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アップデート⽅法

1111 アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションののののアップデートアップデートアップデートアップデート

「アップデートのインストール」画⾯が表⺬されたら、【今すぐインストール】をクリックします。

※再起動時にインストールを選択した場合、次回のTieredWorks起動時に⾃動的にアップデートのインストールが開始されます。

※⾃動的に「アップデートのインストール」画⾯が表⺬されない場合は下記「⾃動的に『アップデートのインストール』画⾯が表

⺬されない場合」をご参照ください。

⾃動的⾃動的⾃動的⾃動的にににに「「「「アップデートアップデートアップデートアップデートののののインストールインストールインストールインストール」」」」画⾯画⾯画⾯画⾯がががが起動起動起動起動しないしないしないしない場合場合場合場合

TieredWorksを起動し、ツールバーの【ヘルプ】から【ソフトウェアのア

ップデート】を選択し、【アップデートを確認】をクリックします。

以下の内容をご確認の上、アップデートを⾏ってください。

TieredWorks Ver 1.4.0.6を含む以前のバージョンのサイトデータをご利⽤の⽅は、アップデート前に、現在ご利
⽤中のバージョンでデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
 【バックアップの取り⽅】
 １ TieredWorksトップ画⾯でバックアップを取るサイトデータを選択し、【エクスポート】をクリック
 ２ 【参照】をクリックし任意のエクスポート先を指定
 ３ 【実⾏】をクリック

【【【【今今今今すぐすぐすぐすぐインストールインストールインストールインストール】】】】をクリック

インストール完了後、最初の起動時に、テンプレートの展開
が始まります。
 

※ご利⽤のOSがWindows VISTA以降の場合、ユーザーアカウント

制御画⾯が表⺬される可能性があります。

その場合【許可】をクリックしてください。

※今回のアップデートで、インデックスモジュールの詳細ページのファイル名が固定になり、アップデー
ト後に⼀度だけ全てのエントリーのファイル名がユニークなファイル名に変更されます。
他のページからインデックスモジュールの詳細ページへのリンクを設定している場合は、変更が必要とな
ります。
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2222 サイトデータサイトデータサイトデータサイトデータののののコンバートコンバートコンバートコンバート

TieredWorks Ver 1.4.0.6を含む以前のバージョンで作成されたサイトデータは、「サイトデータのコンバート」を⾏
うことで更新されます。

サイトデータサイトデータサイトデータサイトデータののののコンバートコンバートコンバートコンバート
TieredWorksのアップデート後に既存のサイトデータ
を編集するには、コンバートが必要になります。

コンバートは編集前の警告ダイアログにて⾏うか、⼀
旦エクスポートしたサイトデータを再度インポートす
ることで⾏えます。

・TieredWorks Ver 1.4.1.0で新規作成またはコンバートされたサイトデータは、旧バージョン（Ver 1.4.0.6
 以下）との互換性はありません。

・TieredWorks Ver 1.4.0.3∼Ver.1.4.0.6のバージョンからのみアップデート可能になります。
 以前のバージョンの場合は、サイトデータバックアップ後にTieredWorksのアンインストールを⾏い、
 最新版をインストールする必要があります。

・Adobe AIR 2.0または以降の互換環境が必要になります。
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アップデート内容
1111 追加事項追加事項追加事項追加事項

■■■■UDUDUDUD----S103S103S103S103    横横横横ナビナビナビナビ ■■■■UDUDUDUD----S104S104S104S104    横横横横ナビナビナビナビ ■■■■UDUDUDUD----S105S105S105S105    横横横横ナビナビナビナビ

■■■■UDUDUDUD----P103P103P103P103    横横横横ナビナビナビナビ ■■■■UDUDUDUD----P104P104P104P104    横横横横ナビナビナビナビ ■■■■UDUDUDUD----P105P105P105P105    横横横横ナビナビナビナビ

