定した背景色を確認することができます。

その中から背景色を選択するとページの背景が変更されます。

●メタデータ　キーワードなどを設定することができます。

メタデータ…そのデータに関連する情報 、データを効率的に管理したり検索したりする
ための情報 を設定することができます。

文書のキーワード、文書の概要、文書の作者、文書の著作権のメタデータの設定が行
うことができます。

文書プロパティ（つづき）
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●色とマージン　
. ※「かんたんサイト作成」で作ったページは、「背景」を変えることはできません。

テキスト、リンク、アクセス済みリンク、アクセス中リンクのテキスト色を変更すること
ができます。

をクリックするとそれぞれ色選択ダイアログボックス(右図)が表示されます。

その中からテキスト色を選択すると文字色が変更されます。

ページの余白、上下左右を設定することができます。

設定したテキスト色をプレビューで確認することができます。

上部40、左20の設定の場合

文書プロパティ（つづき）

※単位はｐｘです。
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保存
エディタで編集した内容を反映することができます。
　　　をクリックするとメッセージボックスが表示されます。

エディタでの編集が完了したら、
左上のメニューから「保存」をクリックします。

「保存する」をクリックすると保存が完了します。
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下書き
ステップ１　公開パスワードの設定について
下書きファイルの公開やファイルの編集処理にてパスワード認証を行うための、公開パスワードが設定できます。

　　　　　　　メニュー　　　　　　　をクリックすると、環境設定画面が開きます。（ログイン直後の画面（非編集中）にメニューが表示されます。）

●変更する場合
現在のパスワードと、新しいパスワードを
入力し、　　　　　をクリックすると変更
できます。

●解除する場合
現在のパスワードのみを入力し、
　　　　　をクリックすると解除
できます。

●公開パスワードを設定しない場合
「公開ファイルパスワード設定」のすべての項目
を空欄にして、　　　　　をクリックします。
これにより、公開ファイルパスワードを知ら
ないユーザでも「履歴設定」や「RSS設定」
ができます。

*は必須項目です。
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下書き（つづき）
ステップ 2　公開ファイルとして保存する（編集時）
編集画面で　　　　　　　.をクリックすると、保存ダイアログが表示されます。
　　　　　　　　　　　のチェックを解除し、　　　　　をクリックすると公開ファイルとして保存
できます。

公開パスワードが設定済の場合、
パスワードを入力する必要があります。

. . . 　　　にチェックを入れ、
　　　　　ボタンをクリックすると、下書きとして保存
できます。
下書きとして保存する場合は、公開ファイルパスワード
が設定されていたとしても、入力の必要はありません。
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下書き（つづき）
ステップ 3　下書きの操作について
●下書きファイルの有無を確認するには
一覧画面では、下書きファイルが存在するファイルがある場合、
「※下書きファイルが存在します。」と表示させることで下書きファイルの有無を示します。

一覧表示の場合一覧表示の場合

アイコン表示の場合



11

下書き（つづき）
●サイドメニュー
下書きファイルが存在する場合、サイドメニューに
右の下書きファイルを操作するための項目が追加されます。

下書きが存在する場合のサイドメニュー

下書きファイルを操作するための

3つの項目が追加されます。

●コンテキストメニュー
下書きファイルが存在する場合、コンテキストメニューに
右の下書きファイルを操作するための項目が追加されます。

下書きが存在する場合のコンテキストメニュー

下書きファイルを操作するための

3つの項目が追加されます。
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下書き（つづき）
●下書きを確認する
下書きを確認するときは、サイドメニューまたはコンテキストメニューから「下書きを確認」をクリックします。

各メニュー画面で「下書きを確認」をクリック各メニュー画面で「下書きを確認」をクリック 新しいウィンドウで下書きファイルを表示します。新しいウィンドウで下書きファイルを表示します。

●下書きを編集する
下書きを編集するときは、サイドメニューまたはコンテキストメニューから「下書きを編集」をクリックします。

各メニュー画面で「下書きを編集」をクリック各メニュー画面で「下書きを編集」をクリック

ＯＲ

下書き編集画面へ遷移します。下書き編集画面へ遷移します。下書き編集画面へ遷移します。
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下書き（つづき）
●下書きを公開する
下書きを公開するときは、サイドメニューまたはコンテキストメニューから「下書きを公開」をクリックします。
クリックすると、ダイアログが開き、下書きの公開が行えます。

各メニュー画面で「下書きを確認」をクリック各メニュー画面で「下書きを確認」をクリック

ＯＲ

パスワードが未設定の場合 パスワードが設定済の場合

公開ダイアログ

パスワードが未設定の場合 パスワードが設定済の場合パスワードが未設定の場合 パスワードが設定済の場合

公開ダイアログ

※ 公開するにはパスワードの入力が必要となります※ 公開するにはパスワードの入力が必要となります
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下書き（つづき）
●公開パスワードを忘れてしまった場合
ユーザーが公開パスワードを忘れてしまった場合、FTP接続をして「.config.xml」ファイルを消去する必要があります。
※FTP接続する場合は、適当なFTPクライアントソフトをインストールし、利用できるようにしておく必要があります。

