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1-1 ブロックを選択して追加する

「文章を入力、または/でブロックを選択」
と書かれている部分にマウスポインタを乗せ
ると下のように表示されます。

をクリックすると、入力する「ブロック」の種類を選択できます。
最初は「よく使うもの」タブが開いた状態です。目的のアイコンが見当たらないときはス

クロールして、それぞれのタブをクリックしてください

ここには実際に使っていく中で、よ
く使用するブロックのアイコンが表
示されます。

1 ブロック編集

ここから始めます

主に使用するブロック

一般ブロック

見出し p4

段落 p5

画像 p7

リスト p11

ファイル p11

動画 p12

フォーマット

テーブル p12

レイアウト要素

カラム p13

メディアと文章 p14

埋め込み

Youtube など

本マニュアルは、操作マニュアルP3 「②入力画面の基本設定」の設定を前提に説明を行います。
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1-2 見出しブロック

①

見出しレベルを選択します

をクリックして、表示されるメニューから①「見出し」を選択します。
よく使うものに見当たらないときは「一般ブロック」に入っています。

※見出しレベルについて

見出しタグは、文字サイズを指定するためのタグで
はありません。文章の構造に合わせて階層的に使用
するのが本来の使用方法です。

お知らせページでは
記事タイトルが「見出し２」となりますので、記事
中で使用する見出しは「見出し３」以降としてくだ
さい。
また、「見出し３」の子要素として「見出し４」そ
の子要素として「見出し５」を使用してください。

見出し１（ページタイトル）

見出し２（記事タイトル）

見出し３

見出し
４

見出し３

見出し
４

見出し
４

見出し5

見出し３



「文章を入力、または/でブロックを選択」の部分をクリックす
ると「段落ブロック」として、テキスト入力が可能になります。

Shift Enter+Enter

右の設定ペインから、①テキスト設定をクリックします。

文字サイズのＡ▼をクリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます
ので、ここから選択するか、Ｂに直接ピクセル数を入力します。

A B

①

②

フォントサイズが
変更された

1-3 段落ブロック
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段落ブロックに文章を入力中、Shift + Enter キーを押すと段落内で改行が行われます。
Enterキーだけを押すと改段落となり、次の段落ブロックが作られ、カーソルが移動します。

改行と改段落

テキスト設定（ブロック単位）

文字サイズの設定

編集中のブロック全体に対する設定となります。
特定の部分だけを指定してフォントサイズを変えることは
できません。



6

ドロップキャップ

Ｃ

Ｃ ドロップキャップをＯＮにすると、先頭の文字が大きく表示
されます。

色の設定（ブロック単位）

右の設定ペインから、
②色設定をクリックします。

背景色、文字色を色見本から選択するか、

をクリックしてカラーピッカー
を開いて自由に色を設定します。

編集中のブロック全体に対する設定とな
ります。特定の部分だけを指定して色を
変えることはできません。

カラーピッカー

フォント色が変更
された



をクリックして、表示されるメニューから
①「画像」を選択します。
よく使うものに見当たらないときは「一般ブロック」に入っています。

1-4 画像ブロック
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左寄せ センタリング 右寄せ

ブロック内の、行の揃え位置は、トップツールバー
で設定します。

文章の揃え位置

①

主に、
Ａ 画像をドラッグして新規に登録
Ｂ アップロードボタンから画像を新規に登録
Ｃ メディアライブラリに登録済みの画像から選ぶ
の3通りの方法で画像を登録します。「ＵＲＬから挿入」はネット上の画像に直リンクを張る形となりますの
で注意が必要です。

「画像」をクリックすると下図のボックスが開きます。
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画像をドラッグ

お使いのＰＣに保存してある画像を、マウスで「画像」ボックスへドラッグ&ドロップします。

アップロードボタンから

ボタンをクリックすると、ファイルのアッ
プロードボックスが開きますので、画像を保存している
フォルダへ移動して画像ファイルを選択し、「開く」をク
リックします。

メディアライブラリから

既にアップロード済みの画像を使用する場合は
ボタンをクリックします。

「メディアの選択またはアップロード」画面が表示さ
れますので「メディアライブラリ」タブを開き、貼り
付けたい画像を選択して「選択」ボタンをクリックし
ます。
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画像設定

