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※ブックマークバーにある場合

パスワードは自動入力で行われます。
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ブログを書くときのポイント① PC /タブレット

ブログを書く時のポイント
・効果を出したいキーワードを左寄せにする
・エンドユーザーが探しそうなキーワード
・タイトルはできるだけ短くシンプルに ( 的をを絞る )

ブログタイトル例
・新宿にある美容室で広がる髪にダメージケア！
・新宿駅近の美容室で気軽にできるポイントカット！
・新宿の美容室 SAMPLE HAIRのおすすめヘアカラー！

ブログを書くときは対策キーワードを入れましょう！

キーワードを増やせば多くの
ユーザーにアピールでき、ア
クセス数増加が見込めます！

ホームページは日々の更新が大切です。
ブログを書く作業を習慣づけ、

鮮度が高く情報量の多いホームページにしていきましょう。

タイトル全てが検索対象に
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ブログを書くときのポイント② PC /タブレット

大抵の人物などの単語キーワードの場合、ウィキペディ
アの検索結果が上位に表示されています。

ページ内文章の至る所に、関連した記事へのテキストリ
ンク ( アンカーリンク ) が貼られています。このリンク１
記事１記事からも徳川家康の記事に対してリンクが貼ら
れております。

文章内ではありませんが、テキストリンクを貼ることで、
ウィキペディアと同じようなリンク構造を作成すること
が出来ます！検索エンジンの巡回を誘導します！

検索エンジンのクローラーが直帰せずに、関連したページ ( ブログ記事 ) を行き
来することで、テキストリンク先のページを認識しやすくして、結果的に検索エ
ンジンの評価 ( 上位表示 ) を得やすい構造となるのです！

なぜウィキペディアは検索上位に強いのか？
例えば、検索エンジンで「徳川家康」と検索した場合

織田信長の
ページ

徳川家康の
ページ

戦国時代の
ページ

最大３つまでテキストリンクの設定を行うことが出来ます！

CHECK
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ブログを書くときのポイント③ PC /タブレット

当社のブログ編集ツールは、検索エンジンに好まれるきれいなソースで記事投稿が可能です！ SEO的にも良質なペー
ジを追加することが出来、検索エンジンの評価を上げていくことが出来ます！

CHECK

検索エンジンは、ホームページの情報を読む際に出来るだけ分かり易くHTMLが記述されているサイトを評価します。
そのため、ソースが分かりづらいことはSEOとして大きなマイナスな要因となります…

CHECK

HTML
HTML

.

他社のブログシステムの場合

当社のブログシステムの場合
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TIPS1

BLOG
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1

POINT

TIPS2

TIPS3
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TIPS2

TIPS3
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TIPS4

★ワンポイント解説
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TIPS3

Google Chrome URL
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目次、吹き出し機能について

①

①目次機能

②見出し

②

③

③アイコン(オリジナル可)

④

④吹き出し

①

②

③

③

④

ブログ上部に目次を出力します。目次があることで、ページが長い場合でもユーザーが閲覧したい箇所にすぐに飛ぶこ
とができるので、ユーザビリティの向上が見込めます。

見出しを出力します。見出しがあることで、これから何について説明するのかを端的に示すことができます。閲覧ユー
ザに対して分かりやすい記事を書くことで、サイトへの再訪問や滞在時間向上が見込め、SEOにも効果的です。

アイコンを出力します。

吹き出しを出力します。吹き出しがあることで、滞在時間向上が見込め、SEOにも効果的です。
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参照
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1

POINT
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★ワンポイント解説 「関連検索ワード」とは、Yahoo!
検索の利用者が入力したキーワ
ードと組み合わせて検索されるキ
ーワードや、関連性の高いキーワ
ードを機械的に収集し、検索回数
の多いものを自動的に表示するこ
とで、再検索を補助する機能です。
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※Facebook,Twitter,アメブロすべてに投稿する場合は3つとも　　をつけてから
「SNS新規投稿」をクリックしてください。

