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１．「名商ホームページ作成サービス」
にログインする／

利用者情報を確認・編集する



① ブラウザのアドレスバーに https://meisho-hp.jp/ と入力してEnterキーを押すか、
名古屋商工会議所のＨＰを開いて、画面上部の 『ビジネスサポート』 をクリックし、
『ＰＲ（広報・メディア・Web）』 をクリックすると、ビジネスサポートのページが表示されるので
『ホームページ作成サービス』 をクリックします

１－１．「名商ホームページ作成サービス」 にログインする

② ホームページ作成サービスが表示されるので
右上の 『ログイン』 をクリックします

※ 名古屋商工会議所のＨＰのトップページで
『名商ホームページ作成サービス』 バナーを
クリックしても進めます
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https://meisho-hp.jp/


④ ログイン画面が表示されるので、利用者IDと
パスワードを入力、ログインボタンをクリックします

⑤ ログインに成功すると 『ＨＰ内容編集』 画面が
表示されます

１－１．「名商ホームページ作成サービス」にログインする

① 操作中は定期的に 「送信」 ボタンを押して

データを保存して下さい

入力したい文章を事前にデータで用意しておき、

コピーして貼り付ける形で進めると、ログイン後の

操作時間の短縮ができ、データ消失を防げます

② ホームページに画像を掲載する際には、

「著作権」 「肖像権」 にご注意下さい！

他のホームページで使われている画像や、

出版物の画像を許諾なしに掲載すると

著作権違反となる場合があります

③ データを変更したはずなのに、「プレビュー画面」 等で

以前の文章や画像が表示される場合があります。

これはお使いのブラウザの 「キャッシュ機能（一時的に

ファイルを保存する機能）」 によって、変更前の文章や

画像が表示されている状態です。

解決するには、以前のデータが表示される画面で

ブラウザの 「更新」 ボタンもしくはキーボードF5を

押して下さい。それでも解決しない場合、 ブラウザの

「キャッシュの削除」を行って下さい

◆ 作成時の注意事項 ◆
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１－２．利用者情報を確認・編集する／初回ログイン時の注意事項

① 初回ログイン時のみ、「ＨＰ内容編集」 画面ではなく 「利用者情報編集」 が表示されるので、

必要事項と、 「サイトＩＤ」 （ホームページのアドレスになる文字列） を入力します

※ サイトＩＤは、

「https://△△△△.meisho-hp.jp」の

「△」の部分になります。

サイトＩＤを 「https://」 から入力すると

エラーになりますのでご注意下さい

※ 旧サービス（2019年4月以前作成のサイト）

から移行された方は、初回ログイン時も

この操作はありませんのでご注意下さい

①

②

② 「保存」 をクリックします

※ 注意 ※

サイトＩＤ（ホームページのＵＲＬ）は、

ここで決定した後は変更ができません！！

十分にご検討の上、入力ミスのないよう

お気を付け下さい。

また、既に他の方が利用しているＩＤの場合は

エラーとなりますので、他のＩＤをご入力下さい
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１－２．利用者情報を確認・編集する
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① 「利用者情報」 をクリックすると利用者情報が表示されるので、

「事業所名」 「担当者名」 「電話番号」 「メールアドレス」 「サイトの公開」

を入力・編集します

② 「保存」 をクリックします

利用者情報：

・「事業所名」 「担当者名」 「電話番号」 「メールアドレス」 ：

Ｗｅｂサイト上には公開されません

・「サイトの公開」 ：

表示／非表示を選択します

「非表示」 を選択して保存した場合、

作成したサイトはＷｅｂ上に公開されません



２．ホームページ作成サービスにおける
保存と変更の破棄について



「ＨＰ内容」 をクリックすると 「ＨＰ内容編集」 が表示され、
「公開中サイトプレビュー」 「編集中サイトプレビュー」 「テンプレート変更」
「変更を公開」 「変更を破棄」 のボタンから各操作が可能です

公開中サイトプレビュー：
インターネットに公開している
ホームページ情報を表示します

編集中サイトプレビュー：
インターネットに公開していない
ホームページ情報を表示します

変更を公開：
新規作成、修正したホームページ
情報を最終保存し、その保存情報
をインターネットに公開します

変更を破棄：
修正により変更したホームページ情報
を取り消して、変更前（最終保存時）
に戻します。
誤って情報を削除してしまった場合に
「変更を破棄」により、
削除前に戻すことができます

