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1 

2 .  編集画面の動作環境について  

▼CMS Blue Monkey Ver12.1 以前 

▼CMS Blue Monkey Ver13.0 以降 + 新エディタ使用時 

CMS BlueMonkey について 

1. CMS Blue Monkey で出来ること  



2. メニュー＞ユーザー＞ 

4 

編集を行う前に～アカウントの作成方法～ 2 

1. CMS Blue Monkey 管理画面より、ログインをします。 
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権限名 概要 

管理者 
全機能（編集・公開）が利用可能 

サイトの全体設定にかかわる機能 

編集者 
ページ編集関連の作業のみ行える。 

※公開不可 

閲覧者 
変更・公開不可 

編集内容や問合せ内容の確認のみ 

必須入力項目の入力 

URL：https://goo.gl/EU5ncN

編集を行う前に～アカウントの作成方法～ 2 

3. 必須入力項目の入力し、 

ユーザー 

管理者 

編集者 

閲覧者 

編集権限 承認権限 公開権限 

〇 

× 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

× 

× 

サイト設定 

〇 

× 

× 

ページ作成 

〇 

× 

ページ削除 

〇 

× 

× 〇 

「ユーザー権限」別 可能操作 
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有償オプションについて 

ログイン画面の「メニュー」について 3 

1. 「メニュー」の概要 
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▼CMS Blue Monkey Ver13,0 以降 

ページの基本情報や設定内容を一覧で確認することができます。 

クリックしたフォームのお問い合わせログをCSV形式でダウンロードします。 

※問い合わせページのみ機能 

dcms_commonを追加します。※HTMLやプログラミング知識等が必要です。 

｢サイト構成｣ 内でページを移動します。サイドナビの順番に影響します。 

※階層を移動する場合はページ設定画面から変更します。 

ページを複製します。｢階層ごと複製する｣で下層ページを含む複製が可能です。 

選択したページの下層に、白紙のページを追加します。 

選択したページと、その下層ページをゴミ箱に移動します。 

ページの変更履歴を確認・復元します。再構築時毎に溜まります。 

ページの設定を確認・変更します。 

ワークフロー設定画面を開きます。 

※ワークフロー機能利用時のみ有効です。 

選択したページの編集を開始します。 

WEB上で公開したいページは     を、したくないページは    に切り替えます。  

サブナビ上で表示したいページは    を、したくないページは   に切り替えます。  

内「その他の‹head›領域」に記載がある際に、表示されます。 

余白箇所をクリックすると 

メニューが表示されます。 

2. サイト構成 (メニュー＞ページ＞サイト構成) 

ログイン画面の「メニュー」について 3 



(1) 「新規投稿」画面の概要 

8 

必要項目を入力・選択し、「公開」もしくは「保存」をクリック。 

※ 「公開」 ＝ 公開画面へ反映 / 「保存」 ＝ 下書き保存。公開画面へ反映されない。 

「ステータス変更」について 

ステータス「編集中」or「非公開」の状態 
では、変更内容が未反映なので、公開するには
チェックボックス＞「ステータス変更」にて 
「公開」を行います。 

タグ設定 

ページ本文 

投稿設定 

カバー画像設定 

公開時間設定 

カテゴリ設定 

ページタイトル 

3. メディア配信 (メニュー＞メディア配信＞投稿一覧＞新規投稿) 

ログイン画面の「メニュー」について 3 
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公開期間機能を利用すると、該当日時に自動公開されます。 
特定の時間に公開を行いたい場合は、公開期間設定を 
有効にし、日時を入力して下さい。 
※記事の表示順は、公開日時順となります。 

推奨サイズは7：4の横長(横幅780px)の画像です。 

https://〇〇.jp/blog/category/voice 

https://〇〇.jp/blog/tag/recommend 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

カテゴリ・タグの一括設定 

(2) カバー画像 

(3) 公開設定設定 

(4) カテゴリ：記事を 「階層分け」する機能  

(5) タグ：記事に「印付け」する機能  

ログイン画面の「メニュー」について 3 
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タイトルタグ共通表示 
サイト設定、メディア設定のタイトルではなく、設定している
記事だけに特別なページタイトルを設定したい場合は、こち
らに入力します。 

