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様

パソコンのブラウザ(*)を起動して
コチラにアクセスして下さい。

http://newmanager.cityheaven.net/

<START>

*ブラウザ・・・インターネットを見るソフトのこと。Internet Explorer,Firefoxなど。
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1.ログイン

1.ヘブンネットのお店管理画面にログインします。
2.管理画面の左記メニューにある[PCデザイン編集]を押します。

3.自動でPCデザイン編集の画面に(ログイントップ)移動します。

プレビュー画面

【保存して公開】ボタン
PCデザイン編集画面では作業を行うたびにプレビュー画面に内容
は更新されますが、保存はされていません。
作業後は必ず[保存して公開]を押して、内容を保存してください。
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2.配置変更
【配置変更】内のコンテンツの種類や表示を変更出来ます。

1カラム表示 2カラム表示

②.[ウィジェット配置パターン]
を押します。

①.左記メニューの[配置変更]
を押します。

③.表示方法の選択が出来ます。

・[1カラム表示]の設定方法は
5ページへ
・[2カラム表示]の設定方法は
10ページへ

① ② ③

・コンテンツの表示
・順番の入れ替え
・タイトル名の変更が出来ます。

右カラム

メインカラム

・コンテンツの表示
・順番の入れ替え
・タイトル名の変更が出来ます。
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2.配置変更_1カラム
1カラム内のコンテンツの追加・入れ替えの設定が出来ます。

①.ウィジェット配置パターンを
[1カラム表示]にします。

②.[メインカラム1カラム版]を
押すとコンテンツが表示されます。

①ドラッグで位置を入れ替えると、表示される
順序が変わります。

②コンテンツをクリックすることで、表示させたい
コンテンツを追加することが出来ます。

※ログイントップに戻るボタンです。 【非表示コンテンツ欄】

クリックすると追加可能な
コンテンツが表示されます。

① ②

③コンテンツを押してから[削除]を押すことで
非表示にすることが出来ます。

①

②
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2.配置変更_1カラム(表示パターン)
1カラム内のコンテンツの表示方法の設定が出来ます。

①.コンテンツを押します。

②[パターン選択]を押すと、選択可能なパターンが表示されます。
パターンはクリックで選択出来ます。

① ②

・フリースペース
・店長オススメ
・姉妹店
・動画
・メッセージ

左記のコンテンツパターンで選択が可能です。
コンテンツによっては表示パターンが異なる場合がありますが、
設定方法は同じです。

▼スライドショー表示

▼テーブル表示
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2.配置変更_1カラム(タイトル・背景色)
1カラム内のコンテンツのタイトルと背景色を変更出来ます。

タイトル変更

①.コンテンツを押します。 ②.タイトル名を変更することで、表示される名前を変更することが
可能です。
※英数字は太文字になります。

①.コンテンツを押します。 ②.[色変更]を押すことで、編集可能な項目が表示されます。
※コンテンツによって色変更できる項目が多少異なります。

③.[色を選択]を押し、好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。

↓
コンテンツの背景色が変わります。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

④.任意の数字を入力することで、コンテンツ背景色の透明
度を変更出来ます。小さい数字ほど背景色は薄くなり、
大きいほど濃くなります。
※0.0～1.0までの数字を入力してください。

①

②

① ②

背景色変更

▼デフォルト

▼変更後

③
▼透明度0.1

▼透明度1.0

※
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2.配置変更_1カラム(文字色)
1カラム内のコンテンツの文字色を変更出来ます。

タイトル色変更

①.[色を選択]を押し、好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

①.[色を選択]を押し、好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

①.[色を選択]を押し、好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

リンク色変更

リンク色変更(マウスオーバー時)

①

①

①

▼デフォルト

▼デフォルト

▼タイトル色変更後

(マウスオーバー時)

▼リンク色変更後▼デフォルト

※

※

▼リンク色変更後

※
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2.配置変更_1カラム(その他)
フリーバナーの表示変更と地図表示タイプの設定が出来ます。

