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静的ページ作成編



SITEを使ってページを作成する
①準備

1. サポートサイトを開く
https://support.gear-s.app/

2. パーツサイトを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/

3. デモ用サンプルパーツ「レイアウト管理用HTML」を開く

4. デモ用サンプルパーツ「 theme-default 」を開きパーツを
ダウンロードする

■手順
レイアウト管理用HTMLページを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-
list/index.html#demoparts_02

HTMLパーツをローカルにダウンロード
https://common.assets.gear-s.app/files/component-
list/index.html#demoparts_01



SITEを使ってページを作成する
②レイアウトを作成

1. 管理画面にログイン
本番環境：https://admin.console.gear-s.app/

2. 「SITE」管理画面を開く
サービスメニューから「SITE」を選択

3. サイト管理「レイアウト」を開く

1. 「新規登録」ボタンで登録画面を開く

1. レイアウト管理用HTMLページのHTMLをコピー＆ペースト
し、「１カラム版」レイアウトを作成

■手順
サイト管理＞レイアウトを開く



SITEを使ってページを作成する
③パーツをインポート

1. サイト管理「パーツ」を開く

1. 「インポート」ボタンで登録画面を開く

1. 予めダウンロードした「 theme-default-parts.zip 」を
ドラック＆ドロップして登録

■手順
サイト管理＞パーツを開く



SITEを使ってページを作成する
④ページを作成

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 「新規登録」ボタンで登録画面を開く

1. ページ名を入力（日本語可）

1. ファイルパス「/」もしくは「index.html」を入力
※ディレクトリ配下に作成の場合は予めディレクトリを作
成するか、ファイルパスに「/xxxx/」と入力

1. META情報を入力（任意）

1. レイアウトを選択
②で作成した「 1カラム版」レイアウトを選択

1. 右側のパーツリストから「 theme-default_header 」を
「header」エリアにドラック＆ドロップ

1. 右側のパーツリストから「 theme-default_TOPスライドシ
ョー」を「maincontent」エリアにドラック＆ドロップ

1. 右側のパーツリストから「 theme-default_お問い合わせ誘
導パーツ」を「maincontent」エリアにドラック＆ドロップ

1. 右側のパーツリストから「 theme-default_footer」を
「footer」エリアにドラック＆ドロップ

1. 「登録」ボタンで作成したページを保存

■手順
サイト管理＞ページを開く



SITEを使ってページを作成する
⑤ページを確認

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック

1. プレビューページで確認

■手順
サイト管理＞ページを開く



SITEを使ってページを作成する
⑥ページを強制公開

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 非公開状態のファイルを選択し、「公開する」ボタンを
押す

1. 公開サイトで確認

■手順
サイト管理＞ページを開く



SITEを使ってページを作成する
⑦ページを時限公開

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 編集アイコンを押して編集画面を開く

1. 公開日を未来日に設定

1. 「保存ボタン」を押して保存する

1. ページ一覧にて「公開待ち」ステータスになっているかを
確認

※公開中のコンテンツを編集して時限公開の場合は
「下書き」ボタンで公開編集中ステータスとなります。

■手順
サイト管理＞ページを開く



NEWSページ作成編



ARTICLEを使ってNEWSを作成する
①準備

1. サポートサイトを開く
https://support.gear-s.app/

2. パーツサイトを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/

3. デモ用サンプルパーツ「 ARTICLE お知らせパーツ一式を
ダウンロード」を開きパーツをダウンロードする

■手順
ARTICLE お知らせ用パーツページを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#topicsparts



