
ホームページ操作マニュアル

有限会社プロダクションビコーズ



１管理画面について
ログインするとダッシュボード画面が表示されます

サイト名が表示されます

ログインユーザー名表示
ユーザープロフィール編集
ログアウト

操作説明のPDFを開きます

操作メニュー

主な編集メニューは
こちらから

新規お知らせを
作成します

既存のお知らせを
編集します

画像などのメディアファイルを
メディアライブラリに
アップロードします

サイトを別のタブで
表示します

管理画面から
ログアウトします

メディアライブラリを
開きます

新しいタブで
サイトを表示
します。

2



2 記事の管理

ダッシュボード 編集メ
ニューの「新規記事」ボタン
をクリックして編集画面を開
きます。

2-1 お知らせ記事の新規作成

① 新規記事アイコンから入力画面を開く

画面右上の をクリックして、設定メニューを開きます。

□をクリックすると☑に、☑をクリックすると□になりますので
☑トップツールバー
□スポットライトモード
☑ビジュアルエディター
の状態にします。
本マニュアルでは、以後この状態を前提にして説明を行います。

② 入力画面の基本設定

3



トップツールバー

ブロックの挿入・削除、操作の取り消
し・やり直しのほか、入力するブロック
の種類によって表示されるボタンが追加
されます。

設定ペイン

左上の ボタンを押して表示させます。
記事やブロックの様々な設定を行います。

③ 入力画面について

記事は、段落や画像、リストやテーブルといった様々な種類のブロックを組み合わせて作成します。
入力画面を開くと下図の画面が表示されます。

④ カテゴリーの設定

設定ペインの「カテゴリー」をクリックします。
投稿記事に複数の「カテゴリ」が設定されている場合は、ここでどのカテゴリ
の記事かを設定します。

カテゴリが一つだけの場合は、特に選択しなくても自動的に設定されますので、
この操作は不要です。

選択しなかった場合は、自動的に「お知らせ」が選択されます。
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タイトル入力欄をクリックすると入力カーソ
ル｜が表示されます。

まずは記事のタイトルを入力しましょう。

⑤ タイトルを入力する

タイトルを入力したら、いよいよ記事の作成に入ります。
別紙ブロックエディターマニュアルで、様々なブロックの使用方法を解説しております。

ブロックエディターマニュアルへ

⑥下書き保存と編集の再開

記事を作成中、公開せずに保存する場合は、「下
書きとして保存」をクリックします。

下書きの編集を再開するときは、
ダッシュボードの「記事編集」
ボタンから一覧を開いて選択し
ます。

記事の一覧で、下書きの記事はこのように表示さ
れています。記事の行にマウスカーソルを乗せる
とメニューが表示されます。「編集」をクリック
すると、記事の編集を再開できます。
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⑦プレビュー

公開前に、ページにどのように表示されるのかを
確認したいとき、「プレビュー」をクリックしま
す。

⑧記事の公開

プレビューで問題がなければ、いよいよ公開です。

複数のカテゴリーがある場合は、カテゴリーが間違っていな
いかも確認してください。

「公開する」ボタンをクリックすると公開前チェックが表示
されます。

通常は
公開状態: 公開
公開: 今すぐ
と、なっています。

すぐに公開したい場合はそのまま
「公開」ボタンをクリックします。

これで作成した記事が、サイト上に公開されました。
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公開: 今すぐ をクリックするとカレンダーが表
示されます。

公開したい日時を設定すると、
ボタンが ボタンに変わり

ます。

ボタンをクリックすると公開の予
約は完了です。設定した日時になると、自動で記
事が公開されます。

⑨予約投稿

⑩公開の中止

公開済みの記事の編集画面を開くと、下書きへ切り替え が表示さ
れています。

削除せずに一時的に公開を中止する場合は下書きへ切り替えを、
永久的に記事を削除する場合は、 をクリッ
クします。

7

投稿済み記事の編集はP12 「2-4投稿済み記事の編集」をご覧ください。
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2-2 施工事例の作成・編集

① 施工事例追加アイコンから入力画面を開く

ダッシュボード 編集メニューの
下に、カスタム編集メニューのア
イコン群があります。

施工事例追加アイコンをクリック
して、入力画面を開きます。

②施工事例の入力

物件名などを入力します。
右図のこの部分に表示されます。

1枚目、サムネイルに表示され
る画像を新規にアップロード、
もしくはメディアライブラリか
ら選択します。

2枚目の画像をここから選択します。

2枚目以降の画像にもそれぞれタイトルの設定が可能です。
タイトルはこの部分に表示されます。

省略すると、最初に入力したタイトルが表示されます。
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3枚目以降を入力する場合は、 をクリックすると、下に入力欄
が追加されます。