共通キーワード設定 
サイト設定、メディア設定のキーワードではなく、設定してい
る記事だけに特別なキーワードを設定したい場合は、こちら
に入力します。 

メディア説明文 
サイト設定、メディア設定の説明文（discription）ではなく、設
定している記事だけに個別の説明文を設定したい場合は、
こちらに入力します。 

<head>内編集領域 
サイト設定、メディア設定の<head>内編集領域ではなく、設
定している記事だけに個別の設定を行いたい場合は、こちら
に入力します。 

投稿設定 

(6) 投稿設定 

ログイン画面の「メニュー」について 3 



(2) 必要項目を入力し、      をクリックし、保存します。 
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※以下、必要項目となります。 

 

 ① カテゴリの選択 

 ② ニュース公開日時 ※未来の日付設定も可能。） 
 ③ リンク先URL（必須） 
 ④ タイトル（必須） 
 ⑤  内容      

4. ニュース配信 (メニュー＞ニュース配信＞ニュース配信) 

(3)  

ニュース配信の「内容」において改行する際は、 

半角”<br>”タグを入力します。 

 

例：CloudCircusがリリースされました！<br> 

  CloudCircuはマーケティングに必要な 

  コンテンツの作成・配信管理・分析まで！ 

(1)      をクリック 

ログイン画面の「メニュー」について 3 



「ワークフローの利用」ON＞「承認できるユーザーを追加」に 
承認者のアドレスを入力し、追加されたことを確認        
＞公開通知・申請依頼・承認・差戻しメール設定を入力し、 

5. ワークフロー設定 (メニュー＞設定＞ワークフロー設定) 

12 

ログイン画面の「メニュー」について 3 



1. 全体的な流れ 
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編集したいページのタイトルを 

クリックする編集画面へ遷移します。 

(1) 「サイト構成」より、編集したいページを表示 

4 4 「ページ編集」方法～よく使う機能～

 

4 
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(2) 「編集する」をクリックし、編集モードに切り替えます。 

(3) 編集されたい「ブロック」をクリックし、作業完了後「保存」します。 

「ページ編集」方法～よく使う機能～

 

4 



15 

良く使う機能 

▼CMS Blue Monkey Ver13,0 以降 

文字の装飾 

リンクの挿入/編集 

画像の挿入/編集・ファイルのアップロード 

ブロックのコピー(複製) 

ブロックの削除 

ブロックの移動 

編集～公開までの流れまとめ 

4 4 「ページ編集」方法～よく使う機能～

 

4 
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  主に使用できるファイルの形式 
.png  /.jpg /.gif /.pdf / .mp4 /.zip  

（1）事前 ： 
  使用する画像やデータを赤枠内へ

2-1. 画像：アップロード方法 

（2）事後(作業中) ： メニュー＞ページ＞サイト構成＞「○○ 」※ページ名 
   ＞編集する＞編集するブロックをクリック＞     ＞ 

  主に使用できるファイルの形式 
.png  /.jpg /.gif /.pdf / .mp4 /.zip  

4 「ページ編集」方法～よく使う機能～

 

4 
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クリック

アップロード済みのファイルから 
挿入する画像を選択します。 

（2）            をクリック。 

（3） 画像のサイズ、ファイル名を確認し、「OK」ボタンをクリック。 

（1） 変更したい画像をクリックし、アクティブな状態にします。 

※       では仕様により、拡張子が小文字（ex : .jpg , .png）の画像しか表示されないため、推奨外です。 

4 

2-2. 画像：差し替え・挿入方法 

「ページ編集」方法～よく使う機能～

 

4 



（1） リンクを付ける画像やテキストを選択し、    をクリック＞「リンク」画面 

18 

「新規ウィンドウ」で開くの活用方法 

3. リンクの設定方法 

( ) 