横ナビゲーションタイプの汎⽤的なサイトテンプレート。
ナビゲーションが最上部に配置されます。

1 サイトテンプレートの追加

横ナビゲーションタイプの汎⽤的なページテンプレート。
ナビゲーションが最上部に配置されます。

2 ページテンプレートの追加

3



①①①①編集画⾯編集画⾯編集画⾯編集画⾯についてについてについてについて

ティーザーリストモジュールType01・Type02の追加3

ティーザーリストモジュールType01(イメージスライダー)では、画像ファイル(jpg,gif,png)をイメージスライ
ダーとして配置します。

ティーザーリストモジュールType02(イメージスライダー：サムネイル)では、画像ファイル(jpg,gif,png)をイ
メージスライダーとして配置し、コントロールナビをサムネイルとして表⺬します。

【【【【エントリーエントリーエントリーエントリー名称名称名称名称】】】】エントリーを管理するための名称です。

【【【【編集編集編集編集】】】】選択された項⽬の編集を⾏います。

【【【【キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル】】】】編集内容をキャンセルします。
【【【【下書下書下書下書きききき保存保存保存保存】】】】下書きとして⾮公開の状態での保存が出来ます。
【【【【公開公開公開公開してしてしてして保存保存保存保存】】】】公開した状態で保存します。

【【【【エントリーエントリーエントリーエントリー】】】】エントリーの追加・削除・編集・移動を⾏います。
【【【【基本設定基本設定基本設定基本設定】】】】基本項⽬を設定します。
【【【【詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定】】】】詳細項⽬を設定します。

【【【【エントリーエントリーエントリーエントリー追加追加追加追加】】】】エントリーの新規追加を⾏います。

【【【【編集編集編集編集】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを編集します。
【【【【複製複製複製複製】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを複製します。
【【【【上上上上へへへへ】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを上へ移動します。
【【【【下下下下へへへへ】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを下へ移動します。
【【【【削除削除削除削除】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを削除します。

エントリー編集画⾯

リストモジュール編集画⾯
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②②②②テンプレートテンプレートテンプレートテンプレートのののの種類種類種類種類についてについてについてについて

■■■■ティーザーリストモジュールティーザーリストモジュールティーザーリストモジュールティーザーリストモジュールType01Type01Type01Type01（（（（イメージスライダーイメージスライダーイメージスライダーイメージスライダー））））

■■■■ティーザーリストモジュールティーザーリストモジュールティーザーリストモジュールティーザーリストモジュールType02Type02Type02Type02（（（（イメージスライダーイメージスライダーイメージスライダーイメージスライダー：：：：サムネイルサムネイルサムネイルサムネイル））））

・Internet Explorer 7・Internet Explorer 8では、
 以下のように表⺬されます。
 ・コントロールナビは⾓丸なし
 ・ディレクションボタンは固定表⺬

・TieredWorks Ver.1.4.0.6を含む以前のバージョンで作成されたサイトで、横ナビゲーションとティザー
 リストモジュールを併⽤する場合、横ナビゲーションモジュールの差し替えが必要になります。

ディレクションボタンディレクションボタンディレクションボタンディレクションボタン

スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンでのでのでのでの表⺬表⺬表⺬表⺬

Type01、Type02共通となります。

コントロールナビ・ディレクションボタンによる

スクロール操作かスワイプにて表⺬する画像を

切り替えます。
コントロールナビコントロールナビコントロールナビコントロールナビ

ディレクションボタンディレクションボタンディレクションボタンディレクションボタン

コントロールナビコントロールナビコントロールナビコントロールナビ

サムネイルサムネイルサムネイルサムネイル
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①①①①編集画⾯編集画⾯編集画⾯編集画⾯についてについてについてについて

リストモジュールType14∼Type20の追加4

リストモジュールType14(リンク⾒出し)・リストモジュールType15・リストモジュールType16(リンク⾒出
し)・リストモジュールType17では、⾒出し、本⽂を含む記事タイプを複数配置します。

リストモジュールType18(イメージスライダー)では、画像ファイル(jpg,gif,png)をイメージスライダーとして
配置します。

リストモジュールType19(イメージスライダー：サムネイル)では、画像ファイル(jpg,gif,png)をイメージスラ
イダーとして配置し、コントロールナビをサムネイルとして表⺬します。