①連動させたいSNSをクリック＞｢SNS新規投稿｣をクリック

① ②
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③ ④ ⑤

Twitter
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②①

Faceb ook
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④③
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②①
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上記２つの状態だとSNS連動が行えません。
記事が公開されていることが必要です。
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会社情報を編集したい 編集の流れ
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会社情報を編集したい② 編集の流れ

3. この画面では、変更したい項目の編集が可能です。
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ロゴの変更をしたい 変更の流れ

フッターテキスト該当箇所

TIPS1グローバルナビゲーション
グローバルナビゲーションとは、Webサイトの全て
のページに共通して設置された案内リンクを指しま
す。会社概要やサービス紹介などWebサイト内の主
要なページに対してリンクされ、Webサイト内の
ショートカット機能として活用することが一般的です。

出典 https://www.seohacks.net/basic/terms/global-navigation

MV

フッターテキスト

グローバルナビゲーション

※デザインによって背景色やレイアウト等は異なります。
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ローディングの変更方法

WEBサイトの読み込み時間に表示されるローディング画
面。ページをロードする時間は、画像や外部ファイルの大
きさが影響します。最適化を施したとしても、表示される
までの待ち時間はユーザーはストレスを感じてしまいます。
それを少しだけ緩和するのが「Loading 」イメージです(右
図イメージ参照)これがあると、ユーザーのストレスを少し
でも緩和してくれる効果が期待できます。

TIPS1ローディングとは？

出典 : https://www.wp-master.club/loading_image

ローディング画像(イメージ)

NOW LOADING
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ローディングの変更方法②
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キャッチコピー
SAMPLE LOGO

SAMPLE LOGO
44%

SAMPLE LOGO SAMPLE LOGO

TOPページ

TOPページ

ローディングの変更方法③

3. 最後に　　   ボタンを押して完了です。登 録

ローディングパターン１

ローディングパターン2

ローディングパターン3

※背景色は3,4の項目の設定により異なります。

背景色1とロゴが表示されます。

背景色1とロゴ、
パーセンテージが表示されます。

下から上へ背景色1がスライドし、
TOPページが表示されます。

TOPページが表示されます。

TOPページが表示されます。

背景色2とキャッチコピーが表示
されます。

背景色2とロゴが表示されます。

背景色2とロゴが表示され、
右から左にスライドします。

斜めにスライドします。

⑩
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メニューの編集、追加がしたい 編集の流れ

記事の表示 /非表示、公開日時、ディ
レクトリの設定に関してはブログに記
事を投稿したい②のページをご確認
下さい。
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メニューの編集、追加がしたい②編集の流れ

TIPS2 ページ編集画面とは、主にサイト全体の編集・追加を行う画面のことを言います。

TIPS1ピックアップ MENU とは？
通常のメニューページ以外にトップページにも表示
させることのできるメニュータグのことで、こちらのタ
グにチェックを入れて、ページ編集の画面(下図およ
びTIPS2参照)で設定を行うことで吐き出しの設定
を行うことができます。
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よくある質問の編集、追加がしたい① 編集の流れ
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※デザインによって背景色やレイアウト等は異なります。

優先度とは？
記事を投稿した際に付けられる番号のことで、アー
ティクルの設定によって投稿した記事の表示順の変
更が行えます。基本的に更新頻度の高いコンテンツ
(ブログやギャラリー等)は降順表示に設定し、更新
頻度の低いコンテンツ(メニュー、FAQ等)は昇順表
示で設定を行います。また、優先度順の設定も行え
るため特に上位に表示したいページがある場合はこ
ちらでの設定を行います。

よくある質問の編集、追加がしたい② 編集の流れ
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ギャラリー (実績)の編集、追加がしたい①

記事の表示 /非表示、公開日時、ディ
レクトリの設定に関してはブログに記
事を投稿したい②のページをご確認
下さい。
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ギャラリー (実績)の編集、追加がしたい②

TIPS1 タグ Tag とは？
記事に関連するキーワードの設定のことで、記事内
でよく使われている言葉を見つけやすくし、関連キー
ワードの記事間の横移動が可能になります。