① ②

①.コンテンツを押します。
※フリーバナー1を選択してください。
※フリーバナー2・3には表示変更箇所
が存在しません。

②.[スライド表示]を押して、チェックマークを入れます。
↓

フリーバナー2と3の欄が灰色に変わり、編集が出来なくなります。
(チェックマークを外せば、再び編集可能になります。)

フリーバナー表示設定

① ②

①.コンテンツを押します。
※[地図]コンテンツのみの設定です。

②.[デフォルト]を押すと、選択可能な表示タイプが表示されま
すので、好みのタイプを選択してください。

地図表示タイプ変更

▼スライド表示▼デフォルト

▼デフォルト ▼モノクロ
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2.配置変更_右カラム
右カラム内のコンテンツの追加・入れ替え・タイトル名の変更が出来ます。

①.ウィジェット配置パターンを
[2カラム表示]にします。

②.[右カラム]を押すとコンテンツが
表示されます。

①ドラッグで位置を入れ替えると、表示される
順序が変わります。

②コンテンツ横の[+]マークを押すことで表示
させたいコンテンツを追加することが出来ます。

③コンテンツを押してから[削除]を押すことで非表示にすることが出来ます。

非表示コンテンツ欄はメインカラムと共通です。
メインカラムから[ウィジェット追加]→[+]を押してコンテンツを追加することで、
もともと右カラムにあったコンテンツをメインカラムに表示することが出来ます。

※ログイントップに戻るボタンです。
【非表示コンテンツ欄】

① ②

③ ③.コンテンツをクリック後、タイトル名を変更することで表示される名前を
変更することが可能です。

①

②

クリックすると追加可能な
コンテンツが表示されます。
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2.配置変更_メインカラム
メインカラム内のコンテンツの追加・入れ替え・タイトル名の変更が出来ます。

①.ウィジェット配置パターンを
[2カラム表示]にします。

②.[メインカラム]を押すと
コンテンツが表示されます。

①ドラッグで位置を入れ替えると、表示される順序が
変わります。

②コンテンツ横の[+]マークを押すことで表示させたい
コンテンツを追加することが出来ます。

③コンテンツを押してから[削除]を押すことで非表示にすることが出来ます。

非表示コンテンツ欄は右カラムと共通です。
右カラムから[ウィジェットを追加]→[+]を押してコンテンツを追加することで、
もともとメインカラムにあったコンテンツを右カラムで表示することが出来ます。

※ログイントップに戻るボタンです。
【非表示コンテンツ欄】

① ②

③ ③.コンテンツをクリック後、タイトル名を変更することで表示される名前を
変更することが可能です。

①

クリックすると追加可能な
コンテンツが表示されます。

(一番下に追加されます)②
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▼画像の表示が[縦]の場合 ▼画像の表示が[横]の場合

2.配置変更_トピックスの表示切替
トピックスの表示を切り替えられます。

トピックスに設定した画像と文章が
[縦]に重なって表示されます。

トピックスに設定した画像と文章が
[横]に並んで表示されます。

①.コンテンツを押します。
↓

②.[画像の表示]欄の縦・横を切り替える
ことでトピックスの画像の表示が切り替わります。

①

②
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2.配置変更
【配置変更】内のコンテンツの種類や表示を変更出来ます。

メニューパターン、メニュー色

メニューパターン例

↓メニューは画面をスクロールすると帯状に変化して
上部に表示されます。

・10種類のメニューパターンから好みの配置方法を選択出来ます。
・コンテンツの表示
・順番の入れ替え
・タイトル名の変更が出来ます。

メ
ニ
ュ
ー

1

メ
ニ
ュ
ー

2

メ
ニ
ュ
ー

3

メ
ニ
ュ
ー

4

メ
ニ
ュ
ー

5

メ
ニ
ュ
ー

6

MENUボタンを押すことで、
メニューの形が変わります。
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2.配置変更_メニューパターン・メニュー名
メニューパターン・メニュー内のコンテンツの追加・入れ替え・タイトル名の変更が出来ます。