ARTICLEを使ってNEWSを作成する
②ARTICLEにカテゴリを作成

1. 管理画面のサービスメニューからARTICLEサービスを開く

1. 記事管理「カテゴリ」を開く

2. 「作成」ボタンでカテゴリを作成
※カテゴリ名は任意
※公開状態で登録

1. 先ほど作成したカテゴリを選択し、「編集」ボタンを押す

1. カテゴリ編集のポップアップのIDとなっている部分をコピ
ーして、テキストに保存しておく

■手順
サービスメニューからARTICLE を開く



ARTICLEを使ってNEWSを作成する
③ARTICLEに記事を作成

1. 記事管理「記事」を開き、「新規記事登録」ボタンを押す

1. タイトルを入力
※サマリ、キーワードは任意

1. カテゴリを選択
※複数カテゴリ選択可

1. 記事本文をtext/htmlタブ内に入力
※関連記事、関連URLは任意

1. 公開日設定を「即日公開」で公開時間を現在にセット
※公開日に現在日時を指定すると、SITEの公開ページに反
映されます。

1. 「登録」ボタンで記事を登録

1. 1〜5を繰り返し5〜10件程記事を登録

■手順
記事管理＞記事を開く



SITEを使ってページを作成する
④パーツをインポート

1. サイト管理「パーツ」を開く

1. 「インポート」ボタンで登録画面を開く

1. 予めダウンロードした「 article_topics.zip」をドラック＆
ドロップして登録

■手順
サイト管理＞パーツを開く



SITEを使ってページを作成する
⑤TOPページに最新5件を表示

1. 「SITE」管理画面に戻り、サイト管理の「ページ」を開く

1. ページ作成編で作成したページを編集

1. 右側パーツカテゴリの絞り込みで
「article_お知らせ_v1.2」で絞り込み

1. 「ARTICLE_TOP用一覧_お知らせ_v1.2」を
ドラック＆ドロップで配置

■手順
静的ページ作成編で作成したTOPページを編集



SITEを使ってページを作成する
⑥APIエンドポイント設定

1. 配置した「ARTICLE_TOP用一覧_お知らせ_v1.2」パーツ
の編集アイコンをクリック

1. ご契約の「ARTICLE」契約IDを取得
契約ID：{%cid:SCOM ARTICLE%}

2. JS箇所に契約ID、詳細ページへのパス、表示件数を記述

1. ARTICLE_CONTRACT_IDの部分には契約IDを記述

1. FORCE_CATEGORY_IDの部分にはカテゴリのIDを記述
※資料の12ページ「②ARTICLEにカテゴリを作成」
の3.の部分になります。

1. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチ
ェックを入れてで保存

■手順
配置したパーツのAPIエンドポイントを設定



SITEを使ってページを作成する
⑦ページを確認

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック

1. プレビューページお知らせが表示されているか確認

■手順
サイト管理＞ページを開く



SITEを使ってページを作成する
⑧記事詳細ページを作成

1. サイト管理「ページ」を開く

1. ページ管理で詳細ページを配置するディレクトリを作成
※/news/detail.htmlとした場合、「/」ディレクトリ上にて
右クリック＞新規＞フォルダを選択し「news」ディレクトリ
を作成

2. 作成したnewsディレクトリをクリックし、newsディレクトリ内
で新規登録からページを追加

1. ページ名を入力：日本語可

1. ファイルパスを入力：/news/detail.html

1. META情報を入力：任意

1. レイアウトを選択
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択

1. ヘッダ、フッタを設定

1. Maincontentsエリアに「ARTICLE_詳細_お知らせ_v1.2」を
ドラック＆ドロップ

1. 配置した「 ARTICLE_詳細_お知らせ_v1.2 」パーツの編集アイコ
ンをクリック

1. APIのエンドポイント取得からご契約の「ARTICLE」契約ID
を取得
契約ID：{%cid:SCOMFAQ%}

1. JS箇所に契約IDを記述

1. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチェック
を入れてで保存

■手順

サイト管理＞ページ管理を開く



SITEを使ってページを作成する
⑨記事一覧ページと記事詳細ページをリンクさせる

1. 「SITE」管理画面に戻り、サイト管理の「ページ」を開く

1. ⑥で作成したTOPページを編集し、配置した「ARTICLE_TOP用
一覧_お知らせ_v1.2」パーツの編集アイコンをクリック

1. JS箇所の「ARTICLE_DETAIL_PAGE_PATH」に⑧で作成した
FAQページ詳細のファイルパスを設定する
※ファイルパス /news/detail.html と設定したのであれば
/news/detail.html を該当箇所に記述する