※こちらのデザインは一例です。パーツによって背景色やレイアウト等は異なります。

ディレクトリと同じ名称を設定しないようにしましょ
う。 ディレクトリとは異なるものを設定することで、
サイトの利用者が関連記事を見つけやすくなります。
記事の中でメインで使用しており、一番重要なキー
ワードを設定しましょう。複数ある場合は、3つ程度
に絞るのが理想的です。あまりたくさん設定し過ぎる
と、キーワードの重要度がわかりにくくなり、利便性
が低下します。

タグ付けのポイント

出典 : https://www.templateking.jp/practical/customize/category_tag.ht ml

実際のギャラリー画面サンプル
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お客様の声の編集、追加① 編集の流れ

記事の表示 /非表示、公開日時、ディ
レクトリの設定に関してはブログに記
事を投稿したい②のページをご確認
下さい。
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お客様の声の編集、追加② 編集の流れ

実際の画面サンプル
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スタッフ情報の編集、追加① 編集の流れ

記事の表示 /非表示、公開日時、ディ
レクトリの設定に関してはブログに記
事を投稿したい②のページをご確認
下さい。
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スタッフ情報の編集、追加② 編集の流れ

実際のスタッフ情報画面サンプル

スタッフの氏名の設定出来ます。

TIPS1og-image とは？
SNSで投稿記事をシェアした際に表示されるサムネ
イル画像のことです。

登録

※こちらのデザインは一例です。パーツによって背景色やレイアウト等は異なります。

Facebook Sample

Twitter Sample

スタッフの写真の設定が
  。すま来出 (og-imageに関してはTIPS

推奨容量:1MB以下

1参照 )

スタッフに関する情報の
設定が出来ます。

サンプル　花子

スタイリスト

スタッフ歴　サンプル 

得意なスタイル　サンプル 

一言
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 

サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 

スタイリスト
スタッフ歴　サンプル 
得意なスタイル　サンプル 
一言
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 

サンプル　花子

サンプル サンプル サンプル サンプル サン
プルサンプルサンプルサンプルサンプル
サンプル サンプル samplete-
sanmple.jp/staff/san …

og-image

サンプル@Sample -1時間

サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 

og-image

サンプル
サンプル

サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 
サンプル サンプル サンプル サンプル サンプル 

3. 入力した内容を確認し、
　 ボタンをクリックします。
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お知らせ (新着情報)の編集、追加① 編集の流れ
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お知らせ (新着情報)の編集、追加② 編集の流れ

実際の新着情報画面サンプル

※こちらは一例です。パーツによって背景色やレイアウト等は異なります。
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レポート解析(HOME) PC /タブレッ ト

①PV(ページビュー)＝ページが見られた数
②UU(ユニークユーザー)＝サイト訪問者数
③CVR(コンバージョン率)＝アクセスのうちどのくらいが登録、購入、
申し込みなどに繋がったかの割合

④コンテンツTOPIX
最終更新日から何日か経っているかを知ることができます。赤い数字の部分をクリッ
クするとSEO不適格な場所が別ページで確認できます。

⑥新着お問い合わせ
新着のお問い合わせが確認できます。 

⑤お問い合わせ数
お問い合わせ総数、お問い合わせページへのUU(ユニークユーザー)数を確認できます。



POINT

POINT

レポート解析(サイトレポート①) PC /タブレット

PV(ページビュー)＝ページが見られた数
UU(ユニークユーザー)＝サイト訪問者数
CVR(コンバージョン率)＝アクセスのうちどのくらいが
登録、購入、申し込みなどに繋がったかの割合

ユーザがサイトを表示させるのにかかる時間
応答速度が遅いサイトはユーザビリティが低く
成果につながりにくくなってしまいます。
警戒領域以上にある場合は注意しましょう。

サイトの更新頻度をあげ、
より多くの人にみてもらうことを
心がけましょう。

POINT

サイト内で使用している画像等の
容量を削減してみてください。

訪問者がサイトに訪れてからそのサイトを出る(離脱する)までの期間を

縦線は更新した日を表しています。(マウスを
かざすと何を更新したのか確認できます)
更新前後の、訪問者の動きがどのように
変化したのか比較してみましょう！

「1セッション」といいます。
CVR（コンバージョン率）とは、サイトを訪ずれた人が"購入"や
"申し込み"などにどれくらい至っているかを示す指標です。



レポート解析(サイトレポート②) PC /タブレット

サイトに訪れる訪問者数を「1ユーザ」といいます。
同じ人が何回訪問してもカウントは1となります。
CVR（コンバージョン率）とは、サイトを訪ずれた人が
"購入"や"申し込み"などにどれくらい至っているかを示す指標です。