①.左記メニューの[配置変更]
を押します。 ②.[メニューパターン・メニュー名]を

押すとサブメニューが表示されます。
※1カラム表示・2カラム表示共通です。※ログイントップに戻るボタンです。

① ②

押すと変更可能なメニュータイプが表示されます。
タイプを切り替えることでメニューの表示が切り替わります。

タイトル名を変更することで、メニュー画面に表示される名前を変更すること
が可能です。

※サイドメニューのタイトル名も変更されます

押して、チェックマークを外すと非表示にすることが出来ます。
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3.背景色・ロゴ・サイドバナー
フロント画面に背景色の設定・メニューにロゴ画像の設定・サイドバーの最下部にバナーを入れることが出来ます。

①.左記メニューの
[背景色、ロゴ、サイドバナー]を押します。

↓
②.[背景色、ロゴ、サイドバナー]で編集可能な
コンテンツが表示されます。

① ②

背
景
色
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
背
景
で
す

メ
ニ
ュ
ー
ロ
ゴ
画
像

サ
イ
ド
フ
リ
ー
バ
ナ
ー

[色を選択]ボタンを押してから好みの色を選択することで背景色を変更出来ます。
背景色の[開始]と[終了]で異なる色を設定することでグラデーションになります。
※2カラム表示のみの設定です

[背景色開始]で
設定した色

[背景色終了]で
設定した色

▼[開始]と[終了]の色を同じにした場合 ▼[開始]と[終了]の色を異なる色にした場合

[画像を選択]ボタンを押して、画像を挿入してください。
サイドメニューの上部に表示されます。

※画像容量1ファイル1024KB以内
※画像サイズ(横)340×(縦)130px
※画像形式透過png推奨

※画像容量1ファイル1024KB以内
※画像サイズ(横)240×(縦)420px

[画像を選択]ボタンを押して、
画像を挿入してください。
※2カラム表示のみの設定です

ここを押すとリンク先が表示されます。
任意のリンク先を選択することで、サイドフリーバナー
にリンクをはることが出来ます。

右カラムの最下部に
表示されます。
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4.文字色、コンテンツ色
※2カラム表示のみの設定です

文字色、コンテンツ色

各コンテンツの
・背景の変更
・文字色の変更
・枠線の設定が出来ます。
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4.文字色・コンテンツ色_コンテンツ背景色
「店長オススメの女の子」や「写メ日記」などのコンテンツの周囲の装飾・文字色・枠線を変更出来ます。

①.左記メニューの
[文字色、コンテンツ色]を押します。

↓
②.[文字色、コンテンツ色]で
編集可能な項目が表示されます。

① ②

①

③.各コンテンツの画像・文章まわりの色が変わります。

①.[色を選択]を押します。

②.好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。

※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

※②

▼デフォルト状態の画面です。

▼色を赤色に変更した画面です。

コンテンツ背景色
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4.文字色・コンテンツ色_フォントカラー

フォントカラー

①

②

③

①.[色を選択]を押します。
※デフォルトを押すと元から設定されている
色に戻ります。

②.好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。

③.各コンテンツ内の
[リンクの貼られていない文字]の
色が変わります。

※

リンク色

①

②

①.[色を選択]を押します。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

②.好みの色をタグ入力、もしくはクリックで選択します。

③.各コンテンツ内の[リンクの貼られている文字]の色が変わります。

※

リンク色
(マウスオーバー時)

