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http://www.◯ ◯ ◯ ◯ ◯.com/wp-admin

※ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯はサイトのURLを入力

上記URLへアクセスすると、左のような画面が表示されます。

「ユーザー名」「パスワード」を入力し、

「ログイン」ボタンを押します。

ログイン



ブログ記事を追加・編集する時は、
「投稿」をクリックしてください

ログインに成功するとこのような画面になります。

ブログの更新手順

1）Wordpressにログイン

2）ブログ記事の「新規投
稿」画面を開く

3）記事となる文章と写真等
を記入する

4）公開する

更新手順



記事名：記事内容を編集するにはこちらをクリックしてください

「投稿」を選択するとこのような一覧画面になります。

ブログの更新手順

「新規追加」ボタン：ブログ記事を新規に追加できます

「複製」ボタン：記事を複製することができます

「ゴミ箱へ移動」ボタン：記事を削除することができます



「新規作成」もしくは記事のタイトルを選択するとこのような編集画面になります。

ブログの更新手順

タイトル：記事名になります

ブログ記事の本文になります
※画像の追加方法は後ほど説明します

「ブログ記事の日付を編集できます

編集が完了したら
「公開」ボタンを
クリックしてください

記事のカテゴリを選択して
ください
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ブログを投稿した結果例。以下のようにサイトへ反映されます。

ブログの更新手順

記事名（タイトル）

ブログ記事の本文

ブログ記事の順番は
投稿した日付順になります。
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記事に画像を挿入する方法について。

画像のアップロード

記事に画像を挿入する場合は
こちらの「メディアを追加」とい
うボタンをクリックしてください



画像のアップロードについて。

画像のアップロード

「メディアを追加」というページが表示されますので、

「ファイルを選択」をクリックしてください

ここに直接画像をドロップしてもOKです。



画像のアップロードについて。

画像のアップロード

お使いのPC 内にある
追加したい画像をクリックし、
「開く」をクリックしてください



画像のアップロードについて。

画像のアップロード

アップロードが成功すると、
ページ内にアップロードした画像が
表示されます。



画像のアップロードについて。

画像のアップロード

画像の挿入位置を選択

画像サイズを選択してください
※() 内がサイズ

「投稿に挿入」ボタンをクリック

「削除」ボタン：アップした画像を
削除することができます
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※画像をアップする時の注意点！
ファイルサイズが大きいと
アップできないので、
サイズを縮小してからアップして下さい
※縮小方法は後ほど説明します



画像のリサイズ方法について

画像のリサイズ（縮小）方法

ShukuSen.exeをクリック

640×640を選択

リサイズしたい画像を
ドラッグして枠の中へ
入れて下さい

インターネットで「縮小専用」と検索して、ダウンロードします
「Shukusen」というフォルダがダウンロードされます リサイズされた画像は

「Resized」という名前の
フォルダに入ってます

ワードプレスで画像をアップする時に、
デジカメ等の画像はサイズが大きすぎてアップできない可能性があります
その場合はリサイズ（縮小）してからアップして下さい



動画のアップロードについて。
ここでは「埋め込みコード」の取得方法について説明します。
YouTube（https://www.youtube.com）へアクセスし、アップしたい動画ページを開きます。

動画（Youtube）のアップ方法

「共有」をクリックします

コピーした「埋め込みコード」をブログに貼り付ければ
動画がアップできます
詳しくは次ページから解説します

共有の「埋め込みコード」をクリックして、
下記の埋め込みコードをコピーします。

キーボードの「Ctrl」+
「C」でコピー完了です

https://www.youtube.com/


動画のアップロードについて。

動画（Youtube）のアップ方法

「埋め込みメディアの挿入/編集」を選択



動画のアップロードについて。

動画（Youtube）のアップ方法

「ソース」のタブに切り替えます
動画サイトからコピーしてきた
埋め込みコードを貼り付けます

OKボタンを押す
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公開すると以下のようにサイトへ反映されます。

動画（Youtube）のアップ方法

ブログに挿入した動画が表示されます。



カテゴリーの増やし方について

ブログカテゴリーの追加方法

追加したいカテゴリー名を入力してください

「新規カテゴリーを追加」ボタンを押す
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カテゴリーの増やし方について

ブログカテゴリーの追加方法

追加されると一番上に表示されます

「削除」ボタン：追加したカテゴリー
を削除することができます



「外観」の「ウィジェット」を選択するとこのような画面になります。

営業カレンダーの更新方法

「ウィジェット」をクリック

営業カレンダーを更新する場合は
こちらの「営業日カレンダー」の▼を
クリックしてください
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「外観」の「ウィジェット」を選択するとこのような画面になります。