サイト内で閲覧されたページ数を「ページビュー」といいます。
CVR（コンバージョン率）とは、サイトを訪ずれた人が
"購入"や"申し込み"などにどれくらい至っているかを示す指標です。

どの地域から見られているのかを
分析していただけます。

POINT

POINT

POINT

WEB戦略とリアル戦略に相違が無いか
ターゲット層に間違いがないかを見直し
戦術改善に役立てていただけます。

ユーザー数を伸ばすためには流入keywordが
的確に増えているかが重要です。
CVRを増やすためには、ユーザーに納得頂ける
情報提供がされているか、CVRに設定されている
ページへの動線がわかりやすく設定されているか
見直す必要があります。

PV数を伸ばすためには流入keywordが
的確に増えているか？訪れた人が
他のページヘ誘導できる導線が
できているかが重要です！

サイトを更新した日に、ユーザーの閲覧人数がが変化したのか比較してみましょう！

サイトを更新した日に、PVがどれだけ変化したか比較してみましょう！



レポート解析(サイトレポート③) PC /タブレット

どういう経路で当該サイトに
流入してきているかがわかります。

どんな端末から当該サイトが
見られているのかがわかります。

OSはどれで見られることが
多いのかを確認できます。

POINT POINT POINT

離脱率とは個々ページの全てのページビューのうち、
ユーザーが最後に閲覧したページの割合です。
直帰率とはそのページで始まった全てのセッションのうち、
そのページだけが唯一のセッションだった割合のこと。

POINT

サイトに訪れているユーザーのニーズに
マッチしたコンテンツがあるか、
次のページに行くボタンや導線は
作られているのか確認してみましょう。
直帰率の目安目標は50%としましょう。

新規セッション率とは、その計測期間内に当該サイトに
初めて訪問したユニークユーザーの、全体セッションに
対する割合。ユーザー率はリピートユーザーの割合

POINT

新規が多いか、既存が多いか。
サイトターゲットにおいてとても
重要な要素となります。まずは自分のサイトは
どちら向けなのかしっかり把握して
サイト運営を行いましょう。

directは直接URLから
訪問した数を表しています。

パソコンかスマホ、どちらで
よく見られているかを把握し
戦略を立ててみましょう。

WindowsやMac等どのOSで
よく見られているかを把握し
戦略を立ててみましょう。



インディードやタウンワークなどのポータルサイトからの
流入経路からのアクセス数

レポート解析(サイトレポート④) PC /タブレット

閲覧者がどれくらい当該サイトに
滞在しているかを示します。

POINT

当該サイトの分かり易さと
魅力的なコンテンツが
サイト滞在時間を延ばします。
60秒以上の滞在時間は
キープしましょう！

POINT

POINT

目標の完了数とは、サイトを訪れた人が
"購入"や"申し込み"などにどれくらい
至っているかを示す数字です。

ユーザー数とは、サイトへの訪問した人数から
重複を除いた人数のことを指します。

ユーザー数に対して目標達成数を比較できます。
ユーザーが「求める情報」「興味を持って
もらえる情報」「成果へつながる導線」が
提供できているか確認しましょう！

採用ポータルの採用情報を
詳しく書く等、記事の更新を
してみましょう。



レポート解析(サイトレポート⑤) PC /タブレット

訪問者がサイトに訪れてからそのサイトを
出る(離脱する)までの期間を「1セッション」と言います。
目標の完了数とは、サイトを訪れた人が
"購入"や"申し込み"などにどれくらい至っているかを示す数字です。

POINT

Keyword別セッション(訪問)数とは、
どんなキーワードで何回訪問があったかを示す指標です。
Keywordごとのセッション数をランキング形式で表示しています。
not setとは、Googleが取得しようとしたが分からなかった。
not providedとは、Googleでは取得できているが開示しません。