( ) 

「ページ編集」方法～よく使う機能～4 
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4-1. 「お気に入りブロック」： 作成方法 

（1） 「お気に入りブロック」    ＞お好きな「ブロック名」入力＞「追加」ボタン 

（1） 編集モード中に    をクリックし、          をクリックします。 

4-2. 「お気に入りブロック」：呼び出し方法 

( ) 

( ) 

（2） 追加するブロックの選択 から、追加するブロックを選択後 
   「OK」をクリックで、お気に入りブロックの挿入が完了です。 

「ページ編集」方法～よく使う機能～4 
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お問い合わせフォーム項目 

 

1. メニュー＞ページ＞サイト構成＞   ＞編集する 

お問い合わせフォーム項目 

 

説明文入力欄（HTML入力可能） 説明文入力欄（HTML入力可能） 

2. 「フォーム編集」にて、「項目」など必要項目を入力し、「詳細設定へ」。 

「お問い合わせページ」の編集方法 5 



「フォームのレポートを出力する」より、過去３ヶ月の「お問い合わせフォーム」履歴の出力が可能です。 
（※フォームへの添付資料はこのCSVからダウンロードできます） 
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フォームレポートの出力方法 

3. 「お客様送信用設定」「管理者受信用設定」下、「追加項目を反映」 をクリック。 

5 

詳細設定画面では以下の設定を行います。 
 
①（必須）送信元メールアドレス 
  
【お客様送信用設定】 
②（任意）管理者用（BCC）メールアドレス 
③（必須）件名 
④（必須）メールテンプレート 
⇒前ページにて、項目の追加・編集を行った際は 
必ず「追加項目を反映」をクリックしてください。 
 
【管理者受信用設定】 
②（必須）管理者用（TO）メールアドレス 
③（必須）件名 
④（必須）メールテンプレート 
⇒前ページにて、項目の追加・編集を行った際は 
必ず「追加項目を反映」をクリックしてください。 

5 「お問い合わせページ」の編集方法 5 



FAQ/一問一答 6 

CMS Blue Monkeyについて 

Q1 

A1 

Q2 

A2 

Q3 

A3 

Q4 

A4 

Q5 

A5 

PDFがWebページに貼り付けることが出来ない。 

Webページに貼り付けることが可能なファイルは画像（.jpgや.png）
のみです。変換をお願いします。 

ライトナビに表示されているページ名を変更したい。 

該当のページ名を「その他」＞「ページ設定」より変更します。 

変更方法：http://manual.cms2.jp/basic/page_settings.html 

お問い合わせの確認メールがユーザーに届かない。 

メール記入欄がテキストボックスになっていませんか？ 

e-mailを選んでいるか確認してください。 

誤った内容を公開してしまった場合の対処法。 

元のページに戻したい場合 

サイト構成＞該当ページの余白でクリックし、「変更履歴」より 

戻すことが出来ます。 

ページのヘッダー（orフッター）を変更したい。 

サイト構成>dcms_common>各テンプレート>header.html(footer.html)

