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『テンプレート管理画面（通常用・ブログ用・携帯用・SP用 ）』

『テンプレート管理画面』

『テンプレート編集画面』

『ベース編集』

『テンプレート設定情報編集』

ホーム

段組みの配置・移動・削除・コピー

『スキン・拡張機能管理画面』

『サイドバー編集画面』

 『ヘッダー編集』

 『ナビゲーションー編集』

『フッター編集』

『ユニット編集』

 『カバー編集』

『メニュー＆ページ管理（ページ管理画面）』

『編集画面』

『段組みの配置』

『段組みの移動・削除・コピー』

『ユニットの配置』

『ユニットの移動・削除・コピー』

『ユニットの編集』

連載記事ページを作成する 『メニュー＆ページ管理（ページ管理画面）』

『メニュー＆ページ管理（連載記事ページ管理画面）』

素材を使う 『素材管理画面（ラベル）』『素材管理画面（フォルダ）』

『画像編集』

拡張ユニットを登録する 『拡張ユニット管理画面』

『メニュー＆ページ管理（ページ管理画面）』ページを作成する

サイトのデザインを設定する !!!!
テンプレート編集・サイドバーを登録する !!!!!!!!!!!!
グローバル・ローカルメニューを作成する !!!!

ナビゲーション編集

フッター編集

ユニット編集

テンプレート編集

メニュー追加・編集・削除

公開をする・やめる

テンプレート変更

テンプレート新規作成

テンプレート基本情報編集

サイドバー編集

ファイルを追加・削除

素材ファイル操作

画像編集

スキン・拡張機能管理

ユーザ管理

フォームジェネレータ

ブログモジュール

ページ編集

スキンを追加する

ベース編集

ヘッダー編集

カバー編集

スキンを追加・CSS編集・複製・削除

拡張ユニットを追加する

システムモジュールを追加する

新規ユーザ登録・編集

フォーム作成・フォーム一覧・利用権限設定

ブログ管理

ユニットの配置・移動・削除・コピー・編集

メニュー＆ページ管理

テンプレート管理

素材管理

その他管理

モジュール

サイト設定



《操作マニュアル》

（2）テンプレート管理画面（PCサイト作成の流れ） 

 3

テンプレート操作について 
ここではテンプレートの新規作成、基本
情報の編集、サイドバー編集、複製、削
除などが行えます。 
操作を行いたいテンプレートのチェック
ボックスをクリックして、メニューを選
択すると各項目を選択できるようになり
ます。  
通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォ
ン用があります。

チェックボックス

テンプレートのプレビュー
を表示します。

スキンとは？ 
主に文字や背景の表示色、大きさ、フォント、外観などが定義され
たもののことです。スキンを入れ替えることによって、サイトのデザ
インを変更することができます。 
テンプレートとは？ 
スキンを用いてテンプレート編集で背景画像や色、カバーなど自由
にデザインを編集したものです。（テンプレート編集について詳しく
は『（5）テンプレート編集画面』6ページから12ページをご覧くだ
さい） 
作成されたテンプレートを用いてメニューごとにテンプレート使い
分けることができます。 
このメニューにはテンプレート①、このメニューにはテンプレート
②、といった使い方ができます。

『テンプレート編集』ページ
へ移動します。 
（テンプレート編集について
詳しくは『（5）テンプレー
ト編集画面』6ページから12
ページをご覧ください）

サイドバーのあるスキンのみ
「編集」ボタンが表示され、
『サイドバー編集』ページへ
移動します。 
（サイドバー編集について詳
しくは『サイドバー編集画面』
13ページをご覧ください）

スキンのレイアウトのイメー
ジです。

※テンプレート設定情報変更への行き方 
!

テンプレート管理（管理メニュー） 

!
テンプレート一覧（通常用）

ここで通常用､ブログ用､
携帯用､スマートフォン
用を切り替えます。 
PCサイト作成には通常
用を選択します。 
ブログモジュールページ
にはブログ用を選択しま
す。

メニュー別テンプレート
管理画面へ移動します。 
メニュー単位で使用して
いるテンプレートの確認
等ができます。



《操作マニュアル》

（3）スキン・拡張機能管理画面（PCサイト作成の流れ） 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※スキン・拡張管理画面への行き方 
!

その他管理（管理メニュー） 

!
スキン・拡張機能管理（ポップアップ） 

!
スキン・拡張機能管理画面

ここで通常用､ブログ用､
携帯用､スマートフォン
用を切り替えます。 
PCサイト作成には通常
用を選択します。 
ブログモジュールページ
にはブログ用を選択しま
す。

bingo!CMSオフィシャルサイトのスキンダウンロードページに移動します。

ここをクリックするとポップアップウインドウが開きCSSファイルの編集が行えます。

スキンの削除をします。 
※テンプレートとして登録されているスキンは削除できません。

スキンの複製をします。

ここからスキンのファイ
ル(zip)を選択後、登録
ボタンをクリックし、新
規スキンをインストール
します。 
スマートフォン用スキン
を登録すると、スマーフォ
ン用ページに自動的に登
録されます。 
※ブログ用スキンは必ず
フ ァ イ ル 名 先 頭 に
『blog-』を付けたファ
イル名にしてください。 
先頭に『blog-』が付か
ないファイル名の場合、
ブログ用スキンとして認
識しません。
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テンプレート名を設定
します。

テンプレート管理画面
へ移動します。

スキンを新たに追加、削除、
編集等するには、『その他
管理』内にある『スキン•拡
張機能管理』で行うことが
できます。（詳しくは
『（3）スキン・拡張機能
管理画面』4ページをご覧
ください）

パンくずリストの表示、
非表示を設定できます。

テンプレートの説明を書
き込むことができます。

（未選択）

（選択中）

※テンプレート設定情報変更への行き方 
!

テンプレート管理（管理メニュー） 

!
テンプレート操作（ポップアップ） 

!
　　　新規作成（ポップアップ内項目）　　or　　基本情報編集（ポップアップ内項目） 

!
テンプレート設定情報変更画面

スキン・拡張機能管理画面

通常用を選択します。 
ブログについてはブロ
グ用を選択してくださ
い。

※基本情報編集を行う際は編集をしたいテンプレートのチェックボックスを
クリックしテンプレート操作を選択してください。

※スキンを新規保存すると自動的にテンプレート一覧に追加したスキンが表示されます。テンプレート一覧では名前順にテンプレートが表示されます。
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※テンプレート編集画面への行き方

編集する箇所を切り替え
ます。

テンプレート管理へ移動
します。

プレビューを表示します。

テンプレート管理

テンプレート編集画面

保存します。

保存前の状態に戻します。 
※リセット後、保存ボタンをク
リックしないとリセット状態が
保存されません。リセット状態
を保存したい場合は必ず「保存
する」ボタンをクリックして下
さい。

ページ内にスケールを表
示します。

テンプレート項目・編集

ページ内に編集箇所を表
示します。

編集パレット上部表示モード

編集パレットを上部表示モードに変更します。

テンプレート編集画面から、CSSを変更することなく、色や背景
画像、各パーツの余白などデザインの変更がブラウザからの作業
で簡単に可能です。変更した内容も「保存する」ボタンのワンク
リックですぐにWebサイトに反映されます。
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（5）テンプレート（ベース）編集画面（PCサイト作成の流れ） 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ラウンドでコンテンツエリアの角が丸ま
ります。 
角丸の半径を設定します。 
（ラウンド選択時のみ） 
背景色を設定します。 
背景色を透過します。 
文字の色を設定します。 
リンクの文字を設定します。 
マウスを乗せた時のリンク文字色を設定
します。

背景色 
透過 
画像選択 
削除 
背景画像を固定する 
位置X !!!
位置Y 
左寄せ/中央/右寄せ 
X軸リピート 
Y軸リピート

ボディー
ページ全体の背景色を設定します。 
ページ全体の背景色を透過します。 
ページ全体に背景画像を敷きます。 
画像選択で敷いた画像を削除します。 
背景画像を固定にします。 
背景画像の位置（横方向）を設定します。 
（左寄せ/中央/右寄せの設定が表示されて
いるスキンではこの項目は表示されません）!
背景画像の位置（縦方向）を設定します。 
背景画像の位置を設定します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。

スクエア/ラウンド !
ラウンド半径 !
背景色 
透過 
文字色 
リンク文字色 
リンク文字ホバー色

コンテンツエリア

※1

※2

※1 ボディー

※2 コンテンツエリア

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。
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（5）テンプレート（ヘッダー）編集画面 （PCサイト作成の流れ） 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背景色 
透過 
画像選択 
削除 
位置X !!
位置Y 
左寄せ/中央/右寄せ 
X軸リピート 
Y軸リピート