右側の設定ペインで貼り付ける画像
の設定を行います。

大サイズ 生成しません
中サイズ 400×400px
サムネイル 330×330px
フルサイズ 800×800px

記事の幅 881px

「画像サイズ」をクリックすると貼り付ける画像のサイズがドロップダウンメニューで表示されます。

画像サイズは左表の枠内に縦横が収まるようにリサイズされて保存され
ていますが、元画像の大きさを越える画像は生成されません。
※例えば350×350pxの画像をアップロードした場合は、大サイズ、中
サイズの画像は生成されません。この場合ドロップダウンメニューに表
示されるサイズは「サムネイル」と「フルサイズ」(=300×300px) の
みとなります。
また、フルサイズの大きさを越える画像がアップロードされた場合は、
フルサイズの枠内に収まる大きさにリサイズされて保存されます。

画像サイズ

画像の寸法

画像の寸法では、画像の表示サイズが設定できます。
幅と高さを直接入力するほか、画像サイズで選択したサイズを基準とし
たパーセンテージでの指定、画像の右と下に表示されている●をマウス
でドラッグして指定することもできます。

大サイズの50%と中サイズの100%は、記事中ではほぼ同じ大きさに表示
されます。中サイズの100%を使用したほうが通信量への負担が少なくな
ります。また、記事やカラムの幅よりも大きく表示されることはありませ
んので、不必要に大きな画像を使用しないよう気を付けてください。
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画像ブロックキャプション

「キャプションを入力」をクリックすると、画像の
キャプションを入力できます。

画像の配置

トップツールバーから、画像の
「右寄せ」「センタリング」「左寄せ」が
指定できます。

メディアライブラリが開きます。ここか
ら別の画像への入れ替えができます

トップツールバーから、表示枠内での画像の配置位置および、別の画像への入れ替えが行えます。
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をクリックして、②「リスト」を選択します。よく使うものに見当たらないときは
「一般ブロック」に入っています。

1-5 リストブロック

②
番号付きリスト

箇条書きリスト

1-6 ファイルブロック

をクリックして、③「ファイル」を選択します。よく使うものに見当たらないときは
「一般ブロック」に入っています。

③

PDFファイルなどにリンクを張りたいときに使用します。

ＰＣのフォルダから掲載したいＰＤＦをドラッグ&ドロップして
アップロードするか、アップロードボタンを押してファイルを選
択します。

公開すると、ページにはファイ
ル名とダウンロードボタンが表
示されます。
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1-7 動画ブロック

をクリックして、「動画」を選択します。よく使うものに見当たらないときは
「一般ブロック」に入っています。

メディアライブラリにアップロード
した動画を記事に埋め込むことがで
きます。「ファイルブロック」と同
様に動画ファイルをドラッグ＆ド
ロップするか、アップロードボタン
を押して選択します。

アップロードできる動画のサイズには上限があります。（操作マニュアルP9参照）
Youtubeにアップした動画を埋め込む場合は、「埋め込み」タブの中に「youtube」ボタンがありますの
でそちらから行います。

1-8 テーブルブロック

をクリックして、「テーブル」を選択します。よく使うものに見当たらないときは
「フォーマット」に入っています。

テーブルの列数と行数を入力して「生成」

ボタンをクリックします。

入力欄が表示されますので、それぞれのセルにテキストを入力します。

①テーブルの編集 をクリックすると、行・列の追加・削除がで

きます。

右の設定ペインのスタイルタブで、背景色をストライプに変更できます。

固定幅のテーブルセルをOFFにしておくと、テーブルの列の幅は、入力

されたテキストによって自動的に調整されます。

①



カラムにブロックを埋め込む

をクリックすると右側の設定ペインにカラ

ムの設定が表示され、カラム数を変更できます。

それぞれのカラムに対し、ブロックを埋め込みま

す。画面上部メニューか、カラム内に表示されて

いる をクリックして「段落」「画像」

「リスト」「テーブル」など様々なブロックを埋

め込むことができます。

1-9 カラムブロック

をクリックして、「カラム」を選択します。よく使うものに見当たらないときは
「レイアウト要素」に入っています。

初期状態では2カラムとなります。
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枠の左側にマウスポインタを乗せると、このよ

うなボタンが表示されます。

画面幅600px以上の時の表示 画面幅600px未満の時の表示

単に画像と文章の組み合わせであれば、次項の「メディアと文章」
ブロックがおすすめです。

カラムの作成



カラム数を増やしたときの表示の変化
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設定ペインでカラムの数を2～６まで設定することが可能です。