1. 保存ボタンを押し、変更を公開サイトに反映するにチェックを入
れてOKボタンを押す

■手順
サイト管理＞ページを開く



SITEを使ってページを作成する
⑩ページを確認

1. サイト管理「ページ」を開く

1. ⑥で作成したTOPページの「プレビューアイコン」を
クリック

1. TOPのお知らせ一覧から詳細ページにリンクで遷移し表示
されているか確認

■手順



FORMページ作成編



FORMを使ってお問い合わせを作成する
①準備

1. サポートサイトを開く
https://support.gear-s.app/

2. パーツサイトを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/

3. デモ用サンプルパーツ「フォームパーツ一式をダウンロー
ド」を開きパーツをダウンロードする

1. SITEのサイト管理「レイアウト」で使用するレイアウトの
ヘッダに以下を追記
{%var:formjs%}

■手順
FORM用フォームパーツページを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#entryparts



FORMを使ってお問い合わせを作成する
②FORMを作成

1. サービスメニューからFORMサービスを開く

1. フォーム管理を開く

1. 「新規登録」ボタンでFORM編集画面を開く

1. フォーム設定で公開期間を設定
※公開日に現在日時を指定すると、SITEの公開ページに反
映されます。

1. 追加パーツから必要な項目をドラック＆ドロップで追加し
項目名を入力

1. 登録ボタンでフォームを登録

■手順
サービスメニューからFORM を開く



FORMを使ってお問い合わせを作成する
③FORMを確認

1. プレビューボタンで作成したフォームを確認

■手順
フォームを開く



SITEを使ってページを作成する
④パーツをインポート

1. サイト管理「パーツ」を開く

1. 「インポート」ボタンで登録画面を開く

1. 予めダウンロードした「 form.zip」をドラック＆ドロップ
して登録

■手順
サイト管理＞パーツ管理を開く



SITEを使ってページを作成する
⑤FORMの一覧を表示

1. 「SITE」管理画面に戻り、サイト管理の「ページ」を開く

1. ルートフォルダ（/）上で右クリックし、任意のフォルダを
作成

1. 作成したフォルダに移動し、新規登録ボタンでページ作成
画面を開く

1. ページ名、ファイルパス（/form/list）、META情報を入力

1. レイアウトを選択する
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択

1. 右側パーツカテゴリの絞り込みで「form_v1.1」で絞り込み

1. 「FORM一覧_v1.1」をドラック＆ドロップで配置

■手順
右クリックでFORM用のディレクトリを作成



SITEを使ってページを作成する
⑥APIエンドポイント設定

1. 配置した「FORM一覧_v1.1」パーツの編集アイコンをクリ
ック

1. ご契約の「FORM」契約IDを取得
契約ID：`{%cid:SCOM FORM DEMO%}

1. JS部に契約IDを記述

1. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチ
ェックを入れてで保存

■手順
配置したパーツのAPIエンドポイントを設定

※開発環境もしくは、ベータ環境の場合APIエンドポイントの
URLを変更する必要があります。
開発環境もしくはベータ環境の場合
//（コメント）を削除してAPIURLを有効にしてください。



SITEを使ってページを作成する
⑦差し込み変数の設定

1. 設定管理「差込変数」を開く

1. ページURLの/form/listの{%var:formjs%}を編集

1. 編集画面のポップアップが表示されたら下記のJSを記載し
保存する。
<script src="https://common.assets.gear-
s.app/files/isfw_assets/js/main.js" type="text/javascript"></script>