①

②

①.[色を選択]を押します。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

②.好みの色をタグ入力、もしくはクリックで選択します。

③.各コンテンツ内の[リンクの貼られてる文字にカーソルが乗った時]の色が
変わります。

③

③※

▲デフォルト状態の
画面です。

▲色を青色に変更した
画面です。

▲デフォルト状態の画面です。

▲色をピンク色に変更した画面です。

▲デフォルト状態の画面です。

▲色を緑色に変更した画面です。
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4.文字色・コンテンツ色_枠線と透明度
コンテンツ枠線
(色・表示)

① ②

①.枠線色の表示を
[する]に変更します。

※[する]に変更しないと枠線
は表示されません。

②.好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。

↓
各コンテンツを囲む枠の色が
変わります。

※クリアを押すとデフォルトの黒色が
選択されます。

※

コンテンツ枠線
(太さ・角丸)

数字を変更することで枠線の太さが変わります。
大きい数字を入れるほど枠線が太くなります。
※あまり大きな数字を入力するとレイアウトが崩れる場合があります。
推奨する数字は1～5です。

数字を変更することで角丸の半径が変わります。
大きい数字を入れるほどカーブが大きくなります。
※あまり大きな数字を入力するとレイアウトが崩れる場合があります。
推奨する数字は0～10です。

▲デフォルト状態の画面です。

▲色をピンク色に変更した画面です。

▲枠線の太さ1

▲枠線の太さ5

▲角丸の設定なし

▲角丸の半径10

コンテンツ背景色透明度

コンテンツ背景色の透明度を変えることが出来ます。
小さい数字ほど背景色は薄くなり、大きい数字を入れる
ほど背景色は濃くなります。
※0.0～1.0までの数字を入力してください。

※コンテンツ背景色につきましては2ページ前の説明をごらんください。

▲透明度0.1

▲透明度1
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① ②

①.ボックスシャドウの表示
を[する]に変更します。

※[する]に変更しないと枠線
は表示されません。

②.好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。

↓
各コンテンツを囲む枠の色が
変わります。

※クリアを押すと影が付かなくなります。

※

▲デフォルト状態の画面です。

4.文字色・コンテンツ色_ボックスシャドウ

ボックスシャドウ

▲ボックスシャドウを表示させた画面です。

保存方法

①メニュー右上に表示される
[保存して公開]を押します。

②表記が[保存しました]に切り替わり、
プレビュー画面にも[保存しました]という文字が
表示されます。

※自動保存はされませんので、
作業後は必ず[保存して公開]
ボタンを押してください。
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5.メイン画像

メイン画像

・メイン画像の登録
・メイン動画の登録

・シーズンエフェクトの設定
・動画用スライドバナーの設定
・動画用サムネイル、キャッチの登録
(スマホとタブレットに適応)が出来ます。

※動画の利用にはオプションの購入が必要です。

キャッチ

動画用サムネイル
※設定が無い場合は、動画の最初の画面を表示します。

動画用
スライドバナー

メイン画像
・

メイン動画
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5.メイン画像_画像選択
メイン画像に、静止画の画像を登録するか動画を登録するかの選択が出来ます。

①.左記メニューの
[メイン画像]を押します。

②.メイン画像選択欄を押し、
[メイン画像]か[メイン動画]のどちらかを選択します。

① ②

③.手順②で画像を選択した場合は[画像を編集]を
手順②で動画を選択した場合は[動画を編集]を
押してください。

・画像を選択された方は23ページへ

・動画を選択された方は24ページへ

③
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5.メイン画像_画像の挿入
メイン画像の挿入・スライドパターン・リンクの設定が出来ます。

画面が切り替わる際のアニメーションを変更したい場合は
スライドアニメーション欄を押して、任意のアニメーションを
選択してください。
※画像を2枚以上登録した場合、自動的にアニメーションが付きます。