POINT
セッション数を多く獲得しているKWでも、
CVRが0であればWEB成果は0になって
しまいます。「成果につながっている」
KWを見極め役立てていきましょう。

閲覧者に「需要な情報を伝えられているか」
「目標ページまでの導線がわかりやすいか」
見直してみましょう。



レポート解析(サイトレポート⑥) PC /タブレット

ページ別セッション(訪問)とは、あるページに
何回訪問があったかを示す指標です。
ページごとのセッション数をランキング形式で表示しています。
どのページが人気があって、どのページがじっくり読まれていて、
どのページが新規向きで、どのページがリピーター向きかが
ランキング形式でわかります。

POINT
セッション数が多いのに滞在時間が
短いと、閲覧者ニーズとページ内容が
合致していないことがわかり、
ページ内容をページタイトルと
閲覧者ニーズにより近づける改善策が
有効という推察ができます。

POINT

流入キーワードに対して
「正確な情報を提供するページがあるか」
「伝えたい内容がわかりやすいか」
検証してページを更新しましょう！

オーガニック検索でキーワード別の検証ができる様になっています。
表示回数　サイトへのリンクが 閲覧された頻度です。
クリック数　サイトへのリンクがクリックされた頻度です。
平均順位　掲載されているリンクの掲載順位の相対ランキングです。
CTR　表示回数のうち、ユーザによってクリックされた割合を指します。
※オーガニック検索とは
オーガニック検索とは、検索結果画面の広告枠を除いた
部分のことを指します。（別名、自然検索とも呼ばれます）



追加メールアドレスの設定方法について

①管理画面メニューの中にある「設定」→「メールアカウント」をクリック。

②追加したいメールアドレス名を入れて、ご指定のパスワード ( ランダム推奨 ) を
入れます。転送先のご指定がある場合はメールアドレスを記載して最後に登録ボタ
ンを押してください。

③メールアカウントの作成が完了すると、
上記一覧に登録されます。後からパスワー
ドを変更することや、使用しなくなったア
ドレスは削除することも出来ます。
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります

０１
全体の流れ

０２
入力例

０３
申請

申請のフローを確認

申請フォームの入力方法・例を確認 Indeedサイトのフォームより申請

Indeedへの掲載申請に関して、Indeedの規定により求人募集を行うお客様ご自身にて
行っていただく必要があります。求人内容を作成し、Indeedとのやり取りを実施し、
Indeed掲載をお願い致します。システムの変更を2020年4月27日に実施いたします。
本お知らせ(2020年4月27日)より前に、元々求人内容を作成されているお客様に関しまし
ては、Indeedへ弊社よりやり取りを実施いたします。
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります

Indeedへの申請フォームをご入力いただき、Indeedへ申請をいただきます。
記入例は管理画面に記載がございます。ご参考の上、申請をお願いいたします。

申請フォームは新しい
タブで開きますので、
記入例は元のタブをク
リックすることでご確
認することが可能です。
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります

Indeedへの申請フォーム申請後、Indeedよりフォームに入力したメールアドレス宛に連
絡がきます。

<求人内容の変更が必要ないパターン>
求人内容がIndeedの無料掲載のガイドラインに問題がない場合、無料枠へ掲載されま
す。

<求人内容の変更が必要なパターン>
Indeedより求人内容についてご指摘を受け、求人内容の変更が必要な場合がごさいま
す。
求人内容の変更の際に操作など不明な場所が発生した場合は、サポートセンターまで
お問い合わせください。

「屋号名」や「サイト名」で求人検索
をして求人が確認することが可能です。

52



求人専門プランお申込みのお客様のみとなります

求人記事を編集後、「Indeedへの求人掲載」という文が表示されます。

1.「次回から表示させない」にチェックを入れると表示されなくなります。

2.誤ってチェックを入れた場合やお困りの際は、管理画面メニューバー
一番下のヘルプから「indeed掲載申請」をクリックしてください。

1

2

3
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求人の編集、追加がしたい 編集の流れ

記事の表示 /非表示、公開日時、ディ
レクトリの設定に関してはブログに記
事を投稿したい②のページをご確認
下さい。

求人専門プランお申込みのお客様のみとなります
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求人の編集、追加がしたい② 編集の流れ