差込変数の細かい説明は59ページのsite番外編(差込変数機能)を
ご確認ください。

■手順
差込変数の設定画面を開く



SITEを使ってページを作成する
⑧ページを確認

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック

1. プレビューページで作成したお問い合わせが
表示されているか確認

■手順
ページ管理を開く



SITEを使ってページを作成する
⑨フォームページを作成

1. サイト管理「ページ」を開く

2. formディレクトリ上にてページを追加

1. ページ名：日本語可

1. ファイルパスを入力：/form/detail

1. META情報を入力：任意

1. レイアウトを選択
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択

1. ヘッダ、フッタを設定

1. Maincontentsエリアに「FORM_詳細_v1.1」を
ドラック＆ドロップ

■手順
ページ管理を開く



SITEを使ってページを作成する
⑩APIエンドポイント設定

1. 配置した「FORM一覧_v1.1」パーツの編集アイコンをクリ
ック

1. ご契約の「FORM」契約IDを取得
契約ID：`{%cid:SCOM FORM DEMO%}

2. JS部に契約IDを記述

1. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチ
ェックを入れてで保存

■手順
配置したパーツのAPIエンドポイントを設定

※開発環境もしくは、ベータ環境の場合APIエンドポイントの
URLを変更する必要があります。
開発環境もしくはベータ環境の場合
//（コメント）を削除してAPIURLを有効にしてください。



SITEを使ってページを作成する
⑪差し込み変数の設定

1. 設定管理「差込変数」を開く

1. ページURL /form/detailの{%var:formjs%}を編集

1. 編集画面のポップアップが表示されたら下記のJSを記載し
保存する。
<script src="https://common.assets.gear-
s.app/files/isfw_assets/js/main.js" type="text/javascript"></script>

■手順
差込変数の設定画面を開く



SITEを使ってページを作成する
⑫ページを確認

1. サイト管理「ページ一覧」を開く

1. 作成したリストページの「プレビューアイコン」をクリッ
ク

1. お問い合わせ一覧から詳細ページにリンクで遷移しフォー
ムが表示されているか確認

■手順
/form/list ページを開く



CONTENTS
店舗紹介作成編



CONTENTS作成概要

CONTENTS側の作業概要

1. コンテンツモデルの作成

2. 作成したコンテンツモデルにデータを登録

1. API経由で店舗一覧、店舗詳細データを取得しページに表示させる

地域
モデル

店舗
モデル

※コンテンツモデルとはデータを格納するためのデータベース（箱）
※モデル作成で管理項目を作成
※コンテンツ参照でリレーション（関連）を作成

項目タイプ 項目名 項目識別子 備考

テキスト（１行） 地域名 area_name

日付（西暦年月日） 日付 date

項目タイプ 項目名 項目識別子 備考

テキスト（１行） 店舗名 shop_name

IMAGE 画像 shop_image

リッチエディター 説明文 shop_description

コンテンツ参照 地域 area 参照コンテンツ：地域

一覧に表示する項目：地

域名 (area_name)

リッチエディター 地図 shop_map

住所入力 住所 shop_address

電話番号（３分割） 電話 shop_phone

テキストエリア 電車 train

地域モデル管理項目

店舗モデル管理項目



CONTENTSを使って店舗紹介を作成する
①準備

1. サポートサイトを開く
https://support.gear-s.app/

2. パーツサイトを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-
list/index.html#contentsparts

3. サンプルパーツ「 CONTENTS用パーツ一式をダウンロー
ド」を開きパーツ(contents.zip)をダウンロードする

■手順



■手順

CONTENTSを使って店舗紹介を作成する
②CONTENTSに地域モデルを作成

1. 管理画面のサービスメニューからCONTENTSサービスを
開く

1. 設定管理「コンテンツモデル」を開く

2. 「新規登録」ボタンでモデルを作成

1. 地域モデルを作成
2. コンテンツ名（API名）「地域」を入力
3. APIエンドポイント「area」を入力
4. 項目追加タブの「テキスト(1行)」をドラック＆ド
ロップで項目を追加