【スライドアニメーション】

※メイン画像の編集を終了します。
【変更を保存】を押さなかった場合、編集データが
保存されませんのでご注意ください。

【画像の挿入】

[画像を選択]を押します。
挿入したい画像を選択→[開く]を押して画像を設定します。
※[画像を削除]を押すと、設定した画像を外すことが出来ます。

【変更を保存する】

[変更を保存]を押すことで、プレビュー画面
に反映されます。
※自動保存はされませんので、作業後は必ず

[変更を保存]を押してください。
※フロント画面に反映させるには、更にログイントップ
画面の[保存して公開]ボタンを押してください。

【リンクを貼る】

リンク先URL欄を押します。
選択可能なリンク先が表示されま
すので、任意の遷移先を選択して
ください。

※画像容量1ファイル1024KB以下
※画像サイズ(横)1920×(縦)1080px
※アニメーションはご使用になれません。
※画像サイズによっては、画像の下(200pxほど)が見切れてしまう場合がございます。
重要な文言・デザインが入らないように、お気を付け下さい。
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5.メイン画像_動画の挿入
メイン画像の挿入が出来ます。

※画像容量1ファイル50MB以下
↓下記の設定値を超える場合は、設定値に圧縮されます。
※フレームサイズ(横)1920×(縦)1080px
※ビットレート2Mbps       ※フレーム率29.7フレーム/秒
※投稿可能な動画は MP4 / MOV / MPEG1 /MPEG2 / WMV / AVI / FLV です。
※画像サイズによっては、画像の下(200pxほど)が見切れてしまう場合がございます。
重要な文言・デザインが入らないように、お気を付け下さい。

※利用にはオプションの購入が必要です。

※メイン画像の編集を終了します。
【変更を保存】を押さなかった場合、
編集データが保存されませんので
ご注意ください。

[動画を選択]を押します。
挿入したい動画を選択→[開く]を押して動画
を設定します。
※[動画を削除]を押すと、設定した動画を外すことが
出来ます。

【動画の挿入】

【変更を保存する】

[変更を保存]を押すことで、プレビュー画面に反映
されます。
※自動保存はされませんので、作業後は必ず[変更を保存]
を押してください。

※フロント画面に反映させるには、更にログイントップ画面の
[保存して公開]ボタンを押してください。
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5.メイン画像_シーズンエフェクト
PC版とスマホ版のシーズンエフェクトの設定が出来ます。

①.エフェクトを表示させたい端末を
押して、チェックマークを入れます。
(両方選択することも可能です。)

②.▼マークを押すと、プルダウンにカラーバリエーションが
表示されますので、お好みの色を選択してください。

① ②

▲メイン画像(動画)の上に
エフェクトが表示されます。

上記設定画面に載っているキラキラのエフェクトは常時設定出来ますが、それとは別に季節ごとに期間限定
で設定が出来るシーズンエフェクトも配信しています。

▲3月に配信された、ホワイトデーをイメージしたシーズンエフェクトです。
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5.メイン画像_動画用スライドバナー
メイン動画の上に表示できるスライドバナーの設定が出来ます。

※スライドバナーの編集を終了します。
【変更を保存】を押さなかった場合、編集データが
保存されませんのでご注意ください。

【画像の挿入】

[画像を選択]を押します。
挿入したい画像を選択→[開く]を押して画像を設定します。
※[画像を削除]を押すと、設定した画像を外すことが出来ます。

【変更を保存する】

[変更を保存]を押すことで、プレビュー画面
に反映されます。
※自動保存はされませんので、作業後は必ず

[変更を保存]を押してください。
※フロント画面に反映させるには、更にログイントップ
画面の[保存して公開]ボタンを押してください。

【リンクを貼る】

リンク先URL欄を押します。
選択可能なリンク先が表示されま
すので、任意の遷移先を選択して
ください。

※画像容量1ファイル500KB以下
※画像サイズ(横)320×(縦)180px
※アニメーションはご使用になれません。
※2枚以上登録した場合、スライド表示になります。

①.[動画用スライドバナーを編集]
を押します。

①

メイン画像(動画)の右下にスライドバナーが表示されます。▲
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※動画と同じ比率の画像を登録してください。
※スマホとタブレットに適応されます。