求人専門プランお申込みのお客様のみとなります

55



求人の編集、追加がしたい③ 編集の流れ

求人専門プランお申込みのお客様のみとなります
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります

インディードへ現在進行形で有料掲載を行っていないこと
(有料掲載終了後はお申し込みいただけます)

フルコミッション
業務委託
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります
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求人専門プランお申込みのお客様のみとなります

 ②
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オプション:マルチインデックスお申込みのお客様のみとなります
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オプション:マルチインデックスお申込みのお客様のみとなります

スタッフの
ブログ同様
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オプション:マルチインデックスお申込みのお客様のみとなります

メニューの
ブログ同様
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オプション:マルチインデックスお申込みのお客様のみとなります

ページ編集での自動翻訳機能の使い方①

1. ページ編集のボタンをクリックします。

3. 編集したいページをクリックし編集画面へ移動します。

2.新しいセッションを開始するをクリックします。
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オプション:マルチインデックスお申込みのお客様のみとなります

ページ編集での自動翻訳機能の使い方②

3. 鉛筆マーク をクリックし、パーツ編集のウィンドウを表示させます。

4. 自動翻訳再実行するの✓を外すと、各言語バーが表示されるため
言語ごとに編集可能です。編集後は右下の登録を押します。
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オプション:マルチインデックスお申込みのお客様のみとなります

ページ編集での自動翻訳機能の使い方③

6.もう一度編集内容を公開を
クリックするとウェブサイトへ反映されます。

5.編集内容を公開をクリックします。

7.最後にページCMS終了をクリックします。

8.セッションを残したまま終了すると履歴を
残すことができます。
セッションを削除して終了にすると、履歴は
残りません。
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TO Pイメージの変更 編集の流れ

1. ページ編集のボタンをクリックします。

3. ホームの部分をクリックし編集画面へ移動します。

2.新しいセッションを開始するをクリックします。
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TOPイメージの変更② 編集の流れ

3. 鉛筆マーク (どちらでも可 ) をクリックし、パーツ編集のウィンドウを表示
させます。
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TOPイメージの変更③ 編集の流れ

4.最後にもう一度編集内容を公開を
クリックするとウェブサイトへ反映されます。

SAMPLE Mainvisual
Sample Text.

サンプルテキストを見る サンプルテキストはこちら

サンプルテキストに関して

TIPS1メインビジュアルに関して

メインビジュアルサンプル

3.編集内容を公開をクリックします。

メインビジュアルとは、ウェブサイトにおいて中心となるイメージ画像のことです。
そのため、一番目立つところに大きく配置されます。メインビジュアルは、ロゴ
やシンボルマーク、イメージフォト、キャッチコピーなどを組み合わせて作られ
ることが多いです。伝えたいことを可視化して、一見して伝わるようにするため
です。画像の比率は

4.最後にページCMS終了をクリックします。

5.セッションを残したまま終了すると履歴を
残すことができます。
セッションを削除して終了にすると、履歴は
残りません。
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写真、文章の入れ替え 編集の流れ

1. ページ編集のボタンをクリックし、ページ管理の画面を表示
させます。

2. ホームの部分をクリックし編集画面へ移動します。
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写真、文章の入れ替え② 編集の流れ

1. 変更したいコンテンツにマウスカーソルを合わせて、　　鉛筆マーク
をクリックします。

2. パーツ編集のウィンドウが出てくるので各項目の編集を行います。
編集が完了したら登録のボタンをクリックしてください。

タイトル ( 英語 ) ……①

h2 見出し ……………②

h3見出し ……………③

文章 …………………④

各項目の該当箇所に関しては次のページをご確認ください。
また、コンテンツによって名称は異なります。
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写真、文章の入れ替え③ 編集の流れ

