
■公開アドレス　http://arukobe.com/

■ログイン操作

http://arukobe.com/wp-admin にアクセスし、
下記ユーザー名・パスワードを入力し編集画面にログインします

ログインすると、ダッシュボードの画面が表示されます

ユーザー名：admin
パスワード：u0D6g1WNd

あるっ神戸 HP　操作マニュアル



記事（募集ツアー ワークショップ•実施レポート•フォトギャラリー）の投稿方法

【募集ツアー ワークショップ】
ダッシュボードの投稿ボタンをクリック

投稿一覧が表示されます
「募集ツアーサンプル - 非公開」 下の 「Clone」をクリック



投稿編集画面が表示されます
下記の順に進めてください

「募集ツアーサンプル - 非公開」 下の 「Clone」をクリックすると、
投稿一覧の一番上に「募集ツアーサンプル - 下書き」がきます。そこをクリック

1. 募集ツアーのタイトルを入力

1. タイトル1. タイトル

3. 本文3. 本文

2. カテゴリー2. カテゴリー

5. 公開5. 公開

1. タイトル

3. 本文

2. カテゴリー

5. 公開

4. サムネイル画像4. サムネイル画像4. サムネイル画像

サンプルには「募集ツアーサンプル」と入っているので、
募集ツアーの名前を入れる
※こちらの部分にも募集ツアーの名前を入れる



2. カテゴリーは1つだけチェック

あてはまる、1つだけチェックする
（複数チェックしない）

3. 本文を入力
下記部分にキーボードで入力、またはテキスト分をペーストできます
Shift＋Enter で改行となります。 

本文記事を入力します
Shift＋Enter で改行できます

ビジュアルが選ばれていることを確認します

※ダミーの文章が入っているので
　入れたい文章に差し替えます

記事にPDFなどへリンクをはりたい場合についは次頁
ここの部分をマウスで
引っ張ることで入力枠の
サイズを調整できます



■記事にPDFなどへリンクをはりたい場合

1. ダミーで入っている左の文章を消す

2. このアイコンをクリック

アイコンをクリックすると下記画面が表示されます

ここの部分にリンクさせたい
PDFをそのままドロップで
入れ込むか、選択でPDFを
アップロードします



PDFをアップロードすると下記画面が表示されます

1. 実際に表示させたい内容を入力します

2. クリック

4. トップページに表示されるサムネイル画像をアップします

表示はここの部分です

※画像が無い場合は左記の表示に
　なります



画像がある場合は「アイキャッチ画像を設定」をクリック

クリックすると下記画面が表示されます

ここの部分にアップしたい画像を
そのままドロップで入れ込むか、
選択で画像をアップロードします

画像をアップロードすると下記画面が表示されます

1. なしにチェック

2. フルサイズにチェック

3. クリック



5. サイトに公開します

1. クリック
2. 公開にチェックを入れる

3. クリックでサイトに記事が反映されます

公開後の表示

タイトルタイトル

カテゴリーカテゴリー

本文本文

タイトル

カテゴリー

本文



【実施レポート】
ダッシュボードの投稿ボタンをクリックし、【募集ツアー ワークショップ】と
同じ手順で、「実施レポートサンプル - 非公開」 下の 「Clone」をクリック

編集画面で【募集ツアーワークショップ】のように入れたい文章などを入力します。で【募集ツアーワークショップ】のように入

1. レポートのタイトルを入れる1. レポートのタイトルを入れる

2. あてはまる1つだけチェックする2. あてはまる1つだけチェックする
　（複数チェックしない）　（複数チェックしない）3. 本文を入力3. 本文を入力

4. 公開する4. 公開する

1. レポートのタイトルを入れる

2. あてはまる1つだけチェックする
　（複数チェックしない）3. 本文を入力

4. 公開する

■当日の様子に画像を載せたい場合

アップロードのアイコン

PDFをリンクさせたい場合と同様に、ダミーで入っている文章（画像が入ります。）を消して、
アップロードのアイコンをクリック　

アイコンをクリックすると下記画面が表示されます

ここの部分に載せたい画像を
そのままドロップで入れ込むか、
選択で画像をアップロードします



画像をアップロードすると下記画面が表示されます（一度に何枚もアップロードできます）
画像にタイトルをつけます※ここでは3枚写真をアップロードしています

  