5.メイン画像_動画用サムネイル・キャッチ編集
スマホとタブレットに適応する動画用のサムネイル・キャッチの設定が出来ます。

※スライドバナーの編集を終了します。
【変更を保存】を押さなかった場合、編集データが
保存されませんのでご注意ください。

【画像の挿入】

[サムネイルを選択]を押します。
挿入したい画像を選択→[開く]を
押して画像を設定します。
※[サムネイルを削除]を押すと、設定した
画像を外すことが出来ます。

【変更を保存する】

[変更を保存]を押すことで、プレビュー画面に反映されます。
※自動保存はされませんので、作業後は必ず[変更を保存]を押してください。
※フロント画面に反映させるには、更にログイントップ画面の[保存して公開]
ボタンを押してください。

スマホ動画キャッチ欄を押し、
キャッチを入力します。

①.[動画用サムネイル・キャッチを
編集]を押します。

①

【キャッチの挿入】

キャッチ

動画用サムネイル
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6.メイン画像メニュー
メイン画像の上に表示されるメニューの文字色・背景色を変更出来ます。

①.左記メニューの[メイン画像メニュー] 
を押すとコンテンツが表示されます。

②.[メイン画像メニュー]内で編集可能
なコンテンツが表示されます。

① ② ※メイン画像上に表示されるメニューの編集ページです。

メニューの背景の色を変更出来ます。

カーソルが乗った際のメニューの背景の色を変更出来ます。
※「トップ」の背景色は、ここで変更出来ます。

メニューのリンク色(文字色)を変更出来ます。

カーソルが乗った際のメニューのリンク色(文字色)を変更出来ます。
※「トップ」の文字色は、ここで変更出来ます。

▼デフォルトのメニュー画面です。

▼色を変更後の一例です。

▼0.1を入力した際のメニュー画像

▼11を入力した際のメニュー画像

▼19を入力した際のメニュー画像

数字を入力することで、メイン画像メニューの文字のサイズを変更出来ます。(推奨数値：11～19)

▼1を入力した際のメニュー画像

数字を入力することで、メイン画像メニューの背景色の透明度を変更出来ます。(推奨数値：0.0～1.0)
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7.メニュー色
画面をスクロールした際に上部に表示されるメニューの文字色・背景色を変更出来ます。

①.左記メニューの[メニュー色]を
押します。

②.[メニュー色]内で編集可能な
コンテンツが表示されます。

① ②
※コンテンツ上部に表示されるメニューの編集ページです。

メニューのリンク色(文字色)を変更出来ます。

カーソルが乗った際のメニューのリンク色(文字色)を変更出来ます。
※「トップ」の文字色は、ここで変更出来ます。

メニューの背景色を変更出来ます。

カーソルが乗った際のメニューの背景色を変更出来ます。
※「トップ」の背景色は、ここで変更出来ます。

▼デフォルトのメニュー画面です。

▼色を変更後の一例です。

①.[色を選択]→好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

※
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8.コンテンツタイトル

コンテンツタイトル

コンテンツタイトルの装飾が出来ます。

・コンテンツタイトルの背景色を変更出来ます。
・背景色の代わりに画像を設定することが出来ます。
・文字の色を変更出来ます。
・文字の太さを変更出来ます。
・枠線を付ける事が出来ます。
・コンテンツタイトルの背景の角を丸くすることが出来ます。
(画像を設定している場合は角丸は適用されません)

※画像タイプを選択して、画像を設定した際のイメージです。
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8.コンテンツタイトル_タイプの設定
[背景色]タイプの設定(画像タイプを選択する場合は次のページへ)

①.左記メニューの[コンテンツタイトル] 
を押します。

②.[コンテンツタイトル背景タイプ]欄
を押し、[背景色]を選択します。

① ②

[コンテンツタイトル背景パターン]欄を
押して、好みのパターンを選択してください。

[色を選択]→好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

▼デフォルト設定のコンテンツタイトル

▼ピンクに色変更したコンテンツタイトル

▼パターン[なし]