リストモジュールType20(シンプルイメージ)では、画像ファイル(jpg,gif,png)を複数配置します。

【【【【エントリーエントリーエントリーエントリー名称名称名称名称】】】】エントリーを管理するための名称です。

【【【【編集編集編集編集】】】】選択された項⽬の編集を⾏います。

【【【【キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル】】】】編集内容をキャンセルします。
【【【【下書下書下書下書きききき保存保存保存保存】】】】下書きとして⾮公開の状態での保存が出来ます。
【【【【公開公開公開公開してしてしてして保存保存保存保存】】】】公開した状態で保存します。

【【【【エントリーエントリーエントリーエントリー】】】】エントリーの追加・削除・編集・移動を⾏います。
【【【【基本設定基本設定基本設定基本設定】】】】基本項⽬を設定します。
【【【【詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定】】】】詳細項⽬を設定します。

【【【【エントリーエントリーエントリーエントリー追加追加追加追加】】】】エントリーの新規追加を⾏います。

【【【【編集編集編集編集】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを編集します。
【【【【複製複製複製複製】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを複製します。
【【【【上上上上へへへへ】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを上へ移動します。
【【【【下下下下へへへへ】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを下へ移動します。
【【【【削除削除削除削除】】】】エントリー⼀覧で選択したエントリーを削除します。

エントリー編集画⾯

リストモジュール編集画⾯
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②②②②テンプレートテンプレートテンプレートテンプレートのののの種類種類種類種類についてについてについてについて

■■■■リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType14(Type14(Type14(Type14(リンクリンクリンクリンク⾒出⾒出⾒出⾒出しししし)))) ■■■■リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType15Type15Type15Type15

■■■■リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType16(Type16(Type16(Type16(リンクリンクリンクリンク⾒出⾒出⾒出⾒出しししし)))) ■■■■リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType17Type17Type17Type17

■■■■リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType18Type18Type18Type18（（（（イメージスライダーイメージスライダーイメージスライダーイメージスライダー））））

■■■■リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType19Type19Type19Type19（（（（イメージスライダーイメージスライダーイメージスライダーイメージスライダー：：：：サムネイルサムネイルサムネイルサムネイル））））

■■■■リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType20Type20Type20Type20（（（（シンプルイメージシンプルイメージシンプルイメージシンプルイメージ））））

ディレクションボタンディレクションボタンディレクションボタンディレクションボタン

コントロールナビコントロールナビコントロールナビコントロールナビ

サムネイルサムネイルサムネイルサムネイル
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・Internet Explorer 7・Internet Explorer 8では、
 以下のように表⺬されます。
 ・コントロールナビは⾓丸なし
 ・ディレクションボタンは固定表⺬

リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType18Type18Type18Type18・・・・Type19Type19Type19Type19    

スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンでのでのでのでの表⺬例表⺬例表⺬例表⺬例

コントロールナビ・ディレクションボタンによる
スクロール操作かスワイプにて表⺬する画像を切り替えます。

コントロールナビコントロールナビコントロールナビコントロールナビ

ディレクションボタンディレクションボタンディレクションボタンディレクションボタン

リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType20Type20Type20Type20

スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンでのでのでのでの表⺬例表⺬例表⺬例表⺬例

リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType14Type14Type14Type14・・・・Type16Type16Type16Type16    

スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンでのでのでのでの表⺬例表⺬例表⺬例表⺬例

リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールType15Type15Type15Type15・・・・Type17Type17Type17Type17    

スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンでのでのでのでの表⺬例表⺬例表⺬例表⺬例
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①①①①編集画⾯編集画⾯編集画⾯編集画⾯についてについてについてについて

②②②②テンプレートテンプレートテンプレートテンプレートのののの種類種類種類種類についてについてについてについて

■■■■タブモジュールタブモジュールタブモジュールタブモジュールType01Type01Type01Type01（（（（2222    TabsTabsTabsTabs）））） ■■■■タブモジュールタブモジュールタブモジュールタブモジュールType02Type02Type02Type02（（（（3333    TabsTabsTabsTabs））））

