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ログインする

投稿や編集をするには管理画面から行います。管理画面にアクセスし、ユーザー
名とパスワードを入力してログインしてください。

管理画面
https://nakatahiroyo.com/cms/wp-login

ユーザー名と
パスワードを入力

ログイン

「ログイン状態を保存」
をチェック

nakatahiroyo pU4qwB5nNF4P



ナビゲーションメニュー メイン画面

管理画面の説明

ログインすると管理画面になります。

通常はナビゲーションメニューより用途に応じて選択し、右のメイン画面に表示
されたページより、各種操作を行います。

・ダッシュボード　
・投稿
・施工事例
・トークルーム
・メディア
・固定ページ
・プロフィール

＝管理画面のTOPになります
＝ ニュースの新規投稿、編集、管理など
＝ 施工事例の新規投稿、編集、管理など
＝ トークルームの新規投稿、編集、管理など
＝ 画像やPDFファイルなど、アップロードした画像の管理
＝ 固定ページの情報が入っています。
＝ ログインユーザーの情報です。パスワード変更等ができます。

ナビゲーションメニューの主な役割
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＝管理画面のTOPになります
＝ ニュースの新規投稿、編集、管理など
＝ 施工事例の新規投稿、編集、管理など
＝ トークルームの新規投稿、編集、管理など
＝ 画像やPDFファイルなど、アップロードした画像の管理
＝ 固定ページの情報が入っています。
＝ ログインユーザーの情報です。パスワード変更等ができます。

ニュースの新規追加

「新規追加」をクリック

新規投稿画面

ニュースの新規投稿は、メニューバーの「投稿」「新規追加」をクリックして下さ
い。

新規投稿画面の各機能説明

タイトル入力エリア

プレビューボタン下書き保存ボタン

「公開」ボタン

本文入力エリア
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トップページに表示選択ボタン



ニュース投稿の流れ

新規投稿の流れの説明

1

1

2

2

3
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記事タイトルを入力してください。

本文を入力して下さい。

重要なお知らせとしてトップページの上部に掲載する場合は、
「重要なお知らせにする:yes」にチェックを入れてください。

一度「プレビュー」で内容を確認してください。
内容が大丈夫であれば、「公開」ボタンをクリックしてください。
記事がサイトにアップされます。
まだ公開したくない場合は「下書き保存」をクリックしてください。
下書きとして記事が保存されます。サイトに公開されることはありません。

※ニュースにカテゴリーはないので、カテゴリーを選択する必要がありません。
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文章を入力する場合

記事の投稿は「ブロック」単位になります。

ブロックは「段落」「画像」など、目的ごとに様々なブロックがあります。

文章を挿入したければ「段落」ブロックに追加し文章を挿入し、画像を挿入したければ

「画像」ブロックを追加し画像を挿入、このようにブロックを追加していきます。

そしてそれぞれのブロックを積み上げていくことで記事を完成させます。

デフォルトでは「段落」ブロックが挿入されていますので、

文章を入力する場合は、そのまま文章を入力してください。

1行のみ改行したい場合は「Shift + Enter」キーで改行してください。

Enterキーのみを押した場合、2行以上改行されます（新しく段落ブロックが追加される）。

右側にある「＋」ボタンでブロックを新しく挿入することができます。

段落と段落の間に空間を入れたい場合は、改行で空間を開けるの

ではなく、レイアウト要素の「スペーサー」を挿入してください。

好きな幅の空間を入れることができます。
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ブロック挿入



文章を入力する場合（色・大きさの変更）

文字の色を変更したい場合は、変更したい文字を選択し、「テキストの色」から

変更したい色を選んでください。

6

 
 

 
 

 

 
 
 

テキストの色
変更したい文字を選択

文字の大きさを変更したい場合は、変更したい文字を選択し、「テキスト設定」から

文字のサイズを選んでください。

文章の中の特定の文字のみを大きくすることはできません。

理由としては、特定の文字のみを大きくしてしまうと、文書全体としてのレイアウトが

崩れ、読みづらく見栄えが悪くなってしまうからです。

そのため、文字の大きさを変更する場合は、文章全体の大きさを変更してください。

テキストの色
変更したい文字を選択



画像を挿入する

「アップロード」ボタンをクリックし、追加したい画像を選択してください。
またはグレーの画像領域内に、画像をドロップ&ドラッグすることでも画像を追加
することができます。既に画像がメディアライブラリにアップされている場合は「メ
ディアらライブラリ」から追加してください。

本文に画像を挿入する際は、挿入したい場所で「画像ブロック」を追加してくださ
い。

ブロックを追加

ファイルを選択または
ドロップ＆ドラッグ
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アップロードする画像は、半角英数の名前に変更してアップロードお願いします。日本語の
名前の画像の場合、パソコンによっては、画像が正常に表示されない可能性があります。

「画像」を選択

画像が挿入されます。



画像を挿入する

画像を横並びで挿入したい場合は、「カラム」ブロックでまず２列に分けてから画像
を挿入してください。「カラム」ブロックはレイアウト要素の中にあります。

列をいくつに分けるか選択します。

列に分けたところで、さらにその
列の中に画像ブロックを追加し
ます。
画像の横に文章をおきたい場合
は、一つは画像ブロック、一つは
段落ブロックを置いてください。

レイアウト要素

カラムブロックを追加
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リンクを張りたい文章を選択した状態で、リンクの挿入ボタンをクリック・
決定ボタンでリンクを確定させてください。