❶写真のタイトルを入れる

❸クリックして閉じる

❷この写真をサムネイル画像に指定する場合はこちらをクリック
　アップロードした写真の中で1つだけアイキャッチ画像として使用する

❶写真のタイトルはここに表示されます

公開後の表示

■トップページ

■レポート詳細ページ

❹クリックしてB写真の設定をA写真と
　同じ様に行います

❺クリックして設定内容を保存

❷アイキャッチ画像として使用するを選んだ写真がトップページの実践レポートの
　サムネイル画像として表示されます



❺クリックして設定内容を保存すると下記画面が表示されます

ギャラリー挿入をクリックすると本文の編集部分に下記画面が表示されます

クリック

当日の様子のギャラリー（画像）が
挿入されました



サイトに公開します

1. クリック
2. 公開にチェックを入れる

3. クリックでサイトに記事が反映されます

公開後の表示

タイトルタイトル

カテゴリーカテゴリー

本文本文

タイトル

カテゴリー

本文

ギャラリーギャラリーギャラリー



【フォトギャラリー】
ダッシュボードの投稿ボタンをクリック

投稿一覧が表示されます
新規追加をクリック



新規投稿画面が表示されます
下記の順に進めてください

されます
ださい

1. タイトル1. タイトル

2. カテゴリー2. カテゴリー

5. 公開5. 公開

3. フォトギャラリー3. フォトギャラリー

4. ツアーの日付4. ツアーの日付

1. タイトル

2. カテゴリー

5. 公開

3. フォトギャラリー

写真アプロードアイコン

4. ツアーの日付

1.【募集ツアー】【実践レポート】と同じように、ここではツアーのタイトルを入れます
　例：個性派店舗大集合ツアー

2. あてはまる1つだけチェックする（複数チェックしない）

3. フォトギャラリーに載せたい写真をアップロードします
※写真のアップロードの方法は実践レポートのときと同じです
写真アップロードアイコンをクリックすると下記画面が表示されます

ここの部分に載せたい画像を
そのままドロップで入れ込むか、
選択で画像をアップロードします



画像をアップロードすると下記画面が表示されます（一度に何枚もアップロードできます）
画像にタイトルをつけます※ここでは3枚写真をアップロードしています

  

❶写真のタイトルを入れる

❷ツアー名を入れます※全写真のキャプションに入れます

❹クリックして閉じる

❸この写真をサムネイル画像に指定する場合はこちらをクリック
　アップロードした写真の中で1つだけアイキャッチ画像として使用する

❸アイキャッチ画像として使用するを選んだ写真がフォトギャラリーのトップページに
　表示されます。

❺クリックしてB写真の設定をA写真と
　同じ様に行います

❻クリックして設定内容を保存

公開後の表示
■フォトギャラリートップ　ページ



❻クリックして設定内容を保存すると下記画面が表示されます

ギャラリー挿入をクリックすると本文の編集部分に下記画面が表示されます

フォトギャラリー（画像）が
挿入されました

クリック



4. ツアーの日付を入力します

5. サイトに公開します

ツアーの日付を入力

クリック



ギャラリー（画像）投稿の編集について

一度アップしたギャラリー（画像）の設定を編集できます

のアイコンをクリックすると下記画面が表示されます

ギャラリーを挿入した部分の画面の
左上にマウスのカーソルを合わすと
上記のようなアイコンが出ます
※編集したい場合は　のアイコンを
　クリックします
※　のアイコンをクリックすると
　ギャラリーが削除されます

■ギャラリーの編集

写真の順番を変更させたい
1.
写真の順番を変更させたい場合は
表示するの左の　　の部分に
並べたい順番の番号を入力します

2. クリック

3. 投稿編集画面の更新をクリック
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