①下図のような条件でユーザーのサーバーに接続してください。

作業画面

ユーザーから①②③の情報を問い合わせる

①

② ③

－必要な情報（基本）－

①ホスト名（アドレス）

②ユーザー名

③パスワード／パスフレーズ

①

②

－設定変更（高度）－

①「NLIST－Rを使って高速に再帰検索」にチェックをする

②「NLISTファイル名／オプション」が「-alL」になっていることを確認する

「高度」の設定を①②のような条件にし、接続をする

（FTPクライアントソフト「FFFTP」を利用した例）
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下書き（つづき）
②「.（ランダムの半角英数字16文字）_wp_config」フォルダへアクセスをします。

作業画面

※ このファイル名は一例です。
※ 実際のファイル名とは異なります。
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下書き（つづき）
③フォルダ内にある「.config.xml」を削除します。

作業画面

※ ファイルを削除する上での注意点 ※

「.config.xml」を削除すると、
環境設定の内容が全て初期値へリセットされるので
ご注意下さい。

－ 初期化される項目 －

「履歴設定」
最大保存件数 ・・・５件

「RSS設定」

サイトタイトル ・・・なし
サイト概要 ・・・なし
最大掲載件数 ・・・１５件※ 公開パスワードは初期化されて、

※ 未設定の状態になります。
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新しいページ
..........をクリックすると新しいページを開くことができます。

※.現在のページ内容が破棄されて新しいページを開きます。
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プレビュー
..........をクリックするとプレビューを見ることができます。.（更新後のイメージを別ウィンドウで確認することができます。)
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ブロック表示
..........をクリックするとHTML内に記述されているブロック要素（CSS読み込み部分）を視覚的に表示します。.

ブロック部分が点線で囲まれます。
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切り取り、コピー、貼り付け
●切り取り機能…選択した範囲の切り取りを行うことができます。

Click !

●コピー機能…選択した範囲のコピーを行うことができます。

Click !

●貼り付け機能…コピーした文を貼り付けることができます。

Click !
＊ 今回の場合は上のコピー機能でコピーした文を貼り付けています。
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プレーンテキスト貼り付け
プレーンテキストとは・・・フォントやスタイルの情報が混じらない純粋な文字だけのデータです。

コピー

プレーンテキスト貼り付けの場合 普通の貼り付けの場合
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ワード文章から貼り付け
ワードからコピーした文を貼り付けることができます。Face属性、スタイル定義の有無も設定できます。
. をクリックするとワード貼り付け設定ダイアログボックスが表示されます。

　

Face属性（文字書体）

MS Pゴシック、MS P明朝、
MSゴシック など

コピーした文をキーボードCtrl+V
で貼り付けます。

コピーした文をクリアします。
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印刷、元に戻す、やり直し
●印刷機能

Click !

ページを印刷することができます。

エディタの部分（右図で説明）は印刷されません。

エディタの部分

●元に戻す機能 … 行った動作の一つ前の状態に戻すことができます。

貼り付け

コ ピー

Click !

Click !

●やり直し機能 … 元に戻す機能を行う前の状態に戻すことができます。
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検索
　　　をクリックすると、文字列を検索することができます。

検索したい文字列を入力して下さい。

• 入力された文字列が検索された場合、本文中の文字列が

黒く反転します。

• 入力された文字列が検索できなかった場合、指定された文

字列は見つかりませんでした。と表示されます。
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置き換え
検索する文字列を置き換えたい文字列と置き換えることができます。

•最初に該当する文字列一つを置き換えます。

• 該当する文字列全てを置き換えます。

Click !
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フォーマット削除
フォーマットとは・・・文書や文字のスタイルなどの書式設定のことです。
選択した箇所のフォーマットを削除することができます。

フォーマットの削除を行いたい場所を
選択します。

Click !
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すべて選択
エディタ内に表示されているすべてを選択された状態にすることができます。

Click!
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太字、斜体、下線、打ち消し線
それぞれ変更したい文字列をドラッグして選択してください。

• 太字機能

選択した箇所の文字列を太字にすることができます。

• 斜体機能

選択した箇所の文字列を斜体にすることができます。

• 下線機能

• 打ち消し線機能

Click !

Click !

Click !

Click !
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添え字、上付き文字
●添え字機能
選択した文字列を添え字にすることができます。
添え字にしたい文字列を選択状態にし　　　をクリックすると選択した文字列が添え字になります。

Click !

●上付き文字機能
選択した文字列を上付き文字にすることができます。
上付き文字にしたい文字列を選択状態にし　　　　をクリックすると選択した文字列が上付き文字になります。

Click !
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段落番号の追加 /削除
①段落番号の追加を行いたい箇所で　　　　をクリックすると段落表示されます。
　
　→キーボードEnter で次の段落番号が追加されます。

②段落を追加された箇所の上で右クリック→段落番号プロパティーから段落番号の種類を選択することができます。

Click !