5. 項目追加タブの「日付（西暦年月日）」をドラッ
ク＆ドロップで項目を追加

6. 項目名、項目識別子を以下の通り入力

3. 「登録」ボタンでモデルを保存

サービスメニューからARTICLE を開く

ドラッグ＆ドロップ

項目タイプ 項目名 項目識別子

テキスト（１行） 地域名 area_name

日付（西暦年月日） 日付 date



■手順

CONTENTSを使って店舗紹介を作成する
③CONTENTSに店舗モデルを作成

1. 引き続き「新規登録」ボタンで店舗モデルを作成

1. 店舗モデルを作成
2. コンテンツ名（API名）「店舗」を入力
3. APIエンドポイント「shop」を入力
4. 項目追加タブからドラック＆ドロップで項目を追加
5. 項目名、項目識別子を以下の通り入力

※コンテンツ参照では、①で作成した地域モデルを参照するよ
うに、参照コンテンツ「地域」一覧に表示する項目「地域名」を
選択して下さい。

2. 「登録」ボタンでモデルを保存

サービスメニューからARTICLE を開く

項目タイプ 項目名 項目識別子

テキスト（１行） 店舗名 shop_name

IMAGE 画像 shop_image

リッチエディター 説明文 shop_description

コンテンツ参照 地域 area

リッチエディター 地図 shop_map

住所入力 住所 shop_address

電話番号（３分割） 電話 shop_phone

テキストエリア 電車 train

ドラッグ＆ドロップ



CONTENTSを使って店舗紹介を作成する
④地域モデルにデータを登録

■手順

1. コンテンツ管理「地域」を開き、「新規登録」ボタンを押す

2. ID入力（半角英数）
※未入力の場合はUUIDが自動で付番

3. 公開期間を入力

4. 地域名を入力

5. 日付を入力

6. 「登録」ボタンで記事を登録



CONTENTSを使って店舗紹介を作成する
⑤店舗モデルにデータを登録

■手順

1. コンテンツ管理「地域」を開き、「新規登録」ボタンを押す

2. ID入力（半角英数）
※未入力の場合はUUIDが自動で付番

3. 公開期間を入力

1. 店舗名を入力

1. 画像を登録

1. 説明文を入力

2. 地域を選択

3. 日付を入力

4. 「登録」ボタンで記事を登録



SITEを使ってページを作成する
⑥パーツをインポート

1. サイト管理「パーツ」を開く

1. 「インポート」ボタンで登録画面を開く

1. 予めダウンロードした「contents.zip」をドラック＆ドロッ
プして登録

■手順
サイト管理＞パーツを開く



SITEを使ってページを作成する
⑦店舗一覧ページを作成

■手順

1. 「SITE」管理画面のサイト管理の「ページ」を開く

1. 「shop」ディレクトリを作成

2. 作成した「shop」ディレクトリをクリックし、shopディレ
クトリ内で新規登録からページを追加

1. ページ名を入力：日本語可

1. ファイルパスを入力 /shop/ 

1. META情報を入力：任意

1. レイアウトを選択
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択

1. ヘッダ、フッタを設定

1. 右側パーツカテゴリの絞り込みで
「contents_v1.1」で絞り込み

1. 「CONTENTS_店舗一覧サンプル_v1.1」を
ドラック＆ドロップで配置



SITEを使ってページを作成する
⑧APIエンドポイント設定

1. 配置した「 CONTENTS _店舗一覧サンプル_v1.1」パーツ
の編集アイコンをクリック

1. ご契約の「 CONTENTS 」契約IDを取得
契約ID：{%cid:SCOM CONTENTS DEMO%}

1. JS箇所に契約ID、詳細ページへのパス、表示件数を記述

1. CONTENTS_CONTRACT_IDの部分には契約IDを記述

2. DETAILS_PATHの部分を/shop/detaiに書き換える

1. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチ
ェックを入れてで保存

■手順
配置したパーツのAPIエンドポイントを設定



SITEを使ってページを作成する
⑨ページを確認

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック

1. プレビューページで店舗一覧が表示されているか確認

■手順
サイト管理＞ページを開く



SITEを使ってページを作成する
⑩店舗詳細ページを作成

■手順

1. 「SITE」管理画面のサイト管理の「ページ」を開く

1. 「shop」ディレクトリを作成

2. 作成した「shop」ディレクトリをクリックし、shopディレ
クトリ内で新規登録からページを追加

1. ページ名を入力：日本語可

1. ファイルパスを入力 /shop/detail