④

③
②
①Concept

h2 見出し h2 見出し h2 見出し h2 見出し h2
h3 見出し h3 見出し h3

サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサン
プルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプル
テキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキ
ストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサン

※デザインによって背景色やレイアウト等は異なります。

実際のコンセプト画面サンプル

3. 最後に編集内容を公開ボタンをクリックするとウェブサイトへ反映されます。
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レイアウトの変更 既存のパーツを編集する場合

1. ページ編集のボタンをクリックし、ページ編集のウィンドウを表示さ
せます。

2. 編集したい項目をクリックし編集画面へ移動します。
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レイアウトの変更② 既存のパーツを編集する場合

3. 移動させたいコンテンツの左上の 　マークを任意の場所にドラッグ
 すると緑色の線が表示されます。(※マウスをクリックしたまま動かす事 )

４. 移動させたい箇所まできたらマウスを離します。

※
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レイアウトの変更③ 既存のパーツを編集する場合

3. 最後に編集内容を公開ボタンをクリックするとウェブサイトへ反映されます。
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パーツの追加 新規のパーツを追加する場合

1. ページ編集のボタンをクリックし、ページ編集のウィンドウを表示
させます。

2. 編集したい項目をクリックし編集画面へ移動します。
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パーツの追加② 新規のパーツを追加する場合

3. 左側の追加したいパーツにマウスを合わせると　　　マークが
表示されますので、パーツをクリックし任意の場所までドラッグします。

４. パーツ編集画面が表示されるので各項目の設定を行い登録をクリック。
( 設定項目に関しては項目ごとに異なります )
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パーツの追加③ 新規のパーツを追加する場合

3. 最後に編集内容を公開ボタンをクリックするとウェブサイトへ反映されます。
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① 

「使用する」を選択し、
「ログイン後クッキー情報方式」を選択
してください。
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更新の確認 キャッシュクリアの方法

Webページを閲覧すると必ず「キャッシュ (履歴)」と呼ばれるものが残ります。これは1度開いたウェブページのデー
タを保存しておいて、次に同じページを開く際に表示速度を早くするための機能になります。弊社システムの管理画面で
ホームページの編集をした後に、実際のホームページがどうなったかを確認しようとブラウザにURLを入力すると、キャッ
シュの機能により管理画面が開いてしまいます。これを避けるためにシークレットモードでホームページを閲覧する事で、
変更点の確認が行えます。

TIPS1 キャッシュに関して

1. Google Chromeを開く
デスクトップにインストールされているGoogle Chromeを開き、
「　」アイコンをクリックして新しいシークレットウィンドウをクリック。
古いバージョンでは「　」ではなく「　」になっています。

2. URLを入力
シークレットモードの画面が表示されますので、ご自身のウェブサイト
のURLを入力し閲覧します。
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キャッシュクリア方法 キャッシュクリアの方法

1. Google Chromeを開く
デスクトップにインストールされているGoogle Chromeを開きます。

2. キーボードの操作
Ctrl

Macの場合は[ Command + Shift + R ]を押して完了です。

キーとF5キーを押して完了です。
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SEOチェキについて ご利用の流れ

SEOチェキとは、WebサイトのSEO状況がチェックできる最も有名な無料SEOツールの1つで、永らく運営されてる信
頼のおけるオウンドメディアです。もう少し言うと、SEOチェキには複数の機能が搭載されており、それらの機能を使い
こなしてホームページのSEO対策に活かす ことが可能です。

TIPS1 SEOチェキに関して

まずは実際にSE Oチェキを使ってご自身のウェブサイトを確認してみましょう。

1. SEOチェキの ウェブサイトを開く
ブックマークの便利ツールフォルダの中にあるリンクをクリック。

2. URLを入力
ご自身のウェブサイトのURLを入力します。

http://www.Example.co.jp
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SEOチェキについて② ご利用の流れ

基本的にすべての機能において共通となるのが、SEO状況をチェックしたいWebページ（ブログ記事）のURLや 対策キー
ワード（上位表示したいキーワード）を入力して、チェックボタンをクリックすることで、選択した機能におけるチェック
結果を取得することができます。