Click !

段落番号が追加されている状態で をクリックすると段落番号が削除されます。

英字小文字 英字大文字

ローマ数字小文字 ローマ数字大文字
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箇条書きの追加 /削除
①箇条書きにしたい箇所で　　　　をクリックすると箇条書き表示されます。

　→キーボードEnter で　　が追加されます。

②箇条書きを追加した場所の上で右クリック→箇条書きプロパティーから箇条書きの種類を選択することができます。

Click !

Click !

箇条書きを削除したい箇所で をクリックすると が削除されます。
白丸 四角
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インデント、インデント削除
インデント（字下げ機能）を行いたい箇所で　　　　をクリックするとインデントを追加することができます。

文章中の特定部分の左端位置を変更できます。

インデントを削除したい箇所を選択し　　　　をクリックするとインデントを削除することができます。
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左揃え、中央揃え、右揃え
●左揃え機能

●中央揃え機能

●右揃え機能

Click !

Click !

Click !
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アンカー挿入 /編集
リンククリックなどで同じページ内の項目の箇所（アンカーを挿入した箇所）に飛ぶことができます。
アンカーを挿入したい箇所を選択し　　　をクリックするとアンカープロパティー.ダイアログボックスが表示されます。

挿入されたアンカーの使用については、【リンク挿入 /編集機能】（次ページ）をご覧ください。

アンカー名を入力

をクリックするとアンカーが挿入されます。

挿入されたアンカーです。挿入されたアンカーを選択し
をクリックするとアンカープロパティー ダイアログボックスが

表示され編集することができます。
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リンク挿入 /編集
リンクタイプに URL を選択した場合、選択した箇所にリンクを挿入することができます。
①リンクの張りたい箇所を選択します。以下の例では、文字列「I-O.Shopping.MALL」にリンクを張ります。
②　　　.をクリックします。リンク挿入設定用のダイアログボックスが表示されます。
③URLを入力します。https:// ～～.と入力すると、プロトコルにhttps:// が自動選択されます。
④OKをクリックします。選択した文字列にリンクが張られます。

プレビュー機能で実際にリンクが張られているか確認する
ことができます。

アップロードされているHTMLファイルから選択することもできます。22.サーバからファイル選択機能で説明します。
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リンク挿入 /編集（つづき）
リンクタイプに このページのアンカー を選択した場合、挿入したアンカーを使用することができます。
以下の例では、.【アンカー挿入 /編集機能】（34.ページ）で挿入されたアンカーを使用します。
①挿入したアンカーまで飛ばすリンク箇所を選択します。以下の例では、「ページトップ」にリンクを張ります。
②　　　.をクリックしリンクタイプに「このページのアンカー」を選択します。アンカー設定用のダイアログボックスに変わります。

③使用するアンカーをプルダウンから選択します。
④イメージ画像などのプロパティで id を指定してある場合は、プルダウンから選択することができます。選択された id にあたるイメージなどがアンカーの.
　役割になります。
⑤OKをクリックします。選択した文字列に.挿入したアンカーまで飛ばすことができるリンクを張ることができます。

クーポン券へクーポン券へ

プレビュー機能で実際に挿入したアンカーまで飛ぶことができ
るリンクが張られているか確認できます。

①

③
④

⑤
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リンク挿入 /編集（つづき）、リンク削除
リンクタイプに E-Mail を選択した場合、設定した宛先にメールを送信することができます。
①メールを送信するリンク箇所を選択します。以下の例では、「メール送信」を選択します。
②　　　.をクリックしリンクタイプに「E-Mail」を選択するとE-Mail 設定用のダイアログボックスに変わります。

③「E-Mail アドレス」、「件名」、「本文」を入力します。※E-Mail アドレスは必須です。
④OKをクリックします。選択した文字列にメール送信用リンクが張られます。

プレビュー機能でメール送信リンク確認できます。

①

③

④

●リンク削除機能
リンクの削除をしたい箇所を選択し、　　　をクリックするとリンクの削除ができます。
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イメージ挿入 /編集　（イメージ情報）
イメージの貼り付け、イメージのアップロードを行うことができます。
イメージを挿入したい箇所で、　　　をクリックするとイメージプロパティダイアログボックスが表示されます。

•アップロードされているファイル一覧からイメージを選択す
ることができます。

•選択したイメージが存在しなかっ
た場合に表示されるテキストです。

•設定されているイメージのプレビューを見るこ
とができます。

•イメージの幅、高さ

•イメージの枠線 （ボーダー）

•イメージの位置の横間隔、縦間隔

•イメージのテキストとの位置設定

•変更した幅、高さリセット

•幅、高さ片方を変更したとき比率によって
もう片方も変わります。

OKをクリックすると指定した箇所にイメージが挿入されます。

• 編集

画像を選択した状態で をクリックすると編集することができます。

【サーバーからファイル選択機能】（39.ページ）をご覧ください。
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サーバーからファイル選択
サーバーにアップされているファイルからHTMLファイルやイメージを選択することができます。