■■■■タブモジュールタブモジュールタブモジュールタブモジュールType03Type03Type03Type03（（（（4444    TabsTabsTabsTabs）））） ■■■■タブモジュールタブモジュールタブモジュールタブモジュールType04Type04Type04Type04（（（（5555    TabsTabsTabsTabs））））

タイプ：アコーディオン タイプ：アコーディオン タイプ：アコーディオン タイプ：アコーディオン

タブモジュールType01∼Type04の追加5

タブモジュールType01∼Type04では、２つ∼５つに分かれたタブを配置します。

タブモジュールタブモジュールタブモジュールタブモジュールType01Type01Type01Type01∼∼∼∼Tyoe04Tyoe04Tyoe04Tyoe04    スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンでのでのでのでの表⺬例表⺬例表⺬例表⺬例

タブモジュールType01
タイプ：タブ

タブモジュールType02
タイプ：タブ

タブモジュールType03
タイプ：タブ

タブモジュールType04
タイプ：タブ

⼀部のブラウザではタブが⾓丸なしで表⺬されます。
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「スマートフォン設定」＞「サイトデータ基本設定」＞「サイトタイトル画像」に、「全てのページで表⺬」の設定項
⽬を追加しました。

※サイトタイトル画像が未⼊⼒の場合は表⺬しない仕様に変更となります。
※紹介⽂はTOPページのみの表⺬となります。

スマートフォンサイトスマートフォンサイトスマートフォンサイトスマートフォンサイト    サイトタイトルサイトタイトルサイトタイトルサイトタイトル画像画像画像画像ののののページページページページ共通表⺬設定項⽬追加共通表⺬設定項⽬追加共通表⺬設定項⽬追加共通表⺬設定項⽬追加6

以下の設定項⽬が追加されました。

全全全全てのてのてのてのページページページページでででで表⺬表⺬表⺬表⺬

リストモジュールで、縦並び・並列切り替えの設定項⽬を追加しました。

リストモジュールリストモジュールリストモジュールリストモジュールのののの縦並縦並縦並縦並びびびび・・・・並列設定項⽬追加並列設定項⽬追加並列設定項⽬追加並列設定項⽬追加7

以下の設定項⽬が追加されました。

記事記事記事記事((((表⺬領域表⺬領域表⺬領域表⺬領域))))：：：：フロートフロートフロートフロート((((なしなしなしなし////左左左左////右右右右))))

なし（none）

縦並びになります。

左寄せ（left） 右寄せ（right）

左から横に並びます。 右から横に並びます。

サイトタイトル画像
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モジュールモジュールモジュールモジュール設定項⽬追加設定項⽬追加設定項⽬追加設定項⽬追加・・・・変更変更変更変更9

■⾒出しモジュールに揃え設定項⽬を追加しました。

⾒出⾒出⾒出⾒出ししししモジュールモジュールモジュールモジュールのののの設定項⽬追加設定項⽬追加設定項⽬追加設定項⽬追加8

以下の設定項⽬が追加されました。

    モジュールモジュールモジュールモジュール：：：：インラインインラインインラインインライン要素要素要素要素((((⽔平揃⽔平揃⽔平揃⽔平揃ええええ))))

【【【【スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォン設定設定設定設定】】】】モジュールモジュールモジュールモジュール：：：：インラインインラインインラインインライン要素要素要素要素((((⽔平揃⽔平揃⽔平揃⽔平揃ええええ))))

主にスマートフォンの設定項⽬が追加・変更となります。      

左揃え(left) 中央揃え(center) 右揃え(right)

■⾒出しモジュールの【スマートフォン設定】に背景⾊設定・テキストシャドー設定を追加しました。

 以下の設定項⽬が追加されました。

【【【【スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォン設定設定設定設定】】】】

    ⾒出⾒出⾒出⾒出しししし：：：：背景背景背景背景((((⾊⾊⾊⾊))))

    ⾒出⾒出⾒出⾒出しししし：：：：テキストシャドーテキストシャドーテキストシャドーテキストシャドー((((⽔平距離⽔平距離⽔平距離⽔平距離))))

