
                     

サイトアップシステム

サイトアップシステム（「基本デザイン」の設定）
サイトアップシステムでは常に表示されている“全ページ共通”の編集領域と
各ページ事に編集ができる“ページ固有”の編集領域と2つの領域があり、
全ページに共通した機能は下記のように分類されます。

サイトの外側のデザインやサイト全体の文字色、サイトのメタ
タグの情報（タイトルやキーワードなど、ページ上には表示は
されない情報）などを設定する事ができます。

全ページに共通したサイト全体の表示設定、位置・背景などを
設定する事ができます。

全ページに共通したヘッダー部分の表示サイズ・位置・ヘッ
ダーイメージなどを設定する事ができます。

ナビゲーション（ページ名部分）の表示サイズ・位置・背景な
どを設定することができます。

カテゴリー部分の表示サイズ・位置・背景・イメージ画像など
を設定する事ができます。カテゴリーが作成された場合のみに
設定ができます。
作成していないカテゴリーはグレーで表示され、トップページ
に関してはページを作成する事ができないのでページ名表示部
分の設定はありません。

（1）ページのプロパティ　…Ｐ２

（2）サイト全体の表示設定　…Ｐ４

（3）ヘッダー部分の表示設定　…Ｐ６

（4）ナビゲーション部分の表示設定　…Ｐ11

（5）カテゴリー部分の表示設定　…Ｐ13
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（1）ページのプロパティ
編集領域場所 プレビューでの編集箇所 概要

全ページに共通した文
字色・サイトの位置・
サイトの周りの背景、
サイトのメタタグの情
報（タイトルやキー
ワード、サイトの著作
権）を設定する事がで
きます。

設定方法

【マージン】はサイトの周りの余白の設定で
す。
数値を設定します。

マージン　左

マージン　上

【背景色】はサイトの周りの背景色の設定で
す。
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　　　文字の色を設定します。
【文字色】…サイト全体の基本の文字色
【リンク文字色】…リンクを設定した文字色
【既訪問文字色】…訪問済みのリンクの文字色
【訪問中文字色】…カーソルを乗せた時のリンクの文字
色

文字色（各記事で個別に
設定することもできま
す）

リンク文字 既訪問文字 訪問中文字

【背景画像】はサイトの周りの背景の画像の
設定です。

※画像はご用意ください。

【サイトタイトル】はブラウザ上部に表示さ
れます。検索結果などに使用されることもあ
ります。

【キーワード】は検索エンジンでの検索時に
使用されることがあります。サイトと関係の
深い語を設定します。

※サイト上には表示されません。

【サイト詳細】は検索結果などに使用される
ことがあります。

※サイト上には表示されません。

【著作権】はページ下部に表示されます。サ
イト内の文章・画像等の著作権者を示すもの
です。
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（2）サイト全体の表示設定
編集領域場所 プレビューでの編集箇所 概要

全ページに共通したサ
イト全体の幅、位置、
背景などを設定する事
ができます。

内容

【表示サイズ】はサイトの大きさの設定で
す。
数値を設定します。（％でも設定可）

幅

高さ

【表示位置　横】はサイトの位置の設定で
す。

左 中央 右
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【ボーダー幅】はサイトの周りの線の設定で
す。「０」にすると消えます。

「0」を設定した場合

「1」を設定した場合

【ボーダー色】は[Ｃ]のボーダーの色の設定
です。

【セル間隔】はヘッダー、ナビゲーション、
ページ表示部分との間隔です。

【セル余白】はヘッダー、ナビゲーション、
ページ表示部分各部分ごとの余白です。

【背景色】はサイト全体の背景色です。 【背景画像】はサイト全体の背景画像の設定
です。
※画像はご用意ください。
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（3）ヘッダー部分の表示設定
編集領域場所 プレビューでの編集箇所 概要

全ページに共通した
ヘッダー部分の表示設
定、位置・背景などを
設定する事ができま
す。

設定方法

【表示サイズ】はヘッダーの大きさの設定で
す。
数値を設定します。

幅

高さ

【ボーダー幅】はヘッダーの周りの線の設定
です。「０」にすると消えます。

「0」を設定した場合

「1」を設定した場合

6



サイトアップシステム1-1-18

【ボーダー色】は[B]のボーダーの色の設定
です。

【セル間隔】はヘッダーと周りとの間隔で
す。

【セル余白】はヘッダーの周りの間隔です。 【背景色】はヘッダーの背景色です。

【背景画像】はヘッダーの背景画像の設定で
す。
※画像はご用意ください。
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【表示サイズ】はヘッダー画像の高さの設定
です。
数値を設定します。

【表示位置】はヘッダー画像の位置の設定で
す。

【表示位置　横】左

【表示位置　横】中央

【表示位置　横】右

【表示位置　縦】上

【表示位置　縦】中

【表示位置　縦】下

【ボーダー色】はボーダーの色の設定です。
※[１]ー[B]で「0」に設定した場合は表示さ
れません。

【セル背景色】はヘッダー画像部分の背景色
です。

【背景画像】はヘッダー画像部分の背景画像
の設定です。
※画像はご用意ください。

【画像名】はヘッダー画像の設定です。画像
には、「説明文」「H1（見出し）タグ」
「リンク」の設定ができます。
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【文章】はヘッダー部分に表示する文章で
す。

