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【補⾜資料1 モジュールの表⺬について】

PC スマートフォン

リンクバナーモジュール

記事モジュールType01

記事モジュールType02

記事モジュールType03

記事モジュールType04

記事モジュールType05

画像は表⺬されず、「バナー：ハイパーリンク(テキスト)」部分に設定された⽂字列とアイコンが表⺬されます。

画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が⾒出しのリンクになります。

画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が⾒出しのリンクになります。

※リンクバナーモジュール(並列２)、リ
ンクバナーモジュール(並列 3)は、グル
ープ化するか個別ボタンで表⺬するか選
択できます。

グループ化 個別ボタン

画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が⾒出しのリンクになります。

画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が⾒出しのリンクになります。

⾒出しクリックで記事が開きます。
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記事モジュールType06

記事モジュールType07

記事モジュールType08

記事モジュールType09

記事モジュールType10

記事モジュールType11、11-2

記事モジュールType12、12-2

⾒出しクリックで記事が開きます。

画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が⾒出しのリンクになります。

画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が⾒出しのリンクになります。

⾒出しクリックで記事が開きます。

⾒出しクリックで記事が開きます。

※ファイル管理内のファイルを画像のリンク先として設定できます。

⾒出しクリックで記事が開きます。

※ファイル管理内のファイルを画像のリンク先として設定できます。

⾒出しクリックで記事が開きます。
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記事モジュールType13

記事モジュールType14

記事モジュールType15

記事モジュールType16、16-2、16-3

記事モジュールType17

記事モジュールType18、18-2、18-3

⾒出しクリックで記事が開きます。

画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が⾒出しのリンクになります。

⾒出しクリックで記事が開きます。

※16-2、16-3は⾒出しがグループ化されます。

画像にリンクがあると記事が分割され、分割左が画像リンク、分割右が[詳細はこちら]のリンクになります。

画像にリンクがあるとアイコンが表⺬されます。

※18-2、18-3はグループ化されます。
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記事モジュールType19

記事モジュールType20

インデックスモジュール(記事リスト)

インデックスモジュール(記事アイテム)、Type03(記事アイテム並列)、Type04(記事アイテム並列)、Type05(記事アイテム並列)

⾒出しクリックで記事が開きます。

⾒出しクリックで記事が開きます。

⼀覧の記事クリックでその記事の詳細ペ
ージが開きます。

⾒出しクリックで記事が開きます。

⼀覧の記事クリックでその記事の詳細ペ
ージが開きます。

※インデックスモジュール（記事アイテム）、Type03（記事アイテム並列）、Type04（記事アイテム並列）、
Type05（記事アイテム並列）のメイン画像にリンク設定があった場合でも、⼀覧表⺬部分は分割されません。画像の
リンク設定は無効になります。サブ画像のリンク設定は有効です。

※インデックスモジュールは1ページの表⺬記事がグループ化
されます。

※インデックスモジュ
ールの並列タイプ
（03,04,05）も同様
の設定となります。 ※インデックスモジュールは1ページの表⺬記事がグループ化

されます。

検索結果の表⺬(インデックスモジュール
全て同様の表⺬となります)
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フィード取得モジュール

お問い合わせモジュール

※フィード取得モジュールは1ページの表⺬記事がグループ化されます。※フィード取得モジュールは1ページの表⺬記事がグループ化されます。

「※必須」部分・コメント部分は、詳細設定の「フォント(⾊)」と
「フォント(サイズ)」の設定がスマートフォンサイトでも反映され
ます。
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【補⾜資料２ モジュールの詳細設定について】