背景 ※2

高さ

高さ
ヘッダーの高さを設定します。

※1

※1 高さ、※2 背景

ロゴ
ロゴ画像を登録します。 
登録したロゴを削除します。 
ロゴを非表示にします。 
ロゴの位置（横方向）を変更します。 
ロゴの位置（縦方向）を変更します。

※3

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

※4 SEO文章 ※3 ロゴ ※5 サブナビゲーション

画像選択 
削除 
非表示 
位置X 
位置Y

文章 
文字色 
非表示 
書体 
太さ 
文字サイズ 
位置X 
位置Y

SEO文章
SEO文章を設定します。 
文章の文字色を設定します。 
SEO文章を非表示にします。 
文字の書体を設定します。 
文字の太さを設定します。 
文字のサイズを設定します。 
文章の位置（横方向）を設定します。 
文章の位置（縦方向）を設定します。

※4

文字色 
非表示 
書体 
太さ 
文字サイズ 
位置 !!
リンク文字 
URL 
同ページで開く

サブナビゲーション
文字色を設定します。 
サブナビゲーションを非表示にします。 
文字の書体を設定します。 
文字の太さを設定します。 
文字のサイズを設定します。 
サブナビゲーションの位置を設定します。 
基点は右基点、左基点より設定できます。 
Xは横方向の位置、Yは縦方向の位置を設定します。 
リンク文字を設定します。 
リンク先を設定します。 
リンク先の開き方を設定します。

※5

ヘッダー部分の背景色を設定をします。 
ヘッダー部分を透過します。 
ヘッダー部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像の位置（横方向）を設定します。 
（左寄せ/中央/右寄せの設定が表示されてい
るスキンではこの項目は表示されません） 
背景画像の位置（縦方向）を設定します。 
敷いた画像の位置を設定します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。
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高さ

高さ
カバー部分の高さ(px)を設定します。

※1

デザイン 
トラジション 
エフェクトスピード

スタイル
カバーのデザインを設定します。 
カバー画像の切替エフェクトを設定します。 
カバー画像の切替スピードを設定します。

※2

画像選択 
削除 
URL 
同ページで開く 
＋ / -

カバー
カバー画像を設定します。 
設定したカバー画像を削除します。 
リンク先を設定します。 
リンク先の開き方を設定します。 
カバー画像の枚数の追加と削除を行います。

※3

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

※1 高さ、※2 スタイル、※3 カバー
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（5）テンプレート（ナビゲーション）編集画面（PCサイト作成の流れ） 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グローバルナビゲーション バッググラウンド部分
の背景色を設定します。 
グローバルナビゲーション バッググラウンド部分
を透過します。 
グローバルナビゲーション バッググラウンド部分
に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。 !　 
グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー
色を設定します。 
グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー
文字色を設定します。 
グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー
部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。 !
　 
グローバルナビゲーション アクティブ•ホバー時
のメニュー色を設定します。 
グローバルナビゲーション アクティブ•ホバー時
のメニュー文字色を設定します。 
グローバルナビゲーション アクティブ•ホバー時
のメニュー部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。

バックグラウンド 
背景色 !
透過 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート !
メニュー 
背景色 !
文字色 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート !
アクティブ•ホバー 
背景色 !
文字色 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

グローバルナビゲーション ※1

※1 グローバルナビゲーション

ローカルナビゲーション ※2

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

※2 ローカルナビゲーション

バックグラウンド 
背景色 !
透過 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

  
ローカルナビゲーション バッググラウンド部分
の背景色を設定します。 
ローカルナビゲーション バッググラウンド部分
を透過します。 
ローカルナビゲーション バッググラウンド部分
に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。

メニュー 
背景色 !
文字色 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

!
ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー
色を設定します。 
ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー
文字色を設定します。 
ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー
部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。

!
アクティブ•ホバー 
背景色 !
文字色 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

　 
ローカルナビゲーション アクティブ•ホバー時の
メニュー色を設定します。 
ローカルナビゲーション アクティブ•ホバー時の
メニュー文字色を設定します。 
ローカルナビゲーション アクティブ•ホバー時の
メニュー部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。
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背景色 
透過 
画像選択 
削除 
位置Y 
左寄せ/中央/右寄せ 
X軸リピート 
Y軸リピート 
文字色 
リンク文字色 
リンク文字ホバー色

フッター

フッター部分の背景色を設定します。 
フッター部分を透過します。 
フッター部分の背景画像を選択します。 
フッター部分に選択した背景画像を削除します。 
背景画像の位置（縦）を設定します。 
背景画像の位置（横）を設定します。 
背景画像を横に繰返し表示させるか設定します。 
背景画像を縦に繰返し表示させるか設定します。 
フッター部分の文字色を設定します。 
フッターナビゲーションの文字色を設定します。 
フッターナビゲーションにマウスを乗せた時の文
字色を設定します。

※2

フリーエリア

フリーエリア
会社住所等、自由に文字を設定することがで
きます。

※3

リンク文字 
URL 
同ページで開く 
＋ / -

フッターナビゲーション
リンク文字を設定します。 
リンク先を設定します。 
リンク先の開き方を設定します。 
ナビゲーションの追加と削除を行います。

※4

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

コピーライト文字

コピーライト
コピーライトを設定します。

※5

※3 フリーエリア※1 レイアウト、※2 フッター ※4 フッターナビゲーション ※5 コピーライト

高さ 
余白上 !
余白下

レイアウト
フッター部分の高さを設定します。 
フッター部分、フリーエリアより上の余白を設定
します。 
フッター部分、コピーライトより下の余白を設定
します。

※1
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文字色 
左寄せ/中央/右寄せ

タイトル
タイトルの文字色を設定します。 
タイトルの位置を設定します。

※1

文字色 
左寄せ/中央/右寄せ

サブタイトル
サブタイトルの文字色を設定します。 
サブタイトルの位置を設定します。

※2

左寄せ/中央/右寄せ 
スクエア/ラウンド 
ラウンド半径 !
背景色 
文字色 
画像選択 
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

背景付タイトル ※3

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

見出し背景色 
文字色

背景色を設定します。 
文字色を設定します。

スクエア/ラウンド 
ラウンド半径 !
背景色 
文字色 
余白

ユニット共通
ラウンドで角が丸くなります。 
角丸の半径を設定します。 
（ラウンド選択時のみ） 
背景色を設定します。 
文字色を設定します。 
背景色・枠線を設定した際の枠から文字
までの余白を設定します。

※5

※1 タイトル

※2 サブタイトル

※3 背景付タイトル

※4  表・リスト・ブログパーツ

※5 ユニット共通タイトルの位置を設定します 
ラウンドで角が丸くなります。 
角丸の半径を設定します。 
（ラウンド選択時のみ） 
背景色を設定します。 
文字色を設定します。 
背景に画像を敷きます。 
背景に設定した画像を削除します。 
背景画像の位置（横方向）を設定します。 
背景画像の位置（縦方向）を設定します。

表・リスト・ブログパーツ ※4
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サイドバー編集の初期画面です。 
オレンジ色の点線枠内をクリックします。

ローカルメニューの下方スペースを設定します。 
作業が終了したら保存を選択します。

保存後、設定が反映されます。

サイドバーはローカルメニューの
上下にユニットを配置することが
できます。

※注意　 
ローカルメニューの下方スペース設定は初期設定の『標準』から変更の必要がない場合も
必ず編集画面を開いて『保存』ボタンをクリックしてください。 
保存しないとローカルメニューを正常に使用することができません。

ユニット設定後です。

※サイドバー編集画面への行き方

テンプレート管理

サイドバー編集画面

サイドバー項目、編集

オレンジ色の点線枠内にユニットを配置
することができます。 
各ユニットについての説明は別冊マニュ
アル「モジュール・ユニット解説編」をご
覧ください。 

※サイドバーのないスキンの場合、「サイド
バー項目」に編集ボタンは表示されません。
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　メニュー 

　　　　選択中 

　　　　チェック中

メニュー操作について 
ここではメニューの追加、メニューの公開、編
集、削除などを行います。 
チェックボックスをクリックして、メニューを
選択すると『ローカルメニューを追加する』『公
開する』等の項目も選択できるようになりま
す。 また、『メニュー編集』にて担当者割当
て等ができます。 
PC用と携帯用があります。左はPC用の画面で
す。携帯用には『システムモジュール付きメ
ニューを追加する』の項目がありません。 
（メニュー操作について詳しくは『（7）メ
ニュー&ページ管理（メニュー操作）』14
ページをご覧ください）