1. META情報を入力：任意

1. レイアウトを選択
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択

1. ヘッダ、フッタを設定

1. 右側パーツカテゴリの絞り込みで
「contents_v1.1」で絞り込み

1. 「CONTENTS_店舗詳細サンプル_v1.1」を
ドラック＆ドロップで配置



SITEを使ってページを作成する
⑪APIエンドポイント設定

1. 配置した「CONTENTS_店舗詳細サンプル_v1.1」パーツの
編集アイコンをクリック

1. ご契約の「 CONTENTS 」契約IDを取得
契約ID：{%cid:SCOM CONTENTS DEMO%}

1. JS箇所に契約ID、詳細ページへのパス、表示件数を記述

1. CONTENTS_CONTRACT_IDの部分には契約IDを記述

1. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチ
ェックを入れてで保存

■手順
配置したパーツのAPIエンドポイントを設定



SITEを使ってページを作成する
⑫ページを確認

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック

1. プレビューページで店舗一覧が表示されているか確認

1. 店舗一覧から店舗をクリックし詳細画面が表示されている
か確認

■手順
サイト管理＞ページを開く



SITEを使ってページを作成する
⑬ページを公開

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 作成したページのステータスが「非公開」状態かを確認

1. 一覧ページ、詳細ページに☑を入れ「公開する」ボタンを
クリック

1. 公開サイトで表示を確認

■手順



SITE番外編(パンくずの設定)



パンくずの設定
①準備

1. サポートサイトを開く
https://support.gear-s.app/

2. パーツサイトを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/

3. 共通パーツの「パンくずパーツ一式をダウンロード」を開
きパーツをダウンロードする

1. Siteにを利用してダウンロードしたパーツをインポートす
る

1. サイト管理「パーツ」を開く

1. 「インポート」ボタンで登録画面を開く

1. 先ほどダウンロードした「 breadcrumbs.zip」をドラック
＆ドロップして登録

■手順
パンくずパーツページを開く
https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#parts



パンくずの設定
②パンくずを設定

1. サイト管理「ページ」を開く

1. NEWSページ作成編の⑧で作成した記事詳細ページを編集
する

1. パーツカテゴリエリアから先ほどインポートした「パンく
ずパーツ_v1.0」を選択し、maincontentの最上部に設置す
る

1. パーツを設置するとサマリーなどの入力欄に「パンくずタ
イトル」という入力欄が追加されるので、パンくずとする
任意の文字を入力(今回はニュース詳細ページとする)

1. 設定が完了したら保存を押す

■手順
サイト管理＞ページを開く



パンくずの設定
③ページを確認

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 「プレビューサイトを開く」または「公開サイトを開く」
から先ほど修正したニュース詳細ページを開き、設定した
パンクズが表示されているか確認する
※表示されていなければ、公開サイトに反映を押して
みてください。

■手順
サイト管理＞ページを開く



SITE番外編(METAタグの設定)



METAタグの設定
①準備

1. サイト管理「レイアウト」を開く

1. 静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」に対して
編集を行う

1. https://common.assets.gear-s.app/files/component-
list/#demoparts_02
デモ用サンプルパーツ集ページの「レイアウト管理用
HTML」を開いてここに記載されているHEADのソースと
レイ アウト内のHEADのソースが同じ物か確認し、異な
っていたら レイアウト内のHEADのソースを書き換える

※レイアウト内のtitleタグおよびmetaタグが下記のように
なっていれば書き換え不要です
<title>{{ title }{ | }}サイト名</title>
<meta name="description" content="{{ description }} 固定デ
ィスクリプション">
<meta name="keywords" content="{{ keyword }}固定キーワ
ード,固定キーワード">