【表示サイズ】はヘッダーの文章部分の高さ
の設定です。
数値を設定します。

【表示位置】はヘッダーの文章の位置の設定で
す。

【表示位置　横】左

【表示位置　横】中央

【表示位置　横】右

【表示位置　縦】上

【表示位置　縦】中

【表示位置　縦】下

【文字色】はヘッダーの文章の文字色です。

ヘッダーの文章表示部分にそれぞれの設定を
します。
【セルボーダー色】…ボーダーの色
【セル背景色】…背景の色
【セル背景画像】…背景の画像

　【文字サイズ】はヘッダーの文章表示部分の文
字のサイズを設定します。
数字が大きくなるほど文字も大きくなります。
ボールドにチェックを入れると太字に、イタリッ
クにチェックを入れるとイタリック体になりま
す。
文字最大

ボールド
＋
イタリック
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ヘッダーの文章には、「H1（見出し）タ
グ」「リンク」の設定ができます。
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（4）ナビゲーション部分の表示設定
編集領域場所 プレビューでの編集箇所 概要

ナビゲーション（ペー
ジ名部分）の表示サイ
ズ・位置・背景などを
設定することができま
す。

設定方法

【表示サイズ】はナビゲーション部分の大き
さの設定です。
数値を設定します。

幅

高さ

【セル内表示位置　横】はナビゲーション部
分の位置の設定です。

左 中央 右
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【セルボーダー色】はナビゲーション部分の
ボーダーの色の設定です。
※「サイト全体の表示設定」で「ボーダー幅
0」に設定した場合は表示されません。

【背景色】はナビゲーション部分の背景色で
す。

【背景画像】はナビゲーション部分の背景画
像の設定です。
※画像はご用意ください。

【表示開始位置余白】はナビゲーション部分
の表示開始位置の設定です。

　・数値…数値を入れます。
　・改行…１改行分の間隔をあけます。

数値　20 改行
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（5）カテゴリー部分の表示設定
編集領域場所 プレビューでの編集箇所 概要

カテゴリー部分の表示
サイズ・位置・背景・
イメージ画像などを設
定する事ができます。
カテゴリーが作成され
た場合のみに設定がで
きます。

設定方法

【表示サイズ】はひとつのカテゴリー表示部
分の大きさの設定です。
数値を設定します。

【ボーダー幅】はカテゴリー表示部分の周り
の線の設定です。「０」にすると消えます。

幅

高さ

「0」を設定した場合

「1」を設定した場合
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【ボーダー色】は[B]のボーダーの色の設定
です。

【セル間隔】はカテゴリー表示部分と周りと
の間隔です。

【背景色】はカテゴリー表示部分の背景色の
設定です。

【セル余白】はカテゴリー表示部分の周りの
間隔です。

　【下余白】は次のカテゴリーまでの間隔を設定
します。

【背景画像】はカテゴリー表示部分の背景画
像の設定です。
※画像はご用意ください。 ・数値…数値を入れます。

・改行…１改行分の間隔をあけます。
・区切り線…区切り線を入れます。
　　　　　　線幅・線高・線色を入力してください。

数値　３０ 改行 区切り線
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【表示サイズ　縦】はカテゴリー名表示部分
の縦のサイズです。

【文字色】はカテゴリー名表示部分の文字色
の設定です。

【表示位置】はカテゴリー名表示部分の位置
の設定です。

【セル内表示位置　横】左

【セル内表示位置　横】中央

【セル内表示位置　横】右

【セル内表示位置　縦】上

【セル内表示位置　縦】中央

【セル内表示位置　縦】下

　【文字サイズ】はヘッダーの文章表示部分の
文字のサイズを設定します。
数字が大きくなるほど文字も大きくなります。
ボールドにチェックを入れると太字に、イタ
リックにチェックを入れるとイタリック体にな
ります。

文字最大 ボールド＋イタリッ
ク

【アイコン画像】はカテゴリー名表示部分に
アイコンを設定します。

※画像はご用意ください。

【イメージ画像】はカテゴリー名表示部分の
画像の設定です。

※画像はご用意ください。
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カテゴリー名表示部分にそれぞれの設定をし
ます。
【セルボーダー色】…ボーダーの色
【セル背景色】…背景の色
【セル背景画像】…背景の画像

上

中央

下

左

中央

右

【表示サイズ　縦】はページ名表示部分の縦
のサイズを設定します。

【セル内表示位置】はページ名表示部分の表示
位置を設定します。

セル内表示位置　横 セル内表示位置　縦

　【文字色】はページ名表示部分の文字の色を
設定します。
【参照】をクリックすると「色の設定」画面が
出るので、そこで変更したい色を選びます。

　【文字サイズ】はページ名表示部分の文字のサ
イズを設定します。
数字が大きくなるほど文字も大きくなります。
ボールドにチェックを入れると太字に、イタリッ
クにチェックを入れるとイタリック体になりま
す。

文字最大 ボールド＋イタリック
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　【アイコン画像】はページ名表示部分にアイ
コンを設定します。

※画像はご用意ください。

　【セルボーダー色】はページ名表示部分のセル
のボーダー色を設定します。

※全体のボーダー幅が０だと設定されません。

　【背景色】はページ名表示部分の背景色を設
定します。

　【背景画像】はページ名表示部分の背景に画
像を設定します。

※画像はご用意ください。
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