ページ操作について 
ここでは新規ページの作成、ページの公開、削除
などを行います。 
ページ内のチェックボックスをクリックすると、
『複製』『公開する』等の項目も選択できるよう
になります。 
また、『ページ操作』横のチェックボックスをク
リックするとページ管理内のチェックボックスす
べてがチェックされます。 
基本情報変更では、検索の際のキーワードや説明、
ページのタイトルを設定することができます。 
（ページ操作について詳しくは『（7）メニュー&
ページ管理（ページ管理 ページ操作）』17ページ
をご覧ください）

ページの移動 
チェックしたペー
ジの移動先を選
択します。選択
した後に『移動
する』ボタンを
押すと、チェッ
クしたページが
選択したページ
へ移動します。

非公開

公開

ローカルメニュー

ページの状態

編集ページプレビュー（PC）

ページ編集へ移動します。 
（ページ編集について詳しくは『（8）ページ
編集（編集画面）』20ページから26ページを
ご覧ください）

ここをクリックすることで 
『連載記事ページ管理』へ移動します。 
（連載記事ページについて詳しくは『（7）メ
ニュー&ページ管理（連載記事ページ管理画
面）』19ページ、別冊マニュアル「モジュール・
ユニット解説編」をご覧ください）

メニュー編集ができます。

ブログモジュール
について 
詳しくは別冊マニュア
ル「モジュール・ユニッ
ト解説編」をご参照く
ださい。

ページタイトル

編集ページプレビュー（スマートフォン）

公開ページプレビューメニュー表示アイコン（スマートフォン）

メニュー表示アイコン（PC）

基本情報設定画面が開きます。 
（基本情報について詳しくは『（7）メニュー
&ページ管理（基本情報）』18ページをご覧
ください）

フォームジェネレータ
について詳しくは別冊
マニュアル「モジュー
ル・ユニット解説編」
をご参照ください。
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[メニューを追加する] 
新しいメニューを追加します。 !
[システムモジュール付きメニューを追加する] 
フォームジェネレータやブログなどシステムモジュー
ル付きメニューを追加します。 
（詳しくは別冊マニュル「モジュール・ユニット解説
編」、フォームジェネレータ・ブログモジュールをご
覧ください） 
※この項目は携帯用にはありません。 !
[ローカルメニューを追加する] 
ローカルメニューを追加します。 
ローカルメニューを追加したいメニューのチェックボッ
クスをクリックし選択するとローカルメニューを追加
できます。 !
[公開する] 
非公開中のメニューを公開します。 
公開したいメニューのチェックボックスをクリックし
選択してください。 !
[公開をやめる] 
公開中のメニューを非公開にします。 
非公開にしたいメニューのチェックボックスをクリッ
クし選択してください。 !
[テンプレートを変更する（公開中）] 
PC用のテンプレート（公開中）を変更します。 
テンプレートを変更したいメニューのチェックボック
スをクリックし選択してください。 !
[テンプレートを変更する（編集中）] 
PC用のテンプレート（編集中）を変更します。 
テンプレートを変更したいメニューのチェックボック
スをクリックし選択してください。 !
[スマートフォンテンプレートを変更する（公開中）] 
スマートフォン用のテンプレート（公開中）を変更し
ます。 
テンプレートを変更したいメニューのチェックボック
スをクリックし選択してください。 
※この項目は携帯用にはありません。 !
[スマートフォンテンプレートを変更する（編集中）] 
スマートフォン用のテンプレート（編集中）を変更し
ます。 
テンプレートを変更したいメニューのチェックボック
スをクリックし選択してください。 
※この項目は携帯用にはありません。 !
[メニュー編集] 
※右、図1参照 !
[メニューカスタム編集] 
※16ページ「メニューカスタム編集」参照 !
[並び順変更] 
メニューの並び順を変更します。 
（グローバルナビゲーションにも反映されます） !
[削除] 
メニューを削除します。 
削除したいメニューのチェックボックスをクリックし
選択してください。

[グローバルメニュータイトル] 
グローバルメニュータイトルを入力します。 !
[メニュー表示（PC）]（必須） 
PCサイトでグローバルナビゲーションにメニュー名の表示を
するかを選択します。 
※この項目は携帯用にはありません。 !
[サイトマップ表示（PC）]（必須） 
PCサイトでサイトマップユニットにメニュー名を表示するか
を選択します。 
※この項目は携帯用にはありません。 !
[メニュー表示（スマートフォン）]（必須） 
スマートフォンサイトでグローバルナビゲーションにメニュー
名の表示をするかを選択します。 
※この項目は携帯用にはありません。 !
[サイトマップ表示（スマートフォン）]（必須） 
スマートフォンサイトでサイトマップユニットにメニュー名を
表示するかを選択します。 
※この項目は携帯用にはありません。 !
[ディレクトリ名]（必須） 
ディレクトリ名を入力します。 

[SSL表示] 
SSL表示をする場合はチェックを入れてください。 
※この項目は携帯用にはありません。 !
[ページ編集担当者] 
ユーザ管理にてユーザ登録した担当者が表示され担当者を
割当てることができます。 
（担当者について、詳しくは『（21）その他管理 ユーザ管
理画面』46ページをご覧ください） !
[ページ編集担当者権限] 
担当者にページ公開権限を与えるかを選択できます。 !
[グローバルメニュー登録者] 
グルーバルメニュー登録者が表示されます。 !
[アクセス制限] 
「アクセス権限に利用する」にチェックを入れ、ユーザー
名•パスワードを設定するとサイトにアクセス制限をかける
ことができます。アクセス制限を設定すると、ブラウザで
サイトを表示する際、ユーザー名•パスワードの入力を求め
られます。ホーム（ページ）に設定するとサイト全体に制
限がかけられます。 

（図1）
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[メニュータイプ] 
メニューをテキストで表示するか、作成した
画像ボタンで表示するかを選択します。

[画像] 
メニュータイプを「画像」に設定した場合の、
画像ボタン（デフォルト時・ホバー時）を選
択・設定します。

[サブテキスト] 
メニュータイプを「テキスト」に設定した場合
にメニュー名にサブテキストが設定できます。 

[アイコン画像] 
メニュータイプ（テキスト・画像ボタン）に
関わらず、メニューの頭にアイコン画像
(15px×15px)を設定できます。（デフォルト
時・ホバー時） 
削除ボタンにチェックを入れて「更新ボタン」
を押すことで、画像の削除ができます。

!
[更新ボタン] 
公開中のメニューへ反映します。

メニューのデザインをカスタマイズします。

[メニュー名]

!!
[公開状態] 
編集したメニューが公開中か、非公開かを表し
ています。

!!
[保存ボタン] 
すべてのメニューカスタム設定を保存します。

デフォルト時 マウスホバー時

アイコン画像（下記設定における実際のWebサイトでの表示）（表示例）サブテキスト
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[新規] 
新しいページを追加します。 !
[複製] 
選択されたページを複製します。 
複製したいページのチェックボックスをクリックし選択す
るとページを複製できます。 !
[連載記事ページに変更する] 
選択されたページを連載ページに変更します。 
変更されたページは『連載記事ページ管理』へ移動します。 !
[更新する] 
ページを編集後の最新状態に更新し、公開します。 
更新したいページのチェックボックスをクリックし選択し
てください。 !
[インデックスページとして更新する] 
選択されたページをインデックスページ（メニューのトップ
ページ）として更新します。 
インデックスページとして更新したいページのチェックボッ
クスをクリックし選択してください。 !
[公開を再開する] 
非公開中のページを公開します。 
公開したいページのチェックボックスをクリックし選択し
てください。 !
[公開をやめる] 
公開中のページを非公開にします。 
非公開にしたいページのチェックボックスをクリックし選
択してください。 !
[公開を申請する（担当者）・公開を却下する（管理者）] 
ページ編集担当者（ページ編集担当者ページ公開権限なし）
として割当てられた担当者がページの編集を行った場合 [公
開を申請する] から担当者へ公開申請をします。公開申請を
すると公開申請のメールが管理者及び登録担当者宛に送信
されます。 
ページ編集担当者（ページ編集担当者ページ公開権限なし）
が公開申請をした場合以下のようなアイコンが表示されま
す。 ページ編集担当者によって編集されたページは該当ペー
ジ右端の編集ページプレビューアイコンで確認できます。申
請を許可する場合は [更新する] 、却下する場合は [公開を
却下する] を選択したください。その際、その旨のメールが
管理者及び登録担当者宛に送信されます。 
共に該当ページのチェックボックスをクリックしページ操
作を選択してください。