営業カレンダーの更新方法

定休日設定：
第1 ～ 5 週の各曜日単位で定休日を指定できます。
定休日に設定したいところをクリックすることで
設定できます。（「all」マークが付きます）
定休日を解除する場合は何度かクリックして
空白にしてください。 ※「am」「pm」マークは無視

タイトル：カレンダーの表示名

臨時休業日・営業日：
「2013/1/1, 2013/2/2・・・」と
入力することで休業日・営業日を自由に指定できます

週始め：カレンダーの始める曜日を設定できます

月送り設定：
カレンダーで表示する月数（当月から前後何ヶ月）
を設定できます

変更が完了したら「保存」ボタンをクリックで完了です。

サイト上に表示される営業カレンダー
※タイトル部分はデザインによって変化します



メニューページの更新方法について（一覧詳細タイプ）

商品メニュー記事の追加方法

編集したいメニュー記事をクリックします

※各サイトによって名前は異なります



メニューページの更新方法について（一覧詳細タイプ）

商品メニュー記事の追加方法

タイトル

詳細本文

カテゴリー
※カテゴリーがある場合

変更したい部分を編集します。
※次ページへ続く

リンク名を変更したい場合は
「編集」ボタンを押して変更します
※詳細ページのリンク名が変わります

変更し終わったら
「更新ボタン」を押して
更新完了です



メニューページの更新方法について（一覧詳細タイプ）

商品メニュー記事の追加方法

画像がある場合、画像の配置場所を選択できます

一覧本文

画像のスライドショーの種類が選べます
画像に説明文を入力する場合はgallery_dotsに変更します
説明文のない場合はどちらでもOKです
※その他3つどれかを選択すると静止画になります

詳細本文の下の部分は、

変更したい部分を編集します

一覧表示の画像をimage1の画像以外のものに変更する場合、
「画像を追加する」をクリックしてアップしたい画像を選択します

※画像をアップする時の注意点！
ファイルサイズが大きいと
アップできないので、
サイズを縮小してからアップして下さい
縮小方法は次項で説明します



メニューページの更新方法について（一覧詳細タイプ）

商品メニュー記事の追加方法

メニューに掲載する画像を選択します。
Image00に画像を選択していない場合はここに
入力した画像が一覧ページに表示されます。

画像の説明を表示させる時は
ここに文章を入力します。



メニューページの反映される箇所

商品メニュー記事の追加方法

一覧本文

画像
Imgage00もしくはimage01に登録された
画像が表示されます

詳細本文

画像（スライドショー）
最大10枚まで登録可能です

一覧ページ 詳細ページ

タイトル



固定ページについて

固定ページについて

固定ページの種類

1）コース案内
2）商品メニュー
3）会社概要
4）お問い合わせ
5）ブログ
6）よくある質問

※3に関しては先の項
目『商品メニュー記事
の追加方法』も併せて
ご参照ください。



コース案内ページの追加方法について（入力箇所）

固定ページ・コース案内の追加方法

タイトル

タイトル下にテキストが入ります



コース案内ページの追加方法について（入力箇所）

固定ページ・コース案内の追加方法

ページタイトル並の扱いになります。
必要な時のみ入力。

小さめのタイトル

個別の記事ごとのタイトル

個別の記事の内容、コメント。

記事に掲載する写真を選択する。



コース案内ページの追加方法について（入力箇所）

固定ページ・コース案内の追加方法

一番下に掲載するタイトル

一番下に掲載する本文

記事に掲載する写真を選択する。



コース案内ページの反映される箇所

固定ページ・コース案内の追加方法

大見出し

中見出し



会社概要ページの修正方法について

固定ページ・会社概要の追加方法

タイトル

タイトル下のテキスト



会社概要ページの修正方法について

固定ページ・会社概要の追加方法

ご挨拶部分のタイトル

会社案内の表のタイトル

会社についての項目表

表の項目を増やすときはここを
クリック。



会社概要ページの修正方法について

固定ページ・会社概要の追加方法

写真の変更箇所

1）会社概要項目表横の写真（最大２枚）

2）ギャラリーの写真の表示方法変更

3）ギャラリーの写真登録部分
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会社概要ページの反映される箇所

固定ページ・会社概要の追加方法

タイトル

ご挨拶部分のタイトル

ご挨拶部分の本文

キャンペーン部分のタイトル

会社概要の表部分のタイトル

表の内容



よくある質問ページの追加方法について（入力箇所）

固定ページ・よくある質問の追加方法

タイトル

タイトル下のテキスト



よくある質問ページの追加方法について（入力箇所）

固定ページ・よくある質問の追加方法
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よくある質問の変更箇所

1）質問内容

2）質問の答え

3）質問を増やすときはここをクリック



よくある質問ページの追加方法について（入力箇所）

固定ページ・よくある質問の追加方法

タイトル

タイトル下本文

質問

答え
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