▼パターン[グラデーション(白)]

▼パターン[グラデーション(黒)]

▼パターン[斜線(白)]

▼パターン[斜線(黒)]

※
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8.コンテンツタイトル_タイプの設定2
[画像]タイプの設定(背景色タイプを選択する場合は前のページへ)

①.左記メニューの[コンテンツタイトル] 
を押します。

②.[コンテンツタイトル背景タイプ]欄
を押し、[画像]を選択します。

① ②

[表示方法]欄を押して、
任意のパターンを選択してください。

【画像の挿入】
[画像を選択]を押します。挿入したい画像を選択
→[開く]を押して画像を設定します。
※[画像を削除]を押すと、設定した画像を外すことが
出来ます。

▼画像を設定後のコンテンツタイトル

【メインカラム】
※画像容量1ファイル200KB以下
※最大サイズ(横)800×(縦)28px

【右カラム】
※画像容量1ファイル200KB以下
※最大サイズ(横)236×(縦)28px

例：メインカラムの画像選択に、右カラム推奨サイズである236×28pxの画像を設定したとします。[固定]を
選んでいる場合、メインカラムの推奨サイズよりも小さい画像が入っているので、下記の様に設定されます。

この状態で表示方法を[繰り返し]に設定すると、設定されている画像がメインカラムの推奨サイズ分だけ繰り返
し表示される為、小さい画像でも背景色を隠して画像表示させることが出来ます。

設定された1枚分の画像
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8.コンテンツタイトル_文字の設定
コンテンツタイトルの文字色・文字の太さ・影を設定出来ます。(タイプ共通)

コンテンツ部メニュー色

[色を選択]→好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

※

[太字にする]欄を押すと、太字に
するかしないかの選択が出来ます。
お好みで選択してください。

太字にする

コンテンツタイトルの文字に影を付ける

[色を選択]→好みの色をタグ入力、
もしくはクリックで選択します。
※クリアを押すと、影が付かなくなります。

※

▼コンテンツ部メニュー色(文字色)を黄色に設定した場合

▼太字にしない設定の場合

▼太字にする設定の場合

▼影色に黄色を設定した場合
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8.コンテンツタイトル_枠の設定
コンテンツタイトルに枠線を付けたり、太さを変更出来ます。(背景色タイプのみ)

枠線色

①

②
※ ②[色を選択]→好みの色をタグ入力、

もしくはクリックで選択します。
※クリアを押すと、元から設定されている色に戻ります。

①[枠線色表示する]欄を押して、
枠線色の表示を[する]にします。

※[する]を選択しないと枠線は表示されません。

▼枠線色表示[しない] ▼枠線色表示[する] ▼枠線色をピンク色に変更

枠線の太さ

角丸の半径

①.[枠線の太さ]に数字を入力することで、枠線の太さが
変えられます。大きい数字を入れるほど枠線が太くなります。
※あまり大きな数字を入力するとレイアウトが崩れる場合があります。
推奨する数字は1～10です。

②異なる数字を入力して、立体的な表現をすることも可能です。

①.[角丸の半径]に数字を入力することで、枠線の半径が
変えられます。大きい数字を入れるほどカーブが大きくなります。
※あまり大きな数字を入力するとレイアウトが崩れる場合があります。
推奨する数字は1～15です。

▼(上)3(右)3(下)3(左)3を入力した場合

▼(上)3(右)3(下)8(左)3を入力した場合

▼角丸の半径に4を入力した場合

▼角丸の半径に10を入力した場合
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9.年齢認証設定

年齢認証画面

・ロゴ画像の登録
・18歳未満マークの色変更
・入場/退場ボタンの登録
・背景色の変更が出来ます。

ロゴ画像

入場/退場ボタン

背景色

18歳未満マーク
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9.年齢認証設定_編集ページを開く
お店ページを閲覧する際に表示される年齢認証画面の編集が出来ます。