より修正が可能です(※サイト毎で設置方法が異なる場合がございます)。 

※画像による修正が必要な場合有償もしくは、お客様作業でのご案内になり
ます。 

Q6 

A6 

ページのヘッダー/フッター/ライトナビを修正後、反映されない。 

再構築時に「共通パーツを含む」にチェックし再構築してください。 

22 



Webサイト全般について 
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Q1 

A1 

Q2 

A2 

ページを更新したが、公開画面の表示が変わりません。 

キーボード「Ctrl」+「F5」を押し、ページのキャッシュ（一時的
なメモリ）のクリアを行って下さい。 

画像のリサイズ・トリミングによる容量圧縮のみCMSで可能です。 

http://manual.cms2.jp/basic/mainmenu/menu_file.html 

FAQ/一問一答 6 

画像圧縮はCMS上でできますか。 
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用語集 7 

再構築 シェアパーツ 

CMS BlueMonkeyは「編集管理画面」と一般
ユーザーが閲覧する「公開画面」で分かれてい
ます。 

編集画面にて追加・編集を行った際には 

「再構築」を行うことで、公開画面へと反映さ
せることができます。 

【ページの編集について】 

⇒P.9 

URL：https://goo.gl/wAcn48 

サイト構成 ヘッダー/フッター/ライトナビ 

「CMSメニュー＞ページ＞サイト構成」にて 

Webサイトのツリー構成のページを一覧にて閲
覧できる画面です。 

ツリー構成になっていることで、ページが見つ
けやすく、Webサイトの更新はまずこの画面か
ら始めましょう。 

【サイト構成について】 

⇒P.17 

URL：https://goo.gl/pkwZEY 

ヘッダー：Gナビなどページ最上部の共通部分 

フッター：ページの最下部の共通部分 

ライト（レフト）ナビ：ページ右（左）側ナビ
ゲーションやバナー画像の共通部分 

 

■ページ＞サイト構成画面＞dcms_commonにて 

テンプレート毎で編集が可能です。 

【サイト構成について】 

⇒P.17 

 

編集中/公開/非公開 共通パーツ 

CMS BlueMonkeyは「編集管理画面」にて編集後 

保存を行うとステータス「編集中」となります。 

再構築後、「編集中」ステータスはなくなります。 

 

公開/非公開はサイト構成にて設定を行うことが 

できます。 

【サイト構成について】 

⇒P.17 

URL： https://goo.gl/SVARNQ 

テンプレート毎に設定されたヘッダーやフッ
ターなどの共通している部分。 

サイト構成＞dcms_commonで表示される 

テンプレートの複数のページの事を指します。 

特定のページ個別で共通パーツを設定すること
も可能。 

【共通パーツについて】 

⇒P.17 

URL： https://goo.gl/SVARNQ 

CMSメニュー＞ページ＞シェアパーツ管理にて 

編集を行った専用のタグを埋め込むことで、 

複数のページでも共通のコンテンツを表示させ
ることが出来ます。 

お問い合わせボックスの作成やheader/footerの
編集に便利な機能です。 

 

【ページの編集について】 

URL：https://goo.gl/Rs8eIl 

head(head内編集領域) 

各ページのSEO設定や、使用テンプレー
ト、デザインなどの設定を行う領域です。 

個別の設定を行ったページはサイト構成上
で  マークが表示されます。 

 

【サイト構成について】 

⇒P.17 

URL： https://goo.gl/gyWg73 

ワークフロー 

サイト全体で更新業務において複数人が関わる
場合に、「申請・承認、公開」を円滑的に受け
渡しするための機能です。 

Web更新の作業者と承認者間でコミュニケー
ションをメール等でお知らせしながら行いま
す。 

【ワークフローについて】 

⇒P.18 

URL： https://goo.gl/NYHffL 
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ユニバーサルアナリティクスでの解析 

（旧Googleアナリティクス） 

公開と同時にGoogleのアクセス解析ツールを設置しています。 
どういったキーワードで、何人が閲覧しているかを把握することができます。 

アクセス解析の活用方法 8 

ログインURL：http://www.google.com/intl/ja_jp/analytics/ 
 
閲覧権限の付与を行うには、Googleアカウントを取得する必要があります。 
アカウント取得後はサポート宛てに閲覧権付与の旨を連絡ください。 

1. ログイン方法 



3. どのページが良く見られてるか 
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 集客 ＞ キャンペーン ＞ オーガニック検索トラフィック 

 行動 ＞ サマリー ＞ すべてのページ 

アクセス解析にて現状を把握し、ユーザが求める情報をマーケティングし、 
サイトを盛り上げて行きましょう！ 

2. どんなキーワードで検索されてるか 

アクセス解析の活用方法 8 
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CMSサポート窓口 
 

TEL 03-5339-2279 

Mail support@mtame.co.jp 
 

W eb http://manual.cms2.jp/ 

受付時間：午前10時～午後5時半（土日祝日、年末年始、を除く） 