新規フォルダを作成することができます。

パソコン内のファイルをサーバにアップ
することができます。

参照をクリックしアップさせたいファイル
を選択して下さい。

をクリックするとアップロード完
了です。

サーバにアップされているファイ
ル一覧です。

サーバにアップされているファイル一覧
からファイル名をクリックすることで選
択することができます。

	 	 	 　　をクリックすると、
アップロード完了です。
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• リンク

挿入したイメージにリンクを張ることができます。

リンクを張ることでイメージをクリックした時に指定した
URLに飛ぶことができます。

ターゲットを指定することで新しいウインドウとして表示さ
せるなどを設定することができます。

リンク先のURLを入力して下さい。アップロードされてい

るファイルから選択することもできます。

イメージ挿入 /編集　（リンク）

【サーバーからファイル選択機能】（39.ページ）をご覧ください。
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イメージ挿入 /編集　（アップロード）
パソコン内などに保存されている選択したイメージをサーバにアップすることができます。

参照をクリックしアップロードしたいイメージを選
択して下さい。

クリックするとパソコン内のイメージをサーバに
アップすることができます。Click !

イメージのアップロード完了です。
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Flash挿入 /編集
Flash の挿入、アップロードを行うことができます。
Flash を挿入したい箇所で　　　をクリックすると.Flash プロパティダイアログボックスが表示されます。
挿入したFlash を選択し　　　をクリックすると編集することができます。

アップロードされているファイルから選択して下さい。

設定されたプレビューを見ることができます。

Flashの幅と高さを設定します。

OKをクリックするとFlashが挿入されます。

※挿入されたFlashはプレビュー機能で確認することができます。

アップロードしたいFlashを選択してください。パソコン内の
Flashをサーバにアップすることができます。

選択したFlashをサーバにアップします。

【サーバーからファイル選択機能】（39.ページ）をご覧ください。
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テーブル挿入 /編集
テーブルを挿入したい箇所を選択し　　　をクリックするとテーブルプロパティダイアログボックスが表示されます。

テーブル内の行数と列数を設定することができます。

テーブルの枠線のサイズを設定することができます。

テーブルの位置を設定することができます。

テーブルの幅と高さを設定することができます。幅単位はピク
セルかパーセントをプルダウンで選択することができます。

セル内の余白を設定することができます。

セル内の大きさを設定することができます。

テーブルのタイトルを設定することができます。

テーブル目的/構造をメモすることができます。

挿入したテーブルを選択し をクリックするとテーブルを編集
することができます。

セル内余白 セル内間隔



44

横罫線、改ページ
●横罫線機能
　指定した箇所に横罫線を挿入することができます。

●改ページ機能
　指定した箇所に改ページを挿入することができます。改ページを指定することで印刷したときに挿入部分から下の部分が新しいページとして印刷されます。

Click !
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フォーマット選択、フォント選択
●フォーマット選択機能
　文字のフォーマットをプルダウンから選択することができます。

●フォント選択機能
　文字のフォントをプルダウンから選択することができます。
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サイズ選択
●サイズ選択機能
　文字のサイズを１ピクセル単位で選択することができます。
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テキスト色選択、背景色選択
●テキスト色選択機能
　テキスト色をプルダウンから選択することができます。

●背景色選択機能
　背景色をプルダウンから選択することができます。
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高度な設定
●リンク挿入 / 編集機能
　テキスト色をプルダウンから選択することができます。

Title属性を設定した場合、リンクに

カーソルを重ねると表示されます。今
回はTitle属性にアイオーＷｅｂパイロッ
トへ と設定した場合です。

Id 指定したリンクに対して名前を設定することができます。アンカー
名として利用することができます。

文字列表記の方向 文字列表記の方向をプルダウンから選択することができます。
アクセスキー 設定するとAlt+ 設定したキーでページ内の設定したリンクが選択状

態になります。
Name属性 アンカー名をつけることができます。アンカーは id で指定すること

もできます。
言語コード ドキュメント内で主に使われる言語を指定するために用いられます。
タブインデックス TABキーなどによる選択は通常選択項目を文書の先頭から移動して

いきますが、タブインデックスを指定することで選択順序を変更す
ることができます。設定した数値が小さいものから選択していきま
す。

Title 属性 助言的情報を設定できます。Title 属性を設定するとリンクにカーソ
ルをあわせたとき設定した情報が表示されます。

Content.Type 属性 文書のタイプを指定します。
スタイルシートクラス スタイルシートのクラスを設定することができます。
リンクCharset 属性 リンク先の文字コードセットを指定することができます。
スタイルシート スタイルシートの設定を行うことができます。
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高度な設定（つづき）
●イメージ挿入 / 編集、画像ボタン機能