1. 「保存」ボタンを押す

■手順
サイト管理＞レイアウトを開く



METAタグの設定
②METAタグの設定

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 作成済みのページのMETAタグを編集するため、任意のペ
ージに対して編集を行う

■手順
サイト管理＞ページを開く



METAタグの設定
③METAタグの設定

1. 開いたページ編集画面からMETAタグの編集を行う
「META タイトル」「META ディスクリプション」
「META キーワード」となる入力欄に任意の文字を入力

1. テキストの入力が完了したら保存を押す

※左の資料状態であれば、METAタグは下記のように書き換わ
ります

META タイトル:
<title>{{ title }{ | }}サイト名</title>

↓
<title>TOPのページです | サイト名</title>
META ディスクリプション:
<meta name="description" content="{{ description }} 固定ディス
クリプション">

↓
<meta content="TOPページ,最初のページ,メインページ固定
ディスクリプション" name="description"/>
META キーワード:
<meta name=“keywords” content=“{{ keyword }}固定キーワード,
固定キーワード”>

↓
<meta content="TOP,最初,メイン,固定キーワード,固定キーワ
ード" name="keywords"/>

■手順
ページ編集画面



METAタグの設定
②ページを確認

1. サイト管理「ページ」を開く

1. 「プレビューサイトを開く」または「公開サイトを開く」
から先ほど修正したページを開く

1. ページ上で右クリック→ページのソースを表示をクリック
し、METAタグがページ編集で設定した内容になっている
か確認する

■手順
サイト管理＞ページを開く



site番外編(差込変数機能)



差込変数の設定
①準備

1. 設定管理の「差込変数」を開く

1. 新規で変数を設定するため、右上の新規登録ボタンをクリ
ック

1. 変数設定用のポップアップが表示されるので、そこで設定
したい変数名を入力し、追加ボタンをクリック
※このチュートリアルではtitle,description, keywordsとい

った変数を設定します

■手順
差込変数を開く



差込変数の設定
②準備

1. 変数の設定が完了すると左のキャプチャのように設定して
いるページごとに変数の値が設定可能となります

1. 作成した変数をソース内に設定するため、サイト管理の
「レイアウト」を開く

1. 1カラムのレイアウトに対して操作から編集を行う

■手順
レイアウトを開く



差込変数の設定
③準備

1. 先ほど設定した変数が右側のメニューに表示されるのでそ
れぞれの変数をコピーして、設定したい箇所に挿入する

1. 挿入が完了したら保存をクリック、すると「この内容で保
存しますか？」といったポップアップが表示されるので
「変更を公開サイトに保存する」にチェックを入れてOK
ボタンを押す

■手順
レイアウトを開く



差込変数の設定
①設定

1. 設定管理の「差込変数」を開く

1. ここからは実際に変数に対して値を設定します
/index.html となるページに対してtitleの変数を設定す
るため{%var:title%}列にある /index.html にマウスカーソ
ルを当てると鉛筆マークののボタンが表示されるためクリ
ック

1. 編集ボタンをクリックするとテキストエリアが表示される
ので変数として設定したいテキスト情報を入力する

1. 設定が完了したら保存をクリック、すると「この内容で保
存しますか？」といったポップアップが表示されるので
「変更を公開サイトに保存する」にチェックを入れてOK
ボタンを押す

■手順
差込変数を開く

※静的なテキスト情報であればHTMLのタグなども
設定可能です



差込変数の設定
①ページを確認

1. 一通り設定が完了したら実際のページを確認してみます公
開管理から「プレビューサイト」または「公開サイト」を
クリック

1. 先ほど設定した /index.html のページを開く

■手順
プレビューサイトまたは公開サイトを開く



差込変数の設定
②ページを確認

1. 先ほど設定した /index.html のページを開き、右クリック
でページのソースを表示

1. 先ほど差込変数を挿入した箇所が設定したテキストになっ
ているか確認する

■手順
プレビューサイトまたは公開サイトを開く