    ⾒出⾒出⾒出⾒出しししし：：：：テキストシャドーテキストシャドーテキストシャドーテキストシャドー((((垂直距離垂直距離垂直距離垂直距離))))

    ⾒出⾒出⾒出⾒出しししし：：：：テキストシャドーテキストシャドーテキストシャドーテキストシャドー((((影影影影のぼかしのぼかしのぼかしのぼかし))))

    ⾒出⾒出⾒出⾒出しししし：：：：テキストシャドーテキストシャドーテキストシャドーテキストシャドー((((影影影影のののの⾊⾊⾊⾊))))

背景⾊ テキストシャドー

■⾒出し要素の詳細設定にフォントカラー、背景⾊、テキストシャドー項⽬を追加

■⾒出し要素の⾏間指定を⼿動で設定できるように変更
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 すべての記事を
 開くことができます。

■テキスト要素のフォントカラー、背景⾊、パディング設定を追加

■開閉式タイプ関連の設定項⽬を追加
【スマートフォン設定】記事(表⺬領域)：コンテンツフォーマット が「開閉式コンテンツ（collasible）」の場合、以
下のように設定されます。

 【スマートフォン設定】記事（表⺬領域）：開閉式コンテンツセット

    有効（collapsible-set）…                 無効（none）…

 【スマートフォン設定】記事（表⺬領域）：インセットリスト（collapsible-set）

  ※「【スマートフォン設定】記事（表⺬領域）：開閉式コンテンツセット」が「有効（collapsible-set）」のときに使⽤します。

    有効（true）…                      無効（false）…

 【スマートフォン設定】記事（表⺬領域）：インセットリスト

  ※「【スマートフォン設定】記事（表⺬領域）：開閉式コンテンツセット」が「無効（none）」のときに使⽤します。

    有効（true）…                      無効（false）…

 開かれる記事はいずれか
 ひとつのみになります。

左右に余⽩あり 左右に余⽩なし

左右に余⽩あり 左右に余⽩なし

12



■スマホ版のモジュール全てに上下マージン設定追加

■フォントファミリーの追加

■リストモジュールのエントリー間の余⽩設定追加

■⾒出しとテキスト個別に揃え設定可能に変更

設定例：⾒出し右寄せ
    本⽂左寄せ

設定例：⾒出し左寄せ
    本⽂右寄せ
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2222 改善事項改善事項改善事項改善事項

インデックスモジュールのエントリーページのファイル名が固定になります。

※アップデート後に⼀度だけ、全てのエントリーのファイル名がユニークなファイル名に変更されます。
 他のページからインデックスモジュールの詳細ページへのリンクを設定している場合は、変更が必要となります。

エントリーページエントリーページエントリーページエントリーページのののの固定固定固定固定アドレスアドレスアドレスアドレス1

エントリーの画像にリンクを設定した場合に、リンク先のページによっては画⾯がフリーズする問題を改善しました。

対象箇所：
 ・リストモジュールのエントリーの画像
 ・インデックスモジュール詳細ページの画像

スマホスマホスマホスマホ書書書書きききき出出出出しししし機能改善機能改善機能改善機能改善3

【【【【アップデートアップデートアップデートアップデート前前前前】】】】 【【【【アップデートアップデートアップデートアップデート後後後後】】】】

【【【【アップデートアップデートアップデートアップデート前前前前】】】】
エントリーの追加毎に、

全ての詳細ページのファイル名が変更される

【【【【アップデートアップデートアップデートアップデート後後後後】】】】
詳細ページのファイル名は、

新規にエントリーが追加された時点で決まる

PCとスマートフォンに書き出すソースコードを別々に⼊⼒することができます。

※Ver 1.4.1.0以前に作成され、Ver 1.4.1.0以降のバージョンでコンバートされた場合、１度のみPCの値がスマホペー
ジに引き継がれます。

HTMLHTMLHTMLHTMLモジュールモジュールモジュールモジュール編集編集編集編集パネルパネルパネルパネルのののの改善改善改善改善2

【【【【アップデートアップデートアップデートアップデート前前前前】】】】 【【【【アップデートアップデートアップデートアップデート後後後後】】】】
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