● Flash 挿入 / 編集機能

文字表記の方向をプル
ダウンから選択するこ
とができます。

拡大縮小設定をプルダ
ウンから選択すること
ができます。

Id 名前を指定することができます。アンカー名として
使用することもできます。

Longdesc 属性 longdesc 属性には画像の長文説明文書へのリンク
を指定することができます。

スタイルシートクラス スタイルシートのクラスを設定することができま
す。

スタイルシート スタイルシートを設定することができます。
Title 属性 助言的情報を設定することができます。Title 属性

を設定しますとイメージや Flash にカーソルを合
わせたとき設定された情報が表示されます。
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新規HTML作成
現在の階層に新規HTMLファイルを作成することができます。

新規HTMLファイル名を入力して下さい。

作成したページがエディタ画面で表示されます。

左上のメニューから

新規作成→ＨＴＭＬファイルを選びますClick!

※拡張子（htm,html）を忘れずに入力して下さい。

エディタの保存機能（7.ページ「）で新規HTMLファイルが保存されます。
※保存しないと作成したHTMLファイルが登録されず破棄されます。
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フォルダ作成
現在の階層に新規フォルダを作成することができます。

OKをクリックすると新規フォルダが作成されます。

新規フォルダ名を入力して下さい。

左上のメニューから

新規作成→ＨＴＭＬフォルダを選びます

Click!
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上位フォルダへ移動
現在の階層から一つ上の階層へと移動することができます。

Click!

/iowpdemo/demo1/newfolder/

/iowpdemo/demo1/

現在の階層

１つ上の階層
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ファイルアップロード
パソコン内のHTMLファイルやイメージファイルなどをサーバにアップすることができます。

を

クリックすると、該当するファイル一覧に

アップロードしたファイルが追加されます。

Click!

Click!

左上のメニューから をクリックします。

自動判定モード…ファイル毎にアスキー、バイナリを自動的に切り替えて転送します。

アスキー転送モード…HTMLファイル等、テキストファイルを転送します。

バイナリ転送モード…JPEG,GIF等の画像ファイルを転送します。

重複するファイル名があった場合の処理を選択

します。「アップロードしない」にチェックを入れて

いた場合、重複するファイルはアップロードされ

ず、ファイル名が赤文字で表示されます。

選択状態にすることで

複数のファイルを一度に

アップロードできます。
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名称変更
サーバにアップされているファイルの名前を変更することができます。

をクリックすると

ファイル名が変更されます。

名前を変えたいファイルを

選択し、左の操作メニューから

を選びます。

新規ファイル名を入力します。

Click!
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編集
HTMLファイルをエディタ画面で編集することができます。

編集したいHTMLファイルを選択し、

左の操作メニューから を

クリックして下さい。

Click!

選択したHTMLファイルがエディット画面で開きます。
エディット機能一覧については　【ソースの表示】（3.ページ）をご覧ください。
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複製
選択したHTMLファイルを複製し編集することができます。

Click!

コピー後のファイル名を入力して下さい。

コピーしたいHTMLファイルを

選択し、左の操作メニューから

をクリックして下さい。

コピーしたいHTMLファイルを

選択し、左の操作メニューから

をクリックして下さい。

をクリックするとコピーした

HTMLファイルがファイル一覧に追加

されます。
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属性の変更
選択したファイルの属性（アクセス権限）の変更をすることができます。
「ファイルの所有者」「グループユーザー」「その他」それぞれの「読み込み」「書き込み」「実行」権限を変更することができます。

※エディタ画面のページ部分が表示されない、編集の保存が失敗

する場合は、今一度「属性（アクセス権限）」を確認してみてください。

属性を変更したい

HTMLファイルを

選択し、左の操作

メニューから

を

クリックして下さい。

属性を変更したい

HTMLファイルを

選択し、左の操作

メニューから

を

クリックして下さい。

Click!

権限を変更する

と属性値が変わり

ます。

一覧表示に切り替えると

属性値を確認できます。

をクリックすると

属性値が変更されます
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ダウンロード
サーバにアップされているHTMLファイルやイメージファイルなどをパソコン内にダウンロードすることができます。
ダウンロードしたいファイルを選択し　　　をクリックしてください。

このファイルを開くか、保存しますか？

と聞かれますので保存を選択します。 保存先を選択し保存をクリックするとダウンロード完了です。

Click!
Click!

ダウンロードしたいファイルを選択し、

左の操作メニューから

をクリックします。
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削除
サーバにアップされているファイルを削除することができます。

削除したいファイルを選択し、左の操作メニューから

をクリックして下さい。

をクリックします。

＊ 一度削除すると元に戻すことは

できませんのでご注意ください。

Click!