[編集中を公開中で上書く] 
編集中のページを現在公開されているページの状態に上書
きます 
上書きしたいページのチェックボックスをクリックしペー
ジ操作を選択してください。 !
[基本情報変更] 
ページURLやページタイトル、ページタイトルタグ、ペー
ジキーワード、ページ説明文、アクセス解析用タグなどの
ページ基本情報を変更します。 
変更したいページのチェックボックスをクリックしページ
操作を選択してください。 
基本情報変更について、詳しくは『（7）メニュー&ペー
ジ（基本情報）』18ページをご覧ください。 !!
[ページ編集] 
編集画面に移動します。 
編集画面について、詳しくは『（8）ページ編集』20ペー
ジから26ページをご覧ください。 !
[並び順変更] 
ページの並び順を変更します。 !
[削除] 
ページを削除します。 
削除したいページのチェックボックスをクリックしページ
操作を選択してください。
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OGP/サイトマップ設定

[ファイル名（ページURL）]（必須） 
ページURLが表示されます。 !
[ページタイトル]（必須） 
ページタイトルを入力します。 !
[表示固定] 
デバイスに関わらず、常にPC向けのレイアウトで表示させるか選択します。 !
[ページタイトルタグ] 
ブラウザのウィンドウバーに表示される文字列を設定します。 !
[公開期間]（必須） 
公開期間を設定します。開始日はデフォルトで当日が設定されています。 !
[ページキーワード] 
検索エンジン用のページキーワードを入力します。 !
[ページ説明文] 
検索エンジン用のページ説明文を入力します。 !
[アクセス解析用タグ] 
GoogleAnalyticsに代表されるアクセス解析用のJavaScriptを登録します。 
ページ単位でアクセス解析を設定した場合に入力します。

[OGP：type] 
ページのタイプ（種別）をプルダウンから選択し設定します。 !
[OGP：title] 
ページタイトルを入力します。 !
[OGP：description] 
ページの説明を入力します。 !
[OGP：image] 
ページのサムネイル画像などの画像を設定します。 !
[更新頻度] 
検索エンジン用のページ単位での更新頻度をプルダウンから選択し設定します。 !
[優先度] 
検索エンジン用のサイト内でのページの優先度をプルダウンから選択し設定します。 

OGP / OGPを設定することにより、主なSNS（facebookなど）との連携（ページのシェアなど）の際、ページの情報を正しく認識させることができます。 
サイトマップ設定 / 検索エンジン用のサイトマップ（sitemap.xml）の設定を行います。

＜基本情報設定への行き方＞

SNS設定 
Twitter、Facebook、google＋、はてなブックマークのシェアボタンの表示を設定します。(対応スキンのみ)
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ラベル

基本情報設定画面が開きます。 
連載記事ページの基本情報設定画面では通常ペー
ジの基本情報設定に加え、「ページの公開期間」
「重要度」「ページ概要文章(一覧表示用,RSS用)」
「サムネイル画像」の設定ができます。

編集ページへ移動します。

ページ操作について 
ここではページ管理のページ操作同様に、連載記事についてのページ操作を行い
ます。 
新しい連載記事を作成したい場合は『新規』をクリックしてください。 
また、操作を行いたいページのチェックボックスをクリックすることで、『複製』
『公開する』『通常ページに変更する』等の項目も選択できるようになり実行する
ことができます。 
基本情報変更では、検索の際のキーワードや説明、ページのタイトルを基本情報を
設定•変更することができます。 
連載記事について詳しくは別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」もあわ
せてお読みください。 
※『通常ページに変更する』を実行した場合、そのページは『ページ管理』へと移
動します。

ラベル設定について 
ここではの新規ラベルの作成、ラベル管理、ラベルの適用などを行います。 
ページのチェックボックスをクリックすると、クリックしたページにラベルを適用できる
ようになります。 

『ラベル設定タブ』内の『ラベル管理』
を選択すると左図の画面が出てきます。 
ラベルの名称や、ラベルの色を変更す
ることができます。
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右横のユニットの各アイコンにカーソ
ルを合わせると名前が表示されます。

『ヘッダー』です。

段組みモードへ移動します。

ページ＆メニュー管理画面に移動します。

登録されているクリップボードの名称、並び
順変更、削除等、クリップボードの編集がで
きます。

※　段組みとユニットについて 
段組みとはページ内のレイアウトのことで、ユ
ニットは段組みの中に入れる画像や、テキスト
等のことです。 
ページを編集する際は、まず段組み内のコンテ
ナを使ってページ内のレイアウトを作成し、次
にその中にユニットを配置する。というのが基
本の流れとなります。 
コンテナ•ユニット共に2つ以上配置することが
できるので、複雑なページを作成することも可
能です。また、ドラッグ＆ドロップで上下の並び
替えも簡単に行えます。

編集のページを別ウィンドウでプレビューす
ることができます。（PC）

この中からユニットアイコン（ユニッ
トモード時）または段組みアイコン（段
組モード時）を赤枠内にドラッグ&ド
ロップし配置します。

『メニュー＆ページ管理』で作成され
たメニューが表示されます。

この赤い枠の中に段組み用コンテナと
ユニットを配置します。配置する際は
段組み用コンテナとユニットをドラッ
グ＆ドロップでここへ持ってきます。
ページ編集内で編集できるのはこの枠
内のみとなります。

『段組み•ユニット選択プルダウン』です。段組み•ユ
ニットの種類が選択できます。選択した種類の段組み・
ユニットがすぐ横にアイコンで表示されます。

※ヘッダーとフッターはテンプレート管理内のテンプレート編集で編集することができます。

編集のページを別ウィンドウでプレビューす
ることができます。（スマートフォン）

❶ 段組み用コンテナを用いて作成したレイアウト ❷ レイアウト内にユニットを配置したイメージ

表示するユニットを選択できます。 
（PCのみ／スマートフォンのみ／すべて表示）

アンカーメニューを設定できます。

「非表示」にすると、下の赤い枠が表示されな
くなります。

バックアップをとることができます。
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段組みの配置 
段組みを配置するには、まず❶の『段組み・ユニット選
択プルダウン』からコンテナを選択します。 !
次に❷の枠内からコンテナを選択してドラッグ＆ドロッ
プでページ内に配置します。 !
右図では『コンテナユニット2列（67：33）』を選択し
ました。配置されると右図下のようになります。灰色の
枠が配置されたコンテナです。

❶ ❷

コンテナユニット1列

コンテナユニット2列 
（67：33）
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段組み・コンテナの設定 
段組みを設定するには、まず❶の『段組み・
ユニット選択プルダウン』からコンテナを選択
し、❷の薄いグレーの部分をクリックする
と、下の「コンテナ設定」画面が表示されます。

【コンテナ設定】 !
[背景色]※PC表示設定 
PC表示用のコンテナの背景色を設定します。 !
[背景タイプ] 
コンテナの背景を「背景画像」か「背景動画」か選択します。 !
[背景画像]※PC表示設定 
上の背景タイプで「背景画像」を選択した場合に、PC表示用背景画像を選択します。 !
[背景動画]※PC表示設定 
上の背景タイプで「背景動画」を選択した場合に、youtubeかvimeoの共有リンクURLを入力・設
定します。 !
[背景画像サイズ]※PC・スマートフォン共通表示設定 
上の背景タイプで「背景画像」を選択した場合に、 背景画像の表示サイズを、次の5タイプから選
択します。 !
1. コンテナサイズに収まる最大サイズになるよう拡大縮小(background-size:contain) ⇒ 縦横比
は保持し、コンテナに収まる最大サイズになるように背景画像を拡大縮小します。 !

2. コンテナサイズを完全に覆う最小サイズになるよう拡大縮小(background-size:cover) ⇒ 縦横
比は保持して、コンテナを完全に覆う最小サイズになるように背景画像を拡大縮小します。 !

3. 幅に合わせ拡大縮小(background-size:100% auto) ⇒背景画像の横幅がコンテナの横幅と一致。
背景画像の縦横比を保持し、高さは自動で設定されます。 !

4. 高さに合わせ拡大縮小(background-size:auto 100%) ⇒背景画像の高さとコンテナの高さが一
致。背景画像の縦横比を保持し、幅は自動で設定されます。 !