画面幅が768px以上の時は、すべてのカラムが1行に表示されます。

画面幅767pxから600pxまでの間は、1行に2カラムずつ。

599px以下の場合は1行に1カラムずつの表示になります。

画面幅768px以上

画面幅767px以下 画面幅599px以下

をクリックして、「メディアと文章」を選択します。よく使うものに見当たらないとき
は「レイアウト要素」に入っています。

文章エリアには段落・見出し・リスト・ボタン
ブロックが使用できます。

1-10 メディアと文章ブロック

メディアを右側に配置

メディアと文章を組み合わせて表示するブロックです。

メディアエリアには、画像・動画ブロックが使用できます。
ファイルのアップロードサイズには制限がありますので、
それを超えるサイズの動画はyoutube埋め込みなどを使用
します。

トップツールバーで、メディアエリアと文章エリアの位置を入れ替えられます。

メディアを左側に配置

エリアの入れ替え
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右側の設定ペインで、「モバイルで重ねる」を

ONにしておくと、カラムの時と同様に、画面幅

600px未満の場合に位置関係が変わります。

画面幅600px未満の時の表示

モバイルで重ねる」をOFFにすると

上のように、スマホ等で閲覧したと

きに不自然な表示になってしまいま

す。

モバイルで重ねるを ON モバイルで重ねるを OFF

画面幅600px以上の時の表示

画面幅が600px未満（スマホなど）

の時は、左側にあったエリアが上に

表示されます。

メディアと文章ブロック全体が選択

された状態で、設定ペインの「高度

な設定」の追加CSSクラス欄に

media-top と半角英字で入力する

と、モバイルの時は常にメディアが

上に表示されます。

メディアと文章ブロック全体を選択すると、ブロック全体が薄い

グレーの枠で囲まれて表示されます

モバイルで重ねる

スマホ表示の時は画像上 文章下の順に並べたい場合



16

1-11 ギャラリーブロック

をクリックして、「ギャラリー」を選択します。よく使うものに見当たらないときは
「一般ブロック」に入っています。

写真をたくさん並べて表示するのに適したブロックです。

「メディアライブラリ」ボタンを押すと

ギャラリーの作成画面が表示されます。

ここでは複数画像を一括で選択できます。

をクリックします。

選択した画像が表示されます。

画像それぞれにキャプション入力が可能です。

「ギャラリーに追加」で、さらにメディアライ

ブラリから画像を追加できます。

ボタンをクリックします。

「アップロード」ボタンを押すと、ファイルの

アップロードボックスが表示されます。

Shift+左クリックやctrl＋左クリックで複数選択

が可能です。 をクリックします。

さらに画像を追加するときはここから追加でき

ます。
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1-12 埋め込みブロック

「埋め込み」の中には、youtubeやTwitter

facebook、Instagramなどを埋め込むブロック

があります。

②

Youtubeなど、URLを入力するだけで簡単に埋

め込むことが可能です。

Facebookなどを埋め込むときは、個別投稿の

URLを埋め込みます。リアルタイムで最新記事

が表示されるものではありません。
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2-1 ブロック内部の部分的文字装飾

2 ブロックの操作

ブロック内テキストの特定部分を選択して行える編集は
太字、イタリック体、リンクの追加、打消し線となります。

編集したい部分をマウスをドラッグして選択し、トップツールバーのアイコンをクリックすると適用されます。

太字 イタリック体 リンク 打消し

太字になる
B ボタン
クリック

選択する

選択する

ボタンクリック

リンク先のURLを入力 入力したらここをクリックして決定

太字にする

リンクの挿入
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2-2 ブロックの削除

①削除したいブロックをク
リックして選択します。

② をクリックするとボタ
ンの下にメニューが表示され
ます。

③ をクリッ
クするとブロックが削除され
ます。

③

②

クリックして
選択する

ブロックが
削除される

トップツールバーの ボタンで、ブロックに対し
て行った操作の取り消し、やり直しができます。

①

2-3 操作の取り消し・やり直し
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ブロック上にマウスカーソルを乗せると、このようなボタンが表示されます。
ボタンをクリックして、ブロックの順番を入れ替えることができます。

また、 をマウスでドラッグして、移動することもできます。

2-4 ブロックの入れ替え