ページ一覧／新規作成：
ページを作成し、編集できる状態にします

２－１．ＨＰ内容編集の各プレビューボタン、変更を公開／破棄ボタンについて
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テンプレート変更：
テンプレート変更ページへ移動します



２－２．各画面の保存・変更の破棄について

変更を公開 変更を破棄

各ページで内容を変更し、「保存」 をクリックした上で 「ＨＰ内容編集」 画面に戻り、

「変更を公開」 することで変更した部分が確定し、公開されます

当ホームページ作成サービスでは、「サイト情報」 「ページ」 「セクション」 「フレーム」 「パーツ」
それぞれの画面で 「保存」 ボタンを押すことで変更が保存されます。

保存した内容は 「ＨＰ内容編集」 画面にある 「変更を公開」 ボタンをクリックすることで初めて
変更内容が公開されます。

同じ画面にある 「変更を破棄」 ボタンを押すと、ホームページが「前回 『変更を公開』 した状態」 に
戻ってしまいます。

また、ページ単位での 『変更の公開』 ・ 『変更の破棄』 はできません
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※ ホームページの作成・
更新は、作業内容を
リアルタイムで反映しません！

内容を更新・追加したい場合、
必ずこちらの画面に戻って
『変更を公開』 して下さい！

この作業を忘れてしまうと
ＨＰは更新されません！



３．テンプレートの選択と
サイト情報の編集



３－１．テンプレートを選択する

① ログインした状態で、画面左のメニューから 「ＨＰ内容」 をクリックします

①

② 「テンプレート変更」 をクリックします

②

③ 利用したいテンプレートを選択して、

「このテンプレートの適用」 をクリックします

③

◆ 『このテンプレートの適用』 と
『このテンプレートで初期化』 の違いについて

： 『このテンプレートの適用』 は、入力中の内容を保持して
テンプレートを変更します。
（変更時にレイアウトが崩れる場合がありますが、
入力した文字や画像は保持されます）

： 『このテンプレートで初期化』 は、入力中の内容を全て破棄して
テンプレートを適用します。
（それまでに入力した内容は全て破棄されるのでご注意下さい！）
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④ 「ＨＰ内容編集」 画面が、テンプレートを適用した状態で表示されます

テンプレートを適用した場合、画像や内容が入力済みのＨＰを操作し、

ご自身の内容と置き換える作業が操作の中心となります。

３－１．テンプレートを選択する
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３－２．「サイト情報」を編集する：サイト情報

① 画面の左メニューにある 「サイト情報」 をクリックします

※ テンプレートを適用した場合、この画面で必ず

「サイト名」、 「サイトロゴ画像」 または

「サイトロゴ画像ＡＬＴ」 を変更して下さい！

（検索結果等の表示が

『テンプレート＊＊』 になってしまいます）

①

② 「サイト情報」 を設定します

※ 保存をせずに画面を移動してしまうと

変更が破棄されます、ご注意下さい！

サイト情報：

・「サイト名」 ：検索エンジンでの検索結果に表示されます。

また、当サービストップページの 「おすすめのホームページ」 と

「最近更新された企業のホームページ」 においても

こちらで入力された内容が表示されます

・「サイト公開期限（開始／終了）」 ：

サイトの表示期間を設定します
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３－２．「サイト情報」を編集する：タイトル設定情報／フッター設定情報

タイトル設定情報：

・「サイトロゴ画像」 ：サイトのタイトルとして表示されます

会社のロゴ等の画像をアップロードして使います

・「サイトロゴ画像ALT」 ：ロゴ画像が無い場合に表示されます。

会社名等を入力して下さい！

・「キャッチテキスト」 ：サイトロゴの上部と、検索エンジンの検索結果、

当サービスのトップページに表示された場合に表示されます

・「電話番号」 「営業時間」 「メールアドレス」 ：画面上部に表示されます

フッター設定情報：

・「コピーライト」 ：サイトのフッターとして表示されます

電話番号・営業時間・メールアドレス

※ 画面イメージ ※

キャッチテキスト

サイトロゴ画像
または

サイトロゴ画像ＡＬＴ

コピーライト
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タイトルの入力 セクションの
選択

削除 表示順

新規追加

ページの選択

３－２．「サイト情報」を編集する：メニュー設定

※ 画面イメージ ※

メニュー

メニュー設定：

・タイトルの入力 ：メニューのタイトルを入力します

（入力した内容が画面上部にメニューとして表示されます）

・ページの選択 ：どのページを表示させるかを選択します

・セクションの選択 ：どのセクションを表示させるかを選択します

未選択の場合は一番上のセクションになります

・削除 ：メニューを削除します

・表示順 ：▲▼ でメニューの並び順を変更できます

・新規追加 ：メニューを新規追加します

③ 「保存」 ボタンをクリックして、 「サイト情報」 を保存します
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４．ページを編集する