【スマートフォン設定】
カテゴリ：表⺬テーマ

【スマートフォン設定】
ページ：表⺬テーマ

＜使⽤可能モジュール＞
・ナビゲーションモジュール

（縦・横）

【スマートフォン設定】
バナー：⾃動改⾏

＜使⽤可能モジュール＞
・リンクバナーモジュール全て

【スマートフォン設定】
バナー：はみ出し要素の処理

＜使⽤可能モジュール＞
・リンクバナーモジュール全て

【スマートフォン設定】
バナー：アイコン

＜使⽤可能モジュール＞

・リンクバナーモジュール全て

【スマートフォン設定】
バナー：アイコンの位置

＜使⽤可能モジュール＞

・リンクバナーモジュール全て

カテゴリテーマ：A
ページテーマ：A

カテゴリテーマ：B
ページテーマ：B

カテゴリテーマ：C
ページテーマ：C

カテゴリテーマ：D
ページテーマ：D

カテゴリテーマ：E
ページテーマ：E

カテゴリテーマ ページテーマ

表⺬テーマは、カテゴリ部分・ペ
ージ部分をそれぞれ選択すること
が出来ます。

折り返さない（nowrap）折り返す（normal）

表⺬しない（hidden）

テキスト⾮表⺬（notext）

※この場合、「はみ出し要素の処理」では「表⺬する」を選択し
てください。

※この場合、「はみ出し要素の処理」では「表⺬しない」を選択し
てください。

表⺬する（visible）

Left arrow Right arrow

Up arrow Down arrow

Delete Plus

Minus Check

Gear Refresh

Forward Back

Star

Alert Info

Home Search

左（left） 右（right）

上（top） 下（bottom）

False

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」選択を選択した場合。

Grid
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【スマートフォン設定】
バナー：グループ化

＜使⽤可能モジュール＞
・リンクバナーモジュール並列2,
並列 3

【スマートフォン設定】
⾒出し：⾃動改⾏
（⾒出しにリンク有）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type01,02,03,04,09,10,13

【スマートフォン設定】
⾒出し：⾃動改⾏
（⾒出しにリンク無）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type05,06,07,08,11,12,11-2,

12-2,14,16,16-2,16-3,20

・インデックスモジュール全て

【スマートフォン設定】
⾒出し：⾃動改⾏
（⾒出しリンク有・画像無）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュールType15,19

・フィード取得モジュール(⽇付⼊)

【スマートフォン設定】
⾒出し：はみ出し要素の処理
（⾒出しにリンク有）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type01,02,03,04,09,10,13

【スマートフォン設定】
⾒出し：はみ出し要素の処理
（⾒出しにリンク無）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type05,06,07,08,11,12,11-2,

12-2,14,16,16-2,16-3,20

・インデックスモジュール全て

個別ボタン（none）グループボタン（controlgroup）

折り返す（normal） 折り返さない（nowrap）

※この場合【スマートフォン設定】⾒出し：はみ出し要素の処理
項⽬では【表⺬する】を選択してください。

※この場合【スマートフォン設定】⾒出し：はみ出し要素の処理項
⽬では【表⺬しない】を選択してください。

表⺬する（visible） 表⺬しない（hidden）

折り返す（normal） 折り返さない（nowrap）

※この場合【スマートフォン設定】⾒出し：はみ出し要素の処理項
⽬では【表⺬する】を選択してください。

※この場合【スマートフォン設定】⾒出し：はみ出し要素の処理
項⽬では【表⺬しない】を選択してください。

表⺬する（visible） 表⺬しない（hidden）

折り返す（normal） 折り返さない（nowrap）

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」を選択した場合。

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」選択を選択した場合でもこの
場合は表⺬されません。
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【スマートフォン設定】
⾒出し：はみ出し要素の処理
（⾒出しリンク有・画像無）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュールType15,19

・フィード取得モジュール(⽇付⼊)

【スマートフォン設定】
本⽂：⾃動改⾏

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type01,02,03,04,09,10,13,

17(⾒出し無、[詳細はこちら]有),

18(⾒出し無),18-2(⾒出し無),

18-3(⾒出し無)

･インデックスモジュール(記事アイ

テム),03,04,05

【スマートフォン設定】
本⽂：⾃動改⾏(画像無)

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュールType15,19

・インデックスモジュール(記事リスト)

・フィード取得モジュール(⽇付⼊)

【スマートフォン設定】
本⽂：はみ出し要素の処理

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type01,02,03,04,09,10,13,

17(⾒出し無、[詳細はこちら]有),

18(⾒出し無),18-2(⾒出し無),

18-3(⾒出し無)

･インデックスモジュール(記事アイ

テム),03,04,05

【スマートフォン設定】
本⽂：はみ出し要素の処理

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュールType15,19

・インデックスモジュール(記事リスト)

・フィード取得モジュール(⽇付⼊)

【スマートフォン設定】
記事：ハイパーリンク（アイ
コン）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type01,02,03,04,09,10,13,

15(画像無),17(⾒出し無、[詳細は

こちら]有),18(⾒出し無), 18-2(⾒

出し無),18-3(⾒出し無),19(画像無)

折り返さない（nowrap）

※この場合【スマートフォン設定】本⽂：はみ出し要素の処理
項⽬では【表⺬しない】を選択してください。

折り返す（normal）

※この場合【スマートフォン設定】本⽂：はみ出し要素の処理項
⽬では【表⺬する】を選択してください。

表⺬する（visible） 表⺬しない（hidden）

アイコンの種類は【スマートフォン設定】バナー：アイコンを参照のこと

アイコン

表⺬する（visible） 表⺬しない（hidden）

折り返さない（nowrap）

※この場合【スマートフォン設定】本⽂：はみ出し要素の処理
項⽬では【表⺬しない】を選択してください。

折り返す（normal）

※この場合【スマートフォン設定】本⽂：はみ出し要素の処理項
⽬では【表⺬する】を選択してください。

表⺬する（visible） 表⺬しない（hidden）

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」を選択した場合。

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」を選択した場合。

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」を選択した場合。
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【スマートフォン設定】
分割ボタン：ハイパーリンク
（テキスト）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type01,02,03,04,09,10,13