5. オリジナルサイズ (background-size:auto) ⇒オリジナルサイズを保持します。 !
[背景画像ポジション]※PC・スマートフォン共通表示設定 
背景画像を表示する際の基準位置を指定します。 !
[パディング]※PC表示設定 
上下左右のパディングを設定します。（pxと%が使用可能です）

【背景動画を選択した場合】

【スマートフォン設定】 !
[背景色]※スマートフォン表示設定 
スマートフォン表示用のコンテナの背景色を設定します。 !
[背景画像]※スマートフォン表示設定 
スマートフォン表示用ノ背景画像を選択します。 !
[パディング]※スマートフォン表示設定 
上下左右のパディングを設定します。（pxと%が使用可能です）

❶

❷
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段組みの移動 
段組みを移動するには、まず❶の『段組み・ユニット選択プ
ルダウン』からコンテナを選択します。右図では『コンテナユ
ニット１列』『コンテナユニット2列（67：33）』が配置さ
れています。 
移動させたいコンテナの上にカーソルを持っていくと右図のよ
うに濃い灰色になります。そこからドラッグ＆ドロップで移動
させたい場所へ持っていきます。 
移動すると右図下のようになります。下にあった『コンテナユ
ニット2列（67：33）』が上に移動しました。 !
段組みの削除 
カーソルをコンテナ上に持っていくとコンテナの左に『このコ
ンテナをコピーする』『このコンテナを削除する』というアイ
コンが出てきます。『このコンテナを削除する』を選択すれば
コンテナを削除することができます。その際コンテナ内に配置
されたユニットも削除されます。 !
段組みのコピー 
『このコンテナをコピーする』を選択するとコンテナをクリッ
プボードに保存することができます。その際、一旦コンテナに
保存されたユニットも一緒に保存されます。クリップボードに
コンテナを保存しておく事で、他のページの編集の際に同じコ
ンテナをすぐに作成することができます。クリップボードに保
存されたコンテナは❶『段組み・ユニット選択プルダウン』
内の『クリップボード（コンテナ）』から配置することができ
ます。 
また、クリップボードの削除・編集等は❷のクリップボード
で行います。

このコンテナを削除する

❷

❶

コンテナユニット1列

コンテナユニット2列
（67：33）

❶
このコンテナをコピーする
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ユニットの配置 
ユニットを配置するには、まず❶の『段組み・ユニット選
択プルダウン』からユニットを選択します。 !
右図は『コンテナユニット1列』と『コンテナユニット2列
（67：33）』が配置された状態です。❷の枠内からユ
ニットを選択してドラッグ＆ドロップでコンテナ内に配置
します。ここでは『画像のみ（オリジナルサイズ表示）』
を選択し配置しました。 !
配置されると右図下のようになります。未編集の状態なの
でOriginalImageと表示されています。

❶
❷

コンテナユニット1列

画像のみ（オリジナル
サイズ表示）

コンテナユニット2列 
（67：33）
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ユニットの移動 
移動させたいユニットの上にカーソルを持っていくと右
図の❶のように左側が濃い灰色になります。そこからド
ラッグ＆ドロップで移動させたい場所へ持っていきます。!
移動すると右図下のようになります。上にあった『画像
のみ（オリジナルサイズ表示）』ユニットが下に移動し
ました。 !
ユニットの削除 
カーソルをユニットに持っていくとユニットの左に『こ
のユニットをコピーする』『このユニットを削除する』
というアイコンが出てきます。『このユニットを削除す
る』を選択すればユニットを削除することができます。 
!
ユニットのコピー 
『このユニットをコピーする』を選択するとユニットを
クリップボードに保存することができます。クリップボー
ドにユニットを保存しておくことで、他のページの編集
の際に同じユニットをすぐに作成することができます。
クリップボードに保存されたユニットは❶『段組み•ユ
ニット選択プルダウン』内の『クリップボード（ユニッ
ト）』から配置することができます。 !
また、クリップボードの削除•編集等は❷のクリップボー
ドで行います。

このユニットをコピーする

このユニットを削除する

❶
❷

❶

テキスト

画像のみ（オリジナル
サイズ表示）
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ユニットの編集 
編集したいユニットの上にカーソルを持っていくと右図のようにユニットが灰色に
なります。ここでは『画像のみ（オリジナルサイズ表示）』のユニットを選択しま
した。❶の薄い灰色部をクリックすると❶の編集画面が開きます。 
❶のファイル選択で表示させたい画像ファイルを選び、画像位置表示位置を中央寄
せで保存しました。 !
保存が完了すると右図下のように画像が表示されます。 
他のユニットも同じように編集画面を開くことで編集することができます。 !
各ユニットの説明について詳しくは、別冊マニュアル『モジュール・ユニット解説
編』をご覧ください。

❶

❶
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基本設定

透過度 
アンカーメニューの透過度を設定します。 !
背景色 
アンカーメニューの背景色を設定します。 !
背景画像 
アンカーメニューの背景画像を選択します。!
イージング 
目的のタイトルに到達する際の、動き（ア
ニメーション）と、移動スピードを設 
定します。各動きについては「bingo!CMS
オフィシャルサイト Technical 
Information」（http://www.bingo-
cms.jp/technical_info/ )をご参照くだ
さい。「ms」は1000分の1秒を表してい
ます。1000ms=1秒です。

（スキン組込みアンカーメニュー設定）
スキンに組み込まれたアンカーメニューのデザインを変更します。 
タイトル4種類（タイトル（見出し）・サブタイトル（小見出し）・画像タイトル・バックグラウンドタイトル）・
カスタムユニット内のタイトルの安価メニューを設定できます。

※スキン組込みアンカーメニューボタン

メニュースタイル 
 アンカーメニューを 
「テキスト」か「ボタン」か
選択します。

メニュースタイル 
右図参照。 !
テキストメニュー 
文字色・ホバー文字色・背景色・ホバー背
景色を設定します。 !
アイコン画像 
アイコンを設定する場合は、デフォルト時・
ホバー時の画像を「ファイル選択」ボタン
より選択します。 !
背景画像 
背景画像を設定する場合は、デフォルト時・
ホバー時の画像を「ファイル選択」ボタン
より選択します。

スキン組込 
アンカーメニュー設定
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テンプレート操作について 
ここではテンプレートの新規作成、基本情
報の編集、サイドバー編集、複製、削除、
スキンのエクスポートなどが行えます。 
操作を行いたいテンプレートのチェックボッ
クスをクリックして、メニューを選択する
と各項目を選択できるようになります。  
通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォ
ン用があります。

チェックボックス

メニュー別テンプレート
管理画面へ移動します。 
メニュー単位で使用して
いるテンプレートの確認
等ができます。

テンプレートのプレビュー
を表示します。

スキンとは？ 
主に文字や背景の表示色、大きさ、フォント、外観などが定義され
たもののことです。スキンを入れ替えることによって、サイトのデザ
インを変更することができます。 
テンプレートとは？ 
スキンを用いてテンプレート編集で背景画像や色、カバーなど自由
にデザインを編集したものです。（テンプレート編集について詳しく
は『（12）テンプレート編集画面』29ページから36ページをご覧
ください） 
作成されたテンプレートを用いてメニューごとにテンプレート使い
分けることができます。 
このメニューにはテンプレート①、このメニューにはテンプレート
②、といった使い方ができます。

『テンプレート編集』ページ
へ移動します。 
（テンプレート編集について
詳しくは『（12）テンプレー
ト編集画面』29ページから36
ページをご覧ください）

スキンのレイアウトのイメー
ジです。

ここで通常用､ブログ用､
携帯用､スマートフォン
用を切り替えます。 
スマートフォンサイト作
成にはスマートフォン用
を選択します。

※テンプレート設定情報変更への行き方 
!

テンプレート管理（管理メニュー） 

!
テンプレート一覧（スマートフォン用）

《重要》 
※スマートフォンサイトを作成する場合は、[その他管理（管理メニュー] → 
[サイト設定（ポップアップ）]にて、スマートフォン設定をご確認ください。 
スマートフォン対応機能で「利用する」を選択していない場合、PCサイトが
表示されます。 
詳しくは、『（22）その他管理 サイト設定管理画面』46ページをご覧くだ
さい。
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※スキン・拡張管理画面への行き方 
!