①.左記メニューの[年齢認証設定]を押します。
↓

②.[年齢認証設定]の編集ページが表示されます。

① ②

【保存ボタン】

PCデザイン編集画面では、プレビュー画面に更新はされますが
保存はされていませんので、作業後は必ず[保存して公開]ボタ
ンを押してください。

プレビュー画面

※ログイントップに戻るボタンです。
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9.年齢認証設定_ロゴ画像
年齢認証画面に表示される画像を登録出来ます。

①.左記メニューの[ロゴ画像]を押します。
↓

②.[画像を選択]を押します。
挿入したい画像を選択→[開く]を押して画像を設定します。
※[画像を削除]を押すと、設定した画像を外すことが出来ます。

① ②

※画像容量1ファイル1024KB以下
※画像サイズ(横)600×(縦)400px

③

③.メニューとプレビューの両方の画面に反映されます。
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9.年齢認証設定_18歳未満マーク
年齢認証画面に表示される18歳未満マークの色を変更出来ます。

①.左記メニューの[18歳未満マーク]を押します。
↓

②.18歳未満マーク欄を押します。
表示された色の中から、好みの色を選択してください。

① ②

③

③.選択した色に連動した画像がプレビュー画面に反映されます。

背景の色を変えています
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9.年齢認証設定_入場/退場ボタン
年齢認証画面に表示される入場/退場ボタンに画像を登録出来ます。

①.左記メニューの[入場/退場ボタン]を押します。
↓

②.[画像を選択]を押します。
挿入したい画像を選択→[開く]を押して画像を設定します。
※[画像を削除]を押すと、設定した画像を外すことが出来ます。

① ②

※画像容量1ファイル20KB以下

③

③.メニューとプレビューの両方の画面に反映されます。
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9.年齢認証設定_背景色
年齢認証画面の背景色を設定出来ます。

①.左記メニューの[背景色]を押します。
↓

②.[色を選択]を押します。
好みの色をタグ入力、もしくはクリックで選択します・
※デフォルトを押すと元から設定されている色に戻ります。

① ②

③ ③.選択した色がプレビュー画面に反映されます。

※

① ②

①.メニュー右上に表示される
[保存して公開]を押します。

②.表記が[保存しました]に切り替わり、プレビュー画面にも
[保存しました]と言う文字が表示されます。

※自動保存はされませんので、作業後は必ず[保存して公開]ボタンを押してください。
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10.2ページ目以降の背景画像_画像設定
フロントページにて各コンテンツ内の背景に画像を入れることが出来ます。

①.左記メニューの[2ページ目以降の背景画像]を押します。
↓

②.[2ページ目以降の背景画像]で編集可能なコンテンツが
表示されます。

① ②
※ログイントップに戻るボタンです。

画像の挿入

①

①. [2ページ目以降の背景画像]欄を押します。
↓

②.表示させたい画像の番号を選択します。
※メイン画像に設定した画像番号と連動しています。
※メイン画像に設定した画像と別に、背景画像を挿入すること
は出来ません。

フロントページにて、各コンテンツ内の背景に
反映されます⇒

②
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10.2ページ目以降の背景画像_表示方法
フロントページにて各コンテンツ内の背景として表示される画像の表示方法を設定出来ます。

①.[表示方法]欄を押します。

① ②

②.好みの表示方法を選択します。

固定

左記の画像を
[固定]で表示させた場合

液晶ディスプレイ画面、全面に画像が表示されます。
コンテンツ内でスクロールしても背景色が見えません。

上部

左記の画像を
[上部]で表示させた場合

液晶ディスプレイ画面、上部に画像が表示されます。
コンテンツ内でスクロールすると背景色が見えます。



ご覧頂き

ありがとうございました