トピックスの別記事へリンクをしたい場合は、記事タイトルを入力すると該当
する記事へのリンクが表示されます。

リンクを挿入する

任意の文章範囲を選択
リンクの挿入ボタンをクリック
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新しいタブで開く場合はチェック

URLを入力 決定ボタン



ブロックを削除したい場合は、削除したいブロックを選択し、「詳細設定」をク
リック。そこから「ブロックを削除」を選択してください。

ブロックを削除する
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詳細設定をクリック

ブロックを削除

カラムブロックを消す場合は、ブロックとブロックの間あたりを選択するとカラ
ムブロック自体が選択されます。

このあたりを選択



ブロックの並び順を入れ替えたい場合は、ブロックを選択して「移動」ボタンを
クリックし、希望する並び順に調整してください。

ブロックの順序を入れ替える
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移動ボタンをクリック



「トピックス一覧」をクリックすると、記事一覧が表示されます。
修正したい記事のタイトルをクリックしてください。

投稿情報の再編集

一度投稿された内容は、公開・下書き状態に限らず、全て一覧ページに蓄積され、さ
らに後で内容を変更することもできます。

タイトルをクリック

公開されている記事を再度編集・修正可能。
修正が完了したら「更新」ボタンクリックで内容が更新されます。

更新ボタン
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削除する場合、削除したい記事にマウスを乗せると、「ゴミ箱」欄が表示され
ます。「ゴミ箱」をクリックすることで、記事を削除できます。

※ゴミ箱へ移動させた記事は、「ゴミ箱一覧」に残ります。
万が一、間違えてゴミ箱に送ってしまった場合は、ゴミ箱から
もう一度戻すことが可能です。

投稿情報の削除・非表示

一度投稿された内容を削除・非表示することができます。

ゴミ箱をクリック

非表示にする場合、非表示にしたい記事にマウスを乗せると、「クイック編
集」が表示されるので、クイック編集をクリック。

非公開ボタンにチェックをいれ、更新をクリックすると、記事が削除されず、
非公開となります。
※ただし、WPの管理画面にログインしている状態のブラウザでサイトをみ
ると、非公開記事も表示されます。WPの管理画面にログインしていないブラ
ウザで見ると、非公開記事は表示されません。

更新ボタン

非公開ボタン
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WORKS(施工実績)を追加

メニューより「施工実績」の「施工実績を追加」をクリックします。
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記事タイトルを入力してください。

本文を入力して下さい。

data内容を追加してください。「行を追加」から複数行追加できます。※詳細は次ページ

施工写真を追加してください。「行を追加」から複数枚追加できます。※詳細は次ページ

カテゴリーをチェックしてください。

アイキャッチを設定してください。アイキャッチはSNSで共有した際に表示される画像
になります。

記事が完成したら、プレビューで内容を確認後、公開してください。
公開しない場合は下書き保存してください。

３

４

５

6



WORKS(施工実績)を追加

本文

施工写真

data内容

1５

data内容は「行を追加」をクリックして入力欄を追加してください。入力した文章が
そのまま反映されます。行を追加したあと、結局行を使わない場合は、必ず「行を削
除」してください。空欄のままだとエラーとなります。※施工写真も同様です。

行を削除

タイトル



WORKS(施工実績)を追加
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施工写真を追加する場合は「行を追加」をクリックして、さらに「画像を追加する」を
クリックしてください。

行を追加
画像を追加

挿入したい画像にチェックが入っ
ているかを確認し、代替テキスト
を入力して「select」ボタンをク
リックしてください。
すると、画像が挿入されます。

※代替テキストとは、その画像を
文章で説明することです。画像が
表示されなかった場合に、代わり
に表示されます。

複数枚挿入する場合はこの作業
を繰り返してください。

代替テキストを入力

selectで挿入

挿入したい画像にチェック

「ファイルをアップロード」より挿入したい画像
をアップロードしてください。

既にメディアライブラリに入っている場合は、
メディアライブラリを選択してください。



トークルームの新規追加

「新規追加」をクリック

トークルームの新規投稿は、メニューバーの「トークルーム」「新規追加」をクリッ
クして下さい。

タイトル入力エリア

カテゴリー

アイキャッチ

本文入力エリア
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一覧ページ表示用画像設定

YOUTUBE登録箇所

1

2

3

4

５

６



トークルームの新規追加

1

2
3

4
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記事タイトルを入力してください。

本文を入力して下さい。

一覧ページやトップページ表示用の画像を登録してください。

YOUTUBEを投稿する場合は、ここに下記のYOUTUBEタグを入力してください。

YOUTUBEに動画をアップし

該当の動画の「共有」ボタンをクリック。

「埋め込み」をクリック。

「コピー」をクリック。

コピーしたタグを「YOUTUBE登録箇所」

に貼り付けてください。

カテゴリーを設定してください。

アイキャッチ画像を設定してください。アイキャッチ画像は、SNSで共有した場合の
画像になります。

内容をプレビューで確認後、公開もしくは下書き保存してください。
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「名前」にカテゴリー名を入力。

スラッグは英語でカテゴリーを表してください。URLの一部になります。

親カテゴリーの中の子カテゴリー として追加する場合、親カテゴリーを選んでください。
親カテゴリーがない場合は「なし」で大丈夫です。
上記の場合、「お仕事の話」が親カテゴリーで「AAAAAA邸」は子カテゴリーになります。

入力が終わったら、「新規カテゴリー追加」をクリックしてください。

トークルームのカテゴリーを追加する場合は
「トークルームカテゴリー」をクリックしてください。

トークルームの新規追加
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