その他管理（管理メニュー） 

!
スキン・拡張機能管理（ポップアップ） 

!
スキン・拡張機能管理画面

ここで通常用､ブログ用､
携帯用､スマートフォン
用を切り替えます。 
スマートフォンサイト作
成にはスマートフォン用
を選択します。

ここからスキンのファイ
ル(zip)を選択後、登録
ボタンをクリックし、新
規スキンをインストール
します。 
スマートフォン用スキン
を登録すると、スマーフォ
ン用ページに自動的に登
録されます。 
※スマートフォン用スキ
ンは必ずファイル名先頭
に『sp-』を付けたファ
イル名にしてください。 
先頭に『sp-』が付かな
いファイル名の場合、ス
マートフォン用スキンと
して認識しません。

bingo!CMSオフィシャルサイトのスキンダウンロードページに移動します。

ここをクリックするとポップアップウインドウが開きCSSファイルの編集が行えます。

スキンの削除をします。 
※テンプレートとして登録されているスキンは削除できません。

スキンの複製をします。
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テンプレート名を設定
します。

テンプレート管理画面
へ移動します。

スキンを新たに追加、
削除、編集等するに
は、『その他管理』
内にある『スキン•拡
張機能管理』で行う
ことができます。（詳
しくは『（10）スキ
ン・拡張機能管理画
面』28ページをご覧
ください）

パンくずリストの表示、
非表示を設定できます。

テンプレートの説明を
書き込むことができま
す。

（未選択）

（選択中）

スキン・拡張機能管理画面

スマートフォン用を選
択します。

※スキンを新規保存すると自動的にテンプレート一覧に追加したスキンが表示されます。テンプレート一覧では名前順にテンプレートが表示されます。

※テンプレート設定情報変更への行き方 
!

テンプレート管理（管理メニュー） 

!
テンプレート操作（ポップアップ） 

!
　　　新規作成（ポップアップ内項目）　　or　　基本情報編集（ポップアップ内項目） 

!
テンプレート設定情報変更画面

※基本情報編集を行う際は編集をしたいテンプレートのチェックボックスを
クリックしテンプレート操作を選択してください。
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※テンプレート編集画面への行き方

編集する箇所を切り替え
ます。

テンプレート管理へ移動
します。

プレビューを表示します。

テンプレート管理

テンプレート編集画面

編集パレットを上部表示モードに変更します。

保存します。

保存前の状態に戻します。 
※リセット後、保存ボタンを
クリックしないとリセット状
態が保存されません。リセッ
ト状態を保存したい場合は必
ず「保存する」ボタンをクリッ
クして下さい。

テンプレート項目、編集

ページ内に編集箇所を表
示します。

編集パレット上部表示モード

プレビュー用スマートフォン
画面サイズを設定します。

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

PC（通常用）テンプレートと同様、スマートフォン用テンプレートも編集画面から、CSS
を変更することなく、色や背景画像、各パーツの余白などデザインの変更がブラウザから
の作業で簡単に可能です。変更した内容も「保存する」ボタンのワンクリックですぐにWeb
サイトに反映されます。
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単色/グラデーション 
方向 
背景色1 !!!
透過 
背景色2 !
画像選択 
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

ボディー
ページ全体の背景パターンを設定します。 
グラデーションの向きを設定します。 
単色選択時：ページ全体の背景色を設定し
ます。 
グラデーション選択時：1色目の背景色を
設定します。 
ページ全体の背景色を透過します。 
2色目の背景色を設定します。 
（グラデーション選択時のみ） 
ページ全体に背景画像を敷きます。 
画像選択で敷いた画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。 

スクエア/ラウンド 
ラウンド半径 !
背景色 
透過 
文字色 
リンク文字色 
リンク文字タップ時色

コンテンツエリア
ラウンドでコンテンツエリアの角が丸まります。 
角丸の半径を設定します。 
（ラウンド選択時のみ） 
背景色を設定します。 
背景色を透過します。 
文字の色を設定します。 
リンクの文字を設定します。 
リンクをタップした際の文字色を設定します。

※1

※2

※1 ボディー

※2 コンテンツエリア

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。
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背景色 
透過 
画像選択 
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

背景
ヘッダー部分の背景色を設定します。 
ヘッダー部分を透過します。 
ヘッダー部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。

※1

画像選択 
削除 
非表示 
左寄せ/中央/右寄せ 
余白

ロゴ
ロゴ画像を登録します。 
登録したロゴを削除します。 
ロゴを非表示にします。 
ロゴの位置設定します。 
ロゴ周辺の余白を設定します。

※2

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

※1 背景 ※2 ロゴ
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デザイン 
トラジション 
エフェクトスピード

カバーのデザインを設定します。 
カバー画像の切替エフェクトを設定します。 
カバー画像の切替スピードを設定します。

スタイル ※2

画像選択 
削除 
URL 
同ページで開く 
＋ / -

カバー
カバー画像を設定します。 
設定したカバー画像を削除します。 
リンク先を設定します。 
リンク先の開き方を設定します。 
カバー画像の枚数の追加と削除を行います。

※3

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

※1 高さ、※2 スタイル、※3 カバー

高さ ※1

高さ（px） カバーの高さを設定します。
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グローバルナビゲーション

ローカルナビゲーション

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

  
グローバルナビゲーション バッググラウンド部
分の背景色を設定します。 
グローバルナビゲーション バッググラウンド部
分を透過します。 
グローバルナビゲーション バッググラウンド部
分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。 !　 
グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー
色を設定します。 
グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー
文字色を設定します。 
グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー
部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。 !
　 
グローバルナビゲーション アクティブ•タップ
時のメニュー色を設定します。 
グローバルナビゲーション アクティブ•タップ
時のメニュー文字色を設定します。 
グローバルナビゲーション アクティブ•タップ
時のメニュー部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。

バックグラウンド 
背景色 !
透過 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート !
メニュー 
背景色 !
文字色 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート !
アクティブ•タップ時 
背景色 !
文字色 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

　 
ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー
色を設定します。 
ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー
文字色を設定します。 
ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー
部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。

メニュー 
背景色 !
文字色 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

　 
ローカルナビゲーション アクティブ•タップ時
のメニュー色を設定します。 
ローカルナビゲーション アクティブ•タップ時
のメニュー文字色を設定します。 
ローカルナビゲーション アクティブ•タップ時
のメニュー部分に背景画像を敷きます。 
設定した背景画像を削除します。 
背景画像が横リピートします。 
背景画像が縦リピートします。

アクティブ•タップ時 
背景色 !
文字色 !
画像選択 !
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート
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背景色 
透過 
画像選択 
削除 
文字色 
リンク文字色 
リンク文字タップ時色

フッター
フッター部分の背景色を設定します。 
フッター部分を透過します。 
フッター部分の背景画像を選択します。 
選択した背景画像を削除します。 
カバー部分の文字色を設定します。 
フッターナビゲーションの文字色を設定します。 
フッターナビゲーションをタップした際の文字
色を設定します。

※２

フリーエリア

フリーエリア
会社住所等、自由に文字を設定することが
できます。

※3

リンク文字 
URL 
同ページで開く 
＋ / -

フッターナビゲーション
リンク文字を設定します。 
リンク先を設定します。 
リンク先の開き方を設定します。 
ナビゲーションの追加と削除を行います。

※4

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

コピーライト文字

コピーライト
コピーライトを設定します。

※5

※1 レイアウト、※2 フッター

※3 フリーエリア

※4 フッターナビゲーション

※5 コピーライト

高さ 
余白上 !
余白下

フッター部分の高さを設定します。 
フッター部分、フリーエリアより上の余白
を設定します。 
フッター部分、コピーライトより下の余白
を設定します。

レイアウト ※1
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文字色 
左寄せ/中央/右寄せ

タイトル
タイトルの文字色を設定します。 
タイトルの位置を設定します。

文字色 
左寄せ/中央/右寄せ

サブタイトル
サブタイトルの文字色を設定します。 
サブタイトルの位置を設定します。

左寄せ/中央/右寄せ 
スクエア/ラウンド 
ラウンド半径 !
単色/グラデーション 
方向 !
背景色1 !!
背景色2 !
文字色 
画像選択 
削除 
X軸リピート 
Y軸リピート

背景付タイトル
タイトルの位置を設定します。 
ラウンドで角が丸くなります。 
角丸の半径を設定します。 
（ラウンド選択時のみ） 
背景パターンを設定します。 
グラデーションの向きを設定します。 
（グラデーション選択時のみ） 
単色選択時：ページ全体の背景色を設定します。 
グラデーション選択時：1色目の背景色を設定し
ます。 
2色目の背景色を設定します。 
（グラデーション選択時のみ） 
文字色を設定します。 
ページ全体に画像を敷きます。 
画像選択で設定した画像を削除します。 
敷いた画像が横リピートします。 
敷いた画像が縦リピートします。