ファイルが削除されます。
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履歴
履歴よりファイルデータを復元する事ができます。履歴は作業を終了するときに「履歴を残す」にチェックを入れると作業前のデータが履歴として残ります。

復元したいファイルを選択し、

左の操作メニューから

をクリックして下さい。

復元したい履歴の

をクリックします。

ファイルデータが履歴の状態に

復元されます。

復元プレビュー 削除

元のファイルデータが新しく

履歴として残されます。

Click!
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RSSフィード作成（編集中）
RSSフィードを、ページの情報をもとに作成することができます。

•タイトルは、ページタイトルが既入力されています。変更も可
能です。（※必須入力）

•「更新」ボタンをクリックすると、その時設定されているページ
タイトルを表示します。

•内容を入力します。（※必須入力）

•あらかじめ入力したいテキストを選択しておくと、既に入力さ
れた状態でウィンドウが開きます。

•ページ編集者を記入する欄です。（RSSリーダーによって、表
示項目に含まれない場合があります。）

•ページのカテゴリを記入する欄です。（RSSリーダーによって、
表示項目に含まれない場合があります。）

ページ保存時に、「下
記の内容でRSSを生
成する」にチェックを入
れた場合、RSSが生
成されます。

・RSSとは？

RSSとは、サイトの概要を記述するための形式です。ブログやニュースサイトな

どが、更新した記事を広く知らせる目的でよく利用しています。

RSSリーダーを使えば、更新があった場合にのみ、タイトルや更新日時の情報

が届くので、効率的にサイトを巡回できます。

また、複数のサイトの更新情報をあつめたサイトにもRSSが使われています。
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RSSボタン挿入（編集中）
ページ内に、RSSボタンを挿入することができます。

RSSボタンを挿入したい箇所にカーソルを合わ
せ、「RSSボタン挿入」ボタンをクリックします。

RSSのバージョンは、「RSS1.0」「RSS2.0」
「ATOM0.3」の中から選択できます。

アイコンのデザインを選択します。

・RSSのバージョンについて

RSSリーダーや対応サービスのほとんどが、上記3つのバージョンに対応しております。

RSSのバージョンを気にする必要は、ほとんどありません。
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フォームメール挿入（編集中）
ページ内にメールフォームやアンケートフォームまたは資料請求などのフォームを作成することができます。（Light 版ではご利用いただけません。）

入力形式 テキストボックス、テキストエリア、プルダウンメニュー、
チェックボックス、ラジオボタンの中から選択することがで
きます。

サイズ テキストボックス、テキストエリアのサイズを設定すること
ができます。テキストエリアの場合にはカンマ区切り (横 ,縦 )
でサイズを指定します。

選択項目 プルダウンメニュー、チェックボックス、ラジオボタンを入
力形式に選択した場合に、選択項目をカンマ区切りで設定す
ることができます。
例　男性 , 女性　　　　　　　　　( ラジオボタンの場合 )

チェック形式 設置したフォームメール内の送信ボタンを押下した際に
フォームに入力された値を設定した形式に当てはまるか
チェックします。文字列、数値、郵便番号、電話番号、メー
ルアドレス、上の項目と同じ値.から選択することができます。
（図1参照）

最小値、最大値 設置したフォームメール内の送信ボタンを押下した際に
チェック形式が数値の場合は入力した数値の最小値、最大値、
それ以外の場合は入力した文字数が最小値、最大値を超えて
いないかどうかチェックすることができます。（図1参照）

必須入力 チェックをつけた項目は必須入力とすることができます。（図
1参照）

返信 チェックをつけた項目に入力された値 ( メールアドレス ) 宛に
メールを送信することができます。

削除 項目を削除することができます。
移動 項目の表示順序を変更することができます。

図１

編集画面上ではフォー
ムメール挿入箇所に代
替イメージが挿入され
ます。
プレビュー機能から挿
入したフォームメール
を確認することができ
ます。
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フォームメール挿入（つづき）
送信元アドレス 送信元アドレスを設定することができます。
通知先アドレス ページ内に設置したフォームメールから投稿があった場合に

通知先アドレス宛にメールが送信されます。メールアドレス
をカンマ区切りで複数設定することにより、複数にメールを
送信することができます。

サンキューメール件名 件名を設定することができます。
サンキューメール本文 ユーザ側に送られるメール本文を設定することができます。

項目名を [.] で囲むことにより、ユーザ宛に送信されたメール
の本文がユーザが入力した値に置換されます。
ユーザ宛メール本文→

通知先アドレス宛メール本文↓

CSV出力 ユーザがフォームメールから投稿した情報をCSVファイル
に出力を行います。フォームメールダウンロード機能 (49..
フォームメールダウンロード機能 )からCSVファイルをダウ
ンロードすることができます。
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フォームメール挿入（つづき）
フォームメールのデザインを設定することができます。