当ホームページ作成サービスでは、

「ページ」 「セクション」 「フレーム」 「パーツ」

という単語が繰り返し出てきます。

一番小さな単位が 「パーツ」 、

パーツをまとめたものが 「フレーム」 、

フレームをまとめたものが 「セクション」 で、

セクションをまとめたものが 「ページ」 になります。

フレームには複数のパーツを、

セクションには複数のフレームを、

ページには複数のセクションを

まとめることが可能です

ページの構造を理解し、それぞれの部品を

上手く組み合わせることで、より効果的に、

魅力のあるホームページが作成できます

◆ ページ上部の【イメージスライダー】は
【ページ編集】 の 【イメージスライダー】 から
編集します。
画像サイズが自動調整されるのでご注意下さい

ページ

イメージスライダー

セクション

フレーム

パーツ パーツ パーツ

※ ページ構成イメージ ※

４－１．ページ／セクション／フレーム／パーツとは

【パーツ】：

写真や画像を表示させる、

文章を表示させる、

YouTubeやInstagram、

Googleマップ等を表示させる等、

様々な使い方が可能です

【フレーム】：パーツをまとめます

【セクション】：フレームをまとめます

【イメージスライダー】：

ページの上部に画像を表示させます
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４－２．入力画面とＨＰ構成イメージ

ページ＃１

イメージスライダー

セクション＃１

フレーム＃１

パーツ
＃１

パーツ
＃２

パーツ
＃３

セクション＃２

フレーム＃１

パーツ＃１

セクション＃３

フレーム＃１

パーツ＃１

パーツ＃２

ページ＃１

セクション＃１

フレーム＃１

パーツ
＃１

パーツ
＃2

パーツ
＃3

入力時の画面と、公開したＨＰ上で表示される画面は
構成は同じですが、

◆ イメージスライダーが 『ページ』 の 『編集』 ボタンからしか
設定ができない、プレビューでなければ画像が確認できない

◆ 入力画面では 『パーツ』 に入力した画像は一部表示になる
◆ 入力画面では 『パーツ』 に入力したIframe情報は文字で

表示される

等の差異がある為、プレビュー機能での確認が必須となります
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① 「ＨＰ内容編集」 画面の 「トップページ」 の右にある 「編集」 ボタンをクリックします

①

②

② 「ページ設定」 画面が表示されるので、

「ページ トップページ」 の 「編集」 ボタンをクリックします

４－３．ページを編集する
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ページ編集画面は、 「ページ情報」、

「イメージスライダー」、「詳細設定」

で構成されています。

③ 「ページ編集」 画面が表示されます

※ テンプレートを適用した場合、ページＩＤは 「index」、ページタイトルは 「トップページ」 で設定されています。

ご自身で別の名前に変更することも可能です。

※ 新規でページを追加した場合は、ページIDが 「page_（数字）」、ページタイトルが 「新規ページ（数字）」 に

なっています。わかりやすい言葉に変更してご利用いただくことをお勧めします。

４－３．ページを編集する
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・「ページID」 ：ページのアドレスです

・「ページタイトル」 ：ページのタイトルで、ブラウザのタイトルに表示されます

・「ページの説明」 ：

・「掲載日」 ：掲載する日付を指定できます

・「ヘッダー色」 ：ページのヘッダー部分の色の選択ができます

・「背景色」 ：ページの背景色の選択ができます

・「背景画像」 ：ページの背景画像が設定できます

・「表示期限（開始）／（終了）」 ：ページの表示期間を設定できます



③－１ 「イメージスライダー／画像」 を設定します

① 「参照」 ボタンをクリックすると、

「アップロードするファイルの選択」 が表示されるので、

挿入したい画像を選択して 「開く」 ボタンをクリックします

※ イメージスライダーを削除したい場合の 「削除」 ボタンです

①

※ 画像を削除したい場合の 「削除」 ボタンです

③－２ 「イメージスライダー／リッチテキスト」 を設定します

①

②

① 入力されている文字を削除してから

表示させたい文字を入力します

② 入力した文字を

ドラッグして範囲選択することで、

選択した文字に対して

様々な書式が設定できます

４－３－１．ページを編集する：イメージスライダーを設定する／画像・リッチテキストの設定

※ 注意 ※

画像の最大サイズは縦・

横ともに 「1280px」 です

縦あるいは横のサイズが

1280pxを超えた場合、

長辺を1280pxにして

縮小されます

（比率は維持されます）
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③－２－１ 「イメージスライダー／リッチテキスト」 で 文字にリンクを設定するには