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

見出し背景色 
文字色

表・リスト・ブログパーツ
背景色を設定します。 
文字色を設定します。

スクエア/ラウンド 
ラウンド半径 !
背景色 
文字色 
余白

ユニット共通
ラウンドで角が丸くなります。 
角丸の半径を設定します。 
（ラウンド選択時のみ） 
背景色を設定します。 
文字色を設定します。 
背景色・枠線を設定した際の枠から文字までの余
白を設定します。
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[メニュー表示（スマートフォン）] 
スマートフォンサイトでグローバル
ナビゲーションにメニュー名の表示
をするかを選択します。 !
[サイトマップ表示（スマートフォ
ン）] 
スマートフォンサイトでサイトマッ
プユニットにメニュー名を表示する
かを選択します。 

[スマートフォンテンプレートを変更する] 
スマートフォン用のテンプレートを公開中と編集中のページを分けて変更します。 
テンプレートを変更したいメニューのチェックボックをクリックし選択してくださ
い。

ここでは、PCサイト作成の流れで作成した各ページにスマートフォンサイトの為の設定を行っ
ていきます。新たにスマートフォン用のページを作成する必要はありません。PC側のページを
自動的にスマートフォン用のレイアウトに変換して表示します（同一URLでデバイス判定）。
PC側とスマートフォン側に別々のスキンとテンプレートを設定することで、レイアウト、デザ
インテイスト、メニューの表示方法などを各々最適化できるようになっております。

メニュー&ページ（管理メニュー）にて各ページのスマートフォンサイトでの表示・非表示・テンプレート
選択などを行います。 
ページ管理画面・メニュー操作の詳しい説明について詳しくは、『（7）メニュー&ページ管理』14ページ
から18ページをご覧ください。

ページ編集→ユニットの編集にてスマートフォンサイトでのユニット（表示・非表示・スマートフォンサイトで表示す
る画像など）の設定を行います。 
ページ編集・ユニットの編集について詳しくは、『（8）ページ編集』19ページから24ページをご覧ください。 
各ユニットの説明について詳しくは、『（25）ユニットの解説』48ページ以降をご覧ください。

[ユニット設定] 
[表示設定] 
このユニットをスマートフォンサイトで表示するかを設定します。 
デフォルト値：表示 !![スマートフォン設定] 
[フリックボックス表示] 
スマートフォンサイトにて表示時にこのユニットをフリック表示にするかを設定します。 
フリックボックス表示のチェックが入っていない場合、2列の「画像（上段）×2＋タイトル・テキスト」は縦に並んで表示されます。 
※フリックボックス表示とは、画面を指でスライドさせて画面内の次の項目を表示させる表示方法です。 
デフォルト値：対応しない ![ファイル選択] （画像 左・右） 
スマートフォンサイトで表示する（PCサイトとは別の画像を表示する場合）画像を設定します。 
ファイル選択なしの場合、[ユニット設定]で選択した（PCサイトと同じ）画像が表示されます。 
画像（左）が「ユニット設定（1）」、画像（右）が「ユニット設定（2）」で表示される画像です。 
登録できる画像はjpg、gif、pngです。 ![ファイル選択]ボタン 
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。 
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをクリックします。 ![背景色] 
スマートフォンサイトでのユニット背景色の表示有無を選択します。 
※背景色はテンプレートにより異なります。 
デフォルト値：なし ![枠線] 
スマートフォンサイトでのユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。 
デフォルト値：なし ![下方スペース] 
スマートフォンサイトでのユニット下方スペースの高さを設定します。 
デフォルト値：標準

❶

❷
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チェックボックス

ここで通常用､ブログ用､
携帯用､スマートフォン
用を切り替えます。 
携帯用を選択

メニュー別テンプレート
管理画面へ移動します。

テンプレートのプレビュー
を表示します。

『テンプレート編集』ページ
へ移動します。

※テンプレート設定情報変更への行き方 
!

テンプレート管理（管理メニュー） 

!
テンプレート一覧（携帯用）

《重要》 
※携帯ページのURLは、通常URLの後ろに「/mb/」が付いたものとなりま
す。（URL変換機能を使用した場合）
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※スキン・拡張管理画面への行き方 
!

その他管理（管理メニュー） 

!
スキン・拡張機能管理（ポップアップ） 

!
スキン・拡張機能管理画面

bingo!CMSオフィシャルサイトのスキンダウンロードページに移動します。

ここをクリックするとポップアップウインドウが開きCSSファイルの編集が行えます。

スキンの削除をします。 
※テンプレートとして登録されているスキンは削除できません。

スキンの複製をします。

ここで通常用､ブログ用､
携帯用､スマートフォン
用を切り替えます。 
スマートフォンサイト作
成にはスマートフォン用
を選択します。

ここからスキンのファイ
ル(zip)を選択後、登録
ボタンをクリックし、新
規スキンをインストール
します。 
携帯用スキンを登録する
と、携帯用ページに自動
的に登録されます。 
※携帯用スキンは必ず
フ ァ イ ル 名 先 頭 に
『mobile-』を付けたファ
イル名にしてください。 
先頭に『mobile-』が付
かないファイル名の場
合、携帯用スキンとして
認識しません。
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テンプレート名を設定
します。

テンプレート管理画面
へ移動します。

テンプレートの説明を
書き込むことができま
す。

スキン 選択中

※テンプレート設定情報変更への行き方 
!

テンプレート管理（管理メニュー） 

!
テンプレート操作（ポップアップ） 

!
　　　新規作成（ポップアップ内項目）　　or　　基本情報編集（ポップアップ内項目） 

!
テンプレート設定情報変更画面

携帯用を選択します。

※基本情報編集を行う際は編集をしたいテンプレートのチェックボックスを
クリックしテンプレート操作を選択してください。

※スキンを新規保存すると自動的にテンプレート一覧に追加したスキンが表示されます。テンプレート一覧では名前順にテンプレートが表示されます。

スキンを新たに追加、削
除、編集等するには、『そ
の他管理』内にある『ス
キン•拡張機能管理』で行
うことができます。（詳
しくは『（15）スキン・
拡張機能管理画面』39
ページをご覧ください）
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※テンプレート編集画面への行き方

テンプレート管理

テンプレート編集画面

テンプレート項目、編集
テンプレート管理へ移動
します。

プレビューを表示します。

フッターテキスト
フッターテキストを入力します。

フッター編集で入力したものが反映されます。
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携帯用ページ作成にはこちらをクリックしてください。 携帯用ページ編集画面

PCページとは別に携帯用メニューの作成を行います。 
メニュー&ページ管理（管理メニュー）にて、メニューの追加、公開、編集などを行います。 
作成方法についての手順など、詳しくは『（7）メニュー&ページ管理』14ページから18ページをご覧
ください。

次にページを作成を行います。 
ページ編集→編集画面にて段組みユニット（コンテナ）とユニット（モバイルユニット）を配置・
編集しページを作成します。 
モバイルユニットについて、詳しくは別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」『モバイル
コンテンツ生成アプリ』 をご覧ください。
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※フォルダ作成の流れ

❶素材を整理する為のフォルダを
作成します。 
『フォルダ管理』タブ内の『フォ
ルダ作成』を選択します。

❷作成したフォルダ、または素材
を入れたいフォルダを選択します。

❸『ファイルを追加』をクリッ
クして選択したフォルダに素材を
入れます。

❹別フォルダ内の素材は素材に
チェックを入れ『素材移動先を
選択』で移動先フォルダを選択
して『移動する』ボタンをクリッ
クするとフォルダを変更するこ
とができます。

フォルダ管理 
フォルダ作成、フォルダ名変更フォ
ルダ削除を行います。 
フォルダごとに画像を分類するこ
とで、大量の画像がある場合もど
こに画像があるのかわかりやすい
よう整理することができます。

素材移動先を選択 
以下の方法で画像を別フォルダに移動
させることができます。 !
画像にチェックを入れる 
　　↓ 
『素材移動先を選択』内から移動させ
たいフォルダを選択。 
　　↓ 
『移動する』ボタンをクリックする。