フォームメールのテーブル構造を設定することができます。（ 24. テーブル挿入/編集機能）

フォームメール内の項目名の文字色、項目名の背景色、入力フィールドの背景色を設定することができます。

フォームメールのボタン名を設定することができます。

フォームメール内の文字サイズを設定することができます。

A

B

B

C

C

A

D

D
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HTMLタグ貼り付け（編集中）
アンカーを挿入したい箇所を選択し　　　をクリックするとHTMLタグ貼り付けダイアログボックスが表示されます。　

コピーしたHTMLタグをCtrl+Vで貼り付けます。

コピーした文をクリアします。
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HTMLタグ貼り付け（動画の貼り付け）
Webパイロットムービーで生成される動画再生タグを貼り付けることによって、ホームページに動画を再生させることができます。　
（WebPilot.HP-MOVシリーズをご利用いただいている必要があります。）
　

Webパイロットムービー
映像詳細画面

Webパイロットエディタ HTMLタグ貼り付けダイアログ

タグ貼り付け後のホームページ
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最大化
編集画面をウィンドウの最大幅・最大高さで表示することができます。
　

通常の編集画面を開き、右上の

をクリックします。

Click!

編集画面がウィンドウいっぱいに開きます。

元の画面に戻す時は右上の をクリックします。
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閉じる（編集中）
編集画面を閉じて、ファイル一覧画面に戻ります。

　

をクリックします。

ファイルが編集されていた場合、

エディタを終了する前に編集内容

の保存についての確認画面が

表示されます。

編集画面が閉じられ、ファイル一覧

表示画面に戻ります。

Click!
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フォームメールダウンロード
フォームメールから入力された情報を受付日一覧から選択しCSVファイルとしてダウンロード、削除することができます。
複数の受付日を選択し一括でダウンロード、削除することができます。（Light 版ではご利用いただけません。）

　

右上のサイト管理から

をクリックします。

各ページに挿入されたフォームメール名と設置元URLです。

Click!

Click!
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環境設定
履歴とRSSの設定を変更できます。

　

をクリックすると設定が保存されます。

Click!

右上のサイト管理

から

をクリックします。

RSSのタイトルを入力します。

履歴の最大保持件数を設定します。

１ファイルにつき設定件数まで履歴を保存できます。

RSSの概要を入力します。

サイトの紹介文や説明文を設定します。

RSSに掲載する記事の最大件数を設定します。

Click!
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かんたんサイト作成
かんたんサイト作成とは、お好みのデザインテンプレートを選択し、簡単なカスタマイズを行うだけで、手軽にサイトが作成・公開できる機能です。

ステップ 1 URL 確認
サイトを公開するURLを設定します。

右上のメニューから

をクリックします。

Click! サイトを公開したい

webアドレスを入力

します。

クリックすると次のステップ

へ進みます。

Click!
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かんたんサイト作成 (つづき )
ステップ２ テンプレート選択
サイトの用途に合わせてテンプレートを選択します。

選択したテーマのページ構成が表示されます。

選択した業種に合わせてテーマが表示されます。

業種を選択します。

選択したテーマのプレビューが枠内に表示されます。
より詳細なイメージを確認したい場合は「サンプル
サイトを見る」をクリックして下さい。

テーマのメインカラーを変更できます。

クリックすると次のステップへ進みます。一つ前のステップに戻ります

Click!
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かんたんサイト作成 (つづき )
ステップ３ 基本情報入力
サイトの基本情報を入力します。

検索する際にヒントになるようなキーワードを入力し
ます。

キーワードは１つごとに改行するか、半角コンマで
区切って下さい。

コピーライトを入力します。

クリックすると次のステップへ進みます。一つ前のステップに戻ります

Click!

サイト名を入力します。

サイトの説明文を入力します。

をクリックし、ロゴ画像を選択します。
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かんたんサイト作成 (つづき )
ステップ４ コンテンツ設定
サイトのコンテンツを入力します。

項目に合わせて情報を入力して下さい。

クリックすると次のステップへ進みます。一つ前のステップに戻ります

Click!

サイトのコンテンツメニューを入力します。

テーマによってデフォルトの文字が表示されるので、

変更したい部分を書き換えて下さい。
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かんたんサイト作成 (つづき )
ステップ５ 入力内容確認
入力した内容を確認します。

STEP2テンプレート選択で選んだテンプレートが

表示されます。

STEP4コンテンツ設定で入力した内容が表示され

ます。

クリックすると次のステップへ進みます。一つ前のステップに戻ります

Click!

STEP3基本情報入力で入力した内容が表示され

ます。

ここに表示された内容で正しければ、 をクリック

してください。一時ファイルがお使いのサーバに転送されます。

修正したい場合は をクリックし、前のページに

戻って該当項目を変更してください。
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かんたんサイト作成 (つづき )
ステップ６ プレビュー、上書き確認
確定された情報をプレビューで確認し、重複ファイルの処理を指定します。

クリックすると次のステップへ進みます。一つ前のステップに戻ります

Click!