【スマートフォン設定】
分割ボタン：ハイパーリンク
（アイコン）

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type01,02,03,04,09,10,13,

17(⾒出し無,[詳細はこちら]有)

【スマートフォン設定】
記事（表⺬領域）：開閉状態

＜使⽤可能モジュール＞
・記事モジュール

Type05,06,07,08,11,12,11-2,

12-2,14,16(画像無),16-2(画像

無),16-3(画像無),20(画像無)

【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

＜使⽤可能モジュール＞

・記事モジュールType20

【スマートフォン設定】
検索フォーム(送信ボタンテー
マ)

＜使⽤可能モジュール＞
・インデックスモジュール全て

【スマートフォン設定】
記事リスト：開閉状態

＜使⽤可能モジュール＞

・インデックスモジュール全て

分割リンク部分に設定されたリンクの代替テキストを設定します。

『分割ボタン」とは…画像にリンクを設定した場合、リンクの認識範囲が以下のように分割されます。

画像に設定されたリンク ⾒出しに設定されたリンク

分割ボタン使⽤時のアイコンを設定します。
アイコンの種類は【スマートフォン設定】バナー：アイコンを参照のこと

アイコン

開く（false） 閉じる（true）

⾒出し部分をクリックすると記事が開きます。

開閉式コンテンツ(collapsible) デフォルト(none)

※この場合【スマートフォン設定】記事：開閉状態の項⽬で【開
く】【閉じる】の指定が出来ます。

A B C D E

開く(false) 閉じる(true)

⾒出し部分をクリックすると記事が開きます。

※分割ボタンのアイコンは⾮表⺬設定はありません。
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【スマートフォン設定】
記事タイトル：⾃動改⾏
（記事リスト）

＜使⽤可能モジュール＞
・インデックスモジュール(記事リスト)

【スマートフォン設定】
記事タイトル：⾃動改⾏
（記事アイテム）

＜使⽤可能モジュール＞
・インデックスモジュール(記事アイ

テム),03,04,05

【スマートフォン設定】
記事タイトル：はみ出し要素
の処理
(記事リスト)

＜使⽤可能モジュール＞
・インデックスモジュール(記事リスト)

【スマートフォン設定】
記事タイトル：はみ出し要素
の処理
(記事アイテム)

＜使⽤可能モジュール＞
・インデックスモジュール(記事アイ

テム),03,04,05

【スマートフォン設定】
検索結果：⾃動改⾏

＜使⽤可能モジュール＞
・インデックスモジュール全て

【スマートフォン設定】
検索結果：はみ出し要素の処
理

＜使⽤可能モジュール＞

・インデックスモジュール全て

折り返す（normal） 折り返さない（nowrap）

※この場合【スマートフォン設定】記事タイトル：はみ出
し要素の処理項⽬では【表⺬する】を選択してください。

※この場合【スマートフォン設定】記事タイトル：はみ出
し要素の処理項⽬では【表⺬しない】を選択してください。

表⺬する（visible） 表⺬しない（hidden）

折り返す（normal） 折り返さない（nowrap）

※この場合【スマートフォン設定】検索結果：はみ出し要素の処理
項⽬では【表⺬する】を選択してください。

※この場合【スマートフォン設定】検索結果：はみ出し要素の処理
項⽬では【表⺬しない】を選択してください。

表⺬する（visible） 表⺬しない（hidden）

折り返す（normal） 折り返さない（nowrap）

※この場合【スマートフォン設定】記事タイトル：はみ出
し要素の処理項⽬では【表⺬する】を選択してください。

※この場合【スマートフォン設定】記事タイトル：はみ出
し要素の処理項⽬では【表⺬しない】を選択してください。

表⺬する（visible） 表⺬しない（hidden）

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」を選択した場合。

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」を選択した場合。

※「⾃動改⾏」で「折り返さない」を選択した場合。
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【スマートフォン設定】
送信ボタン：テーマ

＜使⽤可能モジュール＞

・お問い合わせモジュール

※インデックスモジュール(記事アイテム)の記事について

A B C D E

インデックスモジュールの⼀覧から記事を
クリックすると詳細が表⺬されます。

画像(イメージ)にリンクの設定がある場合は
無効になります。（詳細ページの画像部分
のリンク設定は有効になります）

記事⾒出し

本⽂

【詳細ページ】詳細(テキスト)

【詳細ページ】画像

【詳細ページ】戻るボタン
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