TIPS2 SEOチェキに関して ②

介
紹
能
機

これらの機能は、検索上位を目指すうえでチェックすべきデータが取得できるので、
それらのデータを活かして、S EO対策に役立てることができます。

1. サイトSEOチェック
自分のサイトのSEO状況を総合的にチェックできる機能。

2. 検索順位チェック
上位表示したいキーワードで自分のWebページが検索結果で
何位に表示されてるかをチェック、確認ができる機能。

3. キーワード出現頻度チェック

Webページ内に頻出するキーワードの回数や出現率、総単語数
の解析を行える機能。

ディスクリプションとはSEO対策 の際に使われ
るタグであり、検索エンジンの検索結果画面に
表示させる文章をHTML文書のヘッダー部分
に記述するメタ情報の一つです。 ページの内容
を要約した「説明文（ディスクリプション）」を
検索エンジンに伝える意味があります。

TIPS2 ディスクプリションとは？

この画面に出てくるページ情報
は、弊社システムの管理画面の
右上、ページ編集の赤いボタン
をクリックしSEO設定からも確認
することができます。

ページ情報に関して

3. ページ情報が表示されます。
title・meta description・meta keywords・h1タグ
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クローラー (WEBの情報を収集するプログラム)が収集
したWEBページのデータを検索エンジンデータベース
に格納されることです。クローラーに、より適切に（狙
い通りに）より早くデータを収集してもらい、インデック
スさせるための配慮は必要不可欠です。クローラーへの
配慮をおろそかにした結果、折角公開したページがなか
なかインデックスされなかったり、正しく認識されないと
いったことは特に珍しいことではありません。

キーワード1の部分に調べたいキーワード
をスペースを空けて入力します。
例:「新宿　美容室」

TIPS3 インデックスとは？ TIPS4 検索順位チェック

ページ内に含まれているキーワードの数が
表示されます。上位化させたいキーワー
ド以外にも、共起語（関連性のある語句）
が含まれているかどうか確認しましょう。

TIPS5 キーワード出現
頻度チェック

SEOチェキについて③ ご利用の流れ

4. 各チェックツールに情報を入力
ご自身のウェブサイトのURLを入力します。

http://www.Example.co.jp

http://www.Example.co.jp

新宿　美容室
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Team Viewerについて ご利用の流れ

TIPS1 Team Viewerに関して

TeamViewerとは、インターネット経由でパソコンやスマートフォンなどを遠隔操作することができるソフトです。
弊社システムのサポートチームから遠隔操作をさせていただく際に使用するソフトになります。

パソコンのデスクトップにあるこのアイコンをダブルクリックすると起動します。
コンピューターを起動したときに表示される、基本の操作画面。
画面を机の上に見立てて、よく使う書類や文房具を並べるように、ファイルやアプリケーションソフトのアイコンを表示したもの。

2. ID/ パスワードが表示される
表示されたパスワードを弊社のサポートチームへお伝えください。
遠隔操作にてご案内をさせていただきます。
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リサイズ超簡単Proについて ご利用の流れ 

リサイズ超簡単Proとは、写真のサイズを調整するフリーソフトです。ウェブサイトに画像をアップロードする際、適切な
サイズのものをアップロードしないとサイトの読み込み速度の低下を招く恐れがありますので、ブログやギャラリーなど画
像をアップロードする際はこのソフトで画像サイズを調整してからアップロードするようにしましょう。

TIPS1 リサイズ超簡単Proに関して

ステップ1からステップ5まできちんと設定するオプションがブロックごとに
整理されており、とても使いやすくなっています。

②

③

1.ファイルを選択から対象の画像を選択

2. 保存先を指定

3. 画像サイズをプリセットから選択

4.フォーマットを選択
※基本的に jpg 形式の1MB(1000KB) 以下になるように設定を行いましょう。

5. 変換開始をクリック

①

④
⑤

まずはデスクトップにある、サポートフォルダに
入っているリサイズ超簡単Proをダブルクリックで起動します。
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MV PC

1 1920px 1190px
2 2000px 1333px

1
2 OK

2000px  1334px  2100px  1333px
2000px  1250px  1900px  1333px

cover

PC

1 800px
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