「既存ファイルを別の名前に変更」を選択した場合のみ表示
されます。

重複しているファイル一覧が表示されますので、再度確認を

行ってください。

プレビューボタンをクリックすると、

ファイルの上書き確認画面が表示されます。

重複しているファイル一覧が表示されるので、処理を選択します。

・既存ファイルを別の名前に変更

自動的に別のファイル名をつけて保存します

・すべて上書き

すべて既存のファイルに上書き保存されます。

※「すべて上書き」を選択すると、上書き保存されたファイルは復元

することができません。ご注意ください※処理を切り替えると

表示が変わります
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かんたんサイト作成 (つづき )
ステップ 7 サイト設置完了
サイト設置完了画面が表示されます。

この画面を閉じます作成したサイトを開きます

Click!

以上の手順でサイトの設置が完了しました。

各ページをお客様の情報に書き換えてホームページを
完成させてください。

ページ編集の際に分からないことがあれば、オンライン
ガイドか、このマニュアルをご参照ください。

オンラインガイドを立ち上げます
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e-book作成
（Light 版ではご利用いただけません。）

ステップ１ e-book 作成メニューの表示

右上のメニューから   　をクリックし、  　　　　をクリックします。

Click!
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e-book作成（つづき）
ステップ２ イメージの選択
FTP上の [png,jpg.jpeg.gif] ファイルを選択する画面です。

以下の状態で[次のステップへ]を選択するとエラーが発生します。

・ファイルを一つも選択していない。
・選択ファイル数が30件を超える。
・選択ファイルの合計サイズが50000KBを超える。
・[e-bookタイトル名]が未入力。
・選択ファイルにpng,jpg,jpeg,gif以外のファイルが含まれている。
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e-book作成（つづき）
ステップ 3 e-book の確認
ステップ2で選択したファイルをe-book とした際の確認画面です。並び替えやプレビューが行えます。

[並び順変更]

[プレビュー]
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e-book作成（つづき）
ステップ４ 新規作成完了
完了後、[e-book 一覧へ ] より一覧に移動するか、ブラウザを閉じてください。
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e-book一覧
作成したe-book の一覧を表示します。プレビュー閲覧や貼り付け、削除が行えます。

ステップ１ e-book の選択

[貼り付け]

[削除]

貼り付け機能は、HTMLエディタから[e-book一覧]を選択

した場合のみ、選択する事ができます

選択したe-bookをHTMLエディタに貼り付けます。

貼り付け機能は、HTMLエディタ（編集状態）から [e-book 一覧 ] を
選択した場合のみ選択することができます。
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e-book一覧（つづき）
ステップ 2 e-book の確認
選択したe-book の確認画面です。貼り付けやソースのコピーが行えます。

[貼り付ける]

表示中のe-bookをHTMLエディタに貼り付けます。

[コピー]

貼り付け機能は、HTMLエディタから[e-book一覧]を選択

した場合のみ、選択する事ができます

貼り付け機能は、HTMLエディタ（編集状態）から [e-book 一覧 ] を
選択した場合のみ選択することができます。
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e-book貼り付け（編集中）
ステップ１ 一覧からの貼り付け
e-book 一覧画面より、HTMLエディタにe-book を貼り付けます。

e-bookを張り付けたい位置にポインタを合わせ、
一覧画面より[貼り付け]を選択してください。
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e-book貼り付け（つづき）
ステップ 2 確認からの貼り付け
e-book 確認画面より、HTMLエディタにe-book を貼り付けます。

e-bookを張り付けたい位置にポインタを合わせ、
確認画面より[貼り付ける]を選択してください。
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e-book貼り付け（つづき）
ステップ 3 ソースへの貼り付け
e-book 確認画面より、再生タグをコピーし、HTMLタグの貼り付け（66.ページ）を行います。

[コピー]ボタンをクリックする事で、クリップボードに再生タ

グをコピーする事ができます。
HTMLエディタのソースモードより、張り付けたい位置に再

生タグを貼り付けてください。

コピーしたHTMLタグをCtrl+Vで貼り付けます。

コピーした文をクリアします。
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携帯電話活用のホームページ作成
HTMLの編集中に画面右上の. . . ボタンをクリックすると、携帯電話用のページの編集画面になります。

Click! 携帯電話用のへ編集画面に変わります。

●追加機能

　　.ボタン…選択した顔文字を挿入できます。
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バーコード（QRコード）の作成
ケータイサイト（閲覧開始の表示ページ）などのURLをQRコード化します。

①表示させたいページ（html ファイル）を選択します。

② [バーコード作成 ] メニューをクリックします。

③生成されるバーコードが表示されますので、　[作成する ] をクリックします。

QRコードが、イメージファイルのフォルダーに作成されますので、
任意のページに貼り付けるなどして利用できます。
（【イメージ挿入 /編集.（イメージ情報）】（38.ページ）参照）
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お問い合わせ
本マニュアルの内容について不明点等があった場合は、以下にお問い合わせください。

■以下のサイトよりお問い合わせいただけます。
 http://www.iowp.jp/inquiry/technical.html