フォルダを表示します。

ライブラリを表示します。（右図はラ
イブラリを表示している状態です）

ラベルページへ移動します。

共有されたファイルを表示します。

ゴミ箱を表示します。

最後に読込まれた画像を表示します。

ファイルを追加をクリックしてライブ
ラリに画像を追加します。

画像を検索できます。

画像の名称を変更できます。

画像のURLです。

チェックボックス

画像を名前順に並び替え

現在適用されているラベ
ルです。

背景色を変更します。

素材ファイル操作 
素材の名称を変更したり、画像
を編集したり、他のユーザーに
素材を共有することができます。!
チェックボックスをクリックす
ることで、『名称を変更する』
『素材（画像）を編集する』『共
有する』等の項目が選択できる
ようになります。

❶

❷

❸ ❹
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新しい保存名を入力します。
上書き保存の場合はここには
何も表示されません。

最後に保存を選択して画像編集
完了です。

チェックが入っていると縦横比
が固定されたまま編集されます。
チェックを外すと固定も外れま
す。

画像を『横反転』『縦反転』す
ることができます。左図は『横
反転』『縦反転』しています。

画像を回転させることができま
す。また、回転させた際に現れ
る背景色を設定することができ
ます。クリックすると❹、❺が
出てきます。

画像の大きさを変更することが
できます。クリックすると❸が出
てきます。

横幅、高さを編集します。クリッ
クすると❶、❷が出てきます。
『縦横比固定』のチェックボッ
クスにチェックが入っている場
合は縦横比が固定されたまま編
集されます。 
編集した横幅、高さの比率は左
横「画像比率」のプルダウン「サ
イズ追加」で登録することがで
きます。一度登録した比率は削
除ボタンで削除することができ
ます。

トリミングを用いて画像を切
り取ることができます。右図
の黒枠部分は切り取られる範
囲です。

保存形式 
『上書き保存』か『新し
い名前で保存』を選択す
ることができます。 
『新しい名前で保存』す
る場合は下に新しい保存
名を入力します。

※編集前の状態です。

編集中の画像です。保存後
は周りの黒部分はトリミン
グにより切り取られるので、
この枠内が保存される画像
となります。

❺

❶

❷

❹

❸

※画像編集への行き方 
!

素材管理（管理メニュー） 

 ↓ 

チェックボックスにチェック 

↓ 

素材ファイル操作「素材(画像)を編集する」 

↓ 

画像編集画面

画像比率 
画像比率を変更できます。
タブ内から選択する場合、
タブ横の「縦横比固定」に
チェックがつきます。
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bingo!CMSオフィシャルサイトのダウンロードページに移動します。

公式サイトよりダウン
ロードしたユニット(zip)
を選択後、登録ボタンを
クリックし、インストー
ルします。

bingo!CMSでは標準で搭載していない機能をもつ拡張ユニットを順次公開しています。 
拡張ユニットはその役割から以下の2種類に分けられます。 !
1.拡張デザインユニット…標準のデザインユニットには無いデザインの追加が可能となります。 
 
2.拡張機能ユニット… 標準の機能ユニットには無い機能の追加が可能となります。 !
どちらの拡張ユニットも、公式サイトより配布される拡張ユニットをダウンロードし、拡張ユニット画面からインストールすることで後から追加することができます。

※拡張ユニット管理画面への行き方 
!

その他管理（管理メニュー） 

!
スキン・拡張機能管理（ポップアップ） 

!
拡張ユニット（タブ） 

!
拡張ユニット管理画面

拡張ユニットを削除します。

拡張ユニットをアップデートします。
アップデート用の最新拡張ファイルが
ある場合ここからアップデートを行い
ます。
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管理画面を利用するユーザを登録・編集します。 
bingo!CMSでは以下2種類のユーザ権限があります。 !
[管理者] 
すべての管理機能にアクセス可能。 !
[担当者] 
メニュー編集（『メニュー&ページ管理（メニュー操作）』15ページを参照ください）にて「ページ編集担当者」
に割当てられたページ、素材管理（管理メニュー）、モジュール（管理メニュー）のみアクセスが可能です。 
※メニュー編集「ページ編集担当者権限」が割当てられていないページを公開するには、管理権限を持つユーザの
承認が必要です。 !
[削除] 
ユーザ一覧から削除するユーザの「編集」ボタンをクリックします。 
「削除」ボタンをクリックし、確認ダイアログ「OK」をクリックして削除します。

新規ユーザ登録の場合は「新規ユーザ登録」ボタンを、登録済みユーザ情報の修正の場合は該当ユーザの「編
集」ボタンをクリックし、「ユーザ情報詳細・登録」画面に遷移します。

入力完了後[次に進む]ボタンをクリックし、内容を確認
して[保存]ボタンをクリックします。

ログインID（必須）

新規ユーザ登録画面

ログインIDとしてメールアドレスを入力し
ます。 
承認申請及び結果のメールは、このアドレ
スに送信されます。

ユーザの氏名を入力します。

ログインパスワードを入力します。 
登録後にパスワードを忘れた場合、パスワー
ドを参照することはできませんが、この画
面で上書き設定ができます。

管理権限を選択します。管理者、担当者と
も登録できる人数に上限はありません。

パスワード（必須）

管理権限

氏名（必須）

ユーザの氏名（カナ）を入力します。氏名（カナ）

部署名を入力します。部署

連絡先の電話番号を入力します。連絡先

携帯メールアドレスを入力します。携帯メールアドレス

備考があれば入力します。備考

画像を選択します。登録した画像はユーザ
情報一覧画面等に表示されます。

画像

※グレーの列の項目は省略可能です。

※ユーザ管理画面への行き方 
!

その他管理（管理メニュー） 

!
ユーザ管理（ポップアップ）

WYSIWYG エディタを選択できます。標準テキスト 
エディター
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サイト名（必須）

サイト設定

サイト名を入力します。 
サイト名はブラウザのタイトルバーに表示されます。

管理者のメールアドレスを入力します。

サイトURLを入力します。

セキュアサイト用URLを入力します。 
SSLでの表示ができないサーバをお使いの場合は、「サイトURL」と同じ
URLを入力してください。

サイトURL

セキュアサイト用URL

管理者メールアドレス（必須）

Metaタグ：Keywordsに表示されるキーワードを(,)区切りにて入力しま
す。 
ここで入力されたキーワードはページ個別の登録がない限り全ページに反
映されます。

サイト共通検索エンジン用 
キーワード

Metaタグ：Descriptionに表示される文章を入力します。 
ここで入力された文章はページ個別の登録がない限り全ページに反映され
ます。

サイト共通検索エンジン用 
説明文

GoogleAnalyticsに代表されるアクセス解析用のJavaScriptを登録し
ます。 
ここで入力されたタグはページ個別の登録がない限り全ページに反映され
ます。

アクセス解析用タグ

内部的には引数で処理されているURLを、見た目上はディレクトリ構造・
ページ名に従ったURLとしてサイトを運用できます。

URL変換機能（必須）

キャッシュを作成し表示スピードを速める機能です。（一部ユニットの種
類によりキャッシュ化できない場合もあります）

キャッシュ機能（必須）

アドレスバーやタブブラウザのタブに表示されるアイコンを設定します。 
アップロードできるファイル形式は「ico」です。

Favicon

パーツ内で利用するテキストエディターの種類を選択します。 
「利用しない」「tinyMCE」「nicEdit」「ckeditor」「CLEditor」
「Trumbowyg」の6つの選択肢があります。

標準テキストエディター

スマートフォン設定

スマートフォン対応機能 スマートフォンからのサイト閲覧の場合にスマートフォン用に最適化さ
れたサイトを表示するかを選択します。 
利用する場合は各ページのスマートフォン設定やスマートフォン用のテ
ンプレートの設定を行う必要があります。

WEBクリップアイコン スマートフォンでホーム画面にブックマークしたときに表示されるアイ
コンを設定します。 
アップロードできるファイル形式は「jpg」「gif」「png」です。

電話番号自動リンク機能 スマートフォンサイトで電話番号があった場合、リンクをタップして電
話をかけれるようにする機能を[利用しない]をチェックすることにより
オフにすることができます。

このページではサイトの基本となるサイト名、サイトURLやMetaに埋め込まれるキーワード、説明⽂文（ディスクリプション）などを設定しま
す。

⼊入⼒力力完了了後[次に進む]ボタンをクリックし、内容を確認
して[保存]ボタンをクリックします。

※グレーの列の項目は省略可能です。

※サイト設定管理画面への行き方 
!

その他管理（管理メニュー） 

!
サイト設定（ポップアップ）

サイト設定管理画面

タグを自由に入れることができます。自由入力タグ