をクリックすると、入力欄が削除されます。
をマウスでドラッグすると、画像の順番を入れ替えることがで

きます。

お知らせと同様に、
すぐに公開
下書きとして保存
予約投稿
（公開済みの場合）ゴミ箱に移動する
が可能です。

※個別ページが存在しないため、プレビューは機能しません。

③作成済み施工事例の編集

施工事例一覧アイコンをクリックすると
作成済みの施工事例の一覧が表示されま
す。

作成済み施工事例の一覧画面は、お知らせの場合と同様です。
P12 2-4投稿済み記事の編集 ②編集する記事を選択して
編集する をご覧ください。
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2-3 採用情報の編集

① 採用情報編集アイコンから一覧画面を開く

カスタム編集メニューの採用情報編集ア
イコンをクリックすると、採用情報の一
覧が表示されます。

② 一覧から選択して編集する

一覧画面には、募集職種（タイトル）と
企業名、公開日が表示されています。

マウスカーソルを乗せると、

メニューが表示されます。

採用情報の場合、お知らせや施工事例と異なり、共通の内容が多いため新規の採用情報を作成すると
きも、「新規作成」ではなく「複製」を使用するのが便利です。
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その他の操作は、お知らせの場合と同様です。P12 2-4投稿済み記事の編集 ②編集する記事を選択して編集
する をご覧ください。

③ 複製から編集する

「複製」をクリックすると、同じ内容の記事が下書きの状態で作成
されます。

複製された記事の「編集」をクリックして、編集を開始します。

どちらの会社の採用情報か、選択します。

お知らせと同様に、
公開
下書きとして保存
プレビュー
予約投稿
ゴミ箱へ移動
が可能です。

施工事例と同様に、入力欄の追加・削除・移動が行えます

タイトルや各項目を適宜、必要に応じて
内容を書き換えます。



2-4 投稿済み記事の編集

① 記事編集アイコンから記事一覧を開く

ダッシュボード 編集メニューの
「記事編集」ボタンをクリックして
記事一覧画面を開きます。

② 編集する記事を選択して編集する

それぞれの記事の行にマウス
を乗せるとメニュー表示され
ます。

新規投稿と同じ画面が開きます。
新規投稿時と同じように、タイトル、本文などを編集してください。
「更新」ボタンをクリックすると、すぐに編集後の記事が公開されます。

クイック編集は記事一覧ページ上ですぐに編集・更新することができます。
（※本文以外）
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3 メディアの管理

ダッシュボード 編集メ
ニューの「メディアアップ
ロード」ボタンをクリックし
てアップロード画面を開きま
す。

3-1 メディアのアップロード

① メディアアップロードアイコンからアップロード画面を開く

② メディアのアップロード

投稿からではなく、メディアライブラリに直接画像や動画、PDFなどのファイルをアップロードします。

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。

アップロードするファイルのサイズには上限があります。
ここに表示されている数字が1ファイル当たりの上限サイズとなりますの
でご注意ください。
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ファイルを選択ボタンから

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。

画像がアップロードされるとこのように表示され
ます。編集をクリックすると画像タイトル、代替
テキストなどの編集が可能です。

メディアファイルのうち、画像をアップロードするとき
画像のサイズは幅800×高さ800pxの枠内に収まるサイ
ズに自動的にリサイズされます。
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3-2 メディアの削除

① メディア一覧アイコンからメディアライブラリを開く

ダッシュボード 編集メニューの「メ
ディア一覧」ボタンをクリックしてメ
ディアライブラリを開きます。

② メディアの選択と削除

webサーバーの容量は十分に確保されていますが、限りがあるため、使用しない画像や動画などは随時削除してメン
テナンスを行ってください。

削除したい画像をクリックすると
「添付ファイルの詳細」ボックスが表示されます。

完全に削除するをクリックすると、画像がサーバー上
から削除されます。

削除した画像は元には戻せません。
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ボタンを押すと、選択した
画像を一括削除します。

中止する場合は をクリッ
クします。

ボタンを押すと、複数の画像を次々とクリッ
クすることで、一気に選択できます。

② メディアの一括選択と削除

確認ダイアログが表示されます。
をクリックするとサーバー上から選

択した画像を一括削除します。
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