①

②

① リンクを設定したい文字を

ドラッグして範囲選択します

② 『リンクの挿入』 ボタンを

クリックします

４－３－１．ページを編集する：イメージスライダーを設定する／画像・リッチテキストの設定
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③ リンク設定画面が表示されるので、

『ＵＲＬ』 にリンク先のＵＲＬを入力します

④ リンク先を新しいタブで開きたい場合、

『新しいタブで開く』 にチェックを入れます

⑤ 『挿入』 をクリックします

※ 『文字にリンクを設定する』 方法は、
イメージスライダー以外の部分（パーツ等）でも同様の操作で可能です。

④
⑤

③

⑥ 文字にリンクが設定されます



４－３－１．ページを編集する：イメージスライダーを設定する／リンクボタンの設定

③－３ 「イメージスライダー／ リンクボタン」 を設定します

① 「リンクボタンテキスト」 に文字を入力すると、イメージスライダー画像上に

指定したリンク先に移動できるボタンが配置されます

（この文字を入力しないと、リンク先を入力してもボタンは表示されません）

② 「リンク先ページ」 で ＨＰ内のリンク先を、「リンク先ＵＲＬ」 で ＵＲＬでリンク先を指定できます

③ 「ページ表示先」 で リンク先を別ウィンドウで表示させるか、同一ウィンドウで表示させるか選べます

①

②

③

③－４ 「保存」 ボタンをクリックして、 「イメージスライダー」 を保存します

※ 保存をせずに画面を移動してしまうと変更が破棄されます、ご注意下さい！
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※ 『リンクボタン』 の設定方法は、イメージスライダー以外の部分（パーツ等）でも
同様の操作で可能です。



※ ホームページ作成中は編集中の内容を各画面から確認できます

Ａ． 「ページ」 「セクション」 「パーツ」 では、それぞれの画面で 「保存」 ボタンをクリックすると

「ページ設定」 の画面に戻るので、 「プレビュー」 ボタンをクリックします

①

② 「プレビュー画面」 が

別画面で表示されます

Ｂ． 画面の左メニューにある「ＨＰ内容」 をクリックし、 「ＨＰ内容編集」 画面で 「公開中サイトプレビュー」

または 「編集中サイトプレビュー」 ボタンをクリックします

◆ 作成中にプレビューを確認する
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４－３－１．ページを編集する：イメージスライダーを設定する
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※ イメージスライダーの画像サイズの調整について

イメージスライダーに利用する画像は横長の、縦横比が１：３前後のものを用意すると

比較的元の画像に近い状態で表示することが可能です。

※ 画面イメージ ※

※ 上記サンプルの人物部分はどちらも同じ写真を利用して作成しています。
用意する画像の大きさによって拡大・縮小されたり、画像が切り取られたりしますので
プレビュー機能を使って確認しながら作業を進める必要があります



①

① 「ページ設定」 画面 （前項 「ページスライダー」 を保存すると戻ります）で

「セクション」 の 「編集」 ボタンをクリックします （ 『ＨＰ内容』 → 『トップページ』 の 『編集』 ボタンでも可）

③－２ 「セクション」 を編集します

② 「セクション情報」 画面が表示されます

４－３－２．ページを編集する：セクションを編集する
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４－３－２．ページを編集する：セクションを編集する

③ 「セクション情報」 を編集して、「保存」 ボタンをクリックします

※ 保存をせずに画面を移動してしまうと変更が破棄されます、ご注意下さい！

・「タイトル（大）」 ：セクションのタイトルです

セクションの最上部に表示されます

（未入力の場合は非表示になります）

・「タイトル（小）」 ：タイトル（大）の下に表示されます

・「背景色」 ：セクションの背景色の選択ができます

・「背景画像」 ：セクションの背景画像が設定できます

・「表示期限（開始）／（終了）」 ：

ページの表示期間を設定できます

タイトル（大）
タイトル（小）

※ 画面イメージ ※
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４－３－３．ページを編集する：フレームを編集する

①

① 「ページ設定」 画面 で 「フレーム」 の 「編集」 ボタンをクリックします

（左メニュー 『ＨＰ内容』 → 『トップページ』 の 『編集』 ボタンでも表示できます）

③－３ 「フレーム」 を編集します

② 「フレーム編集」 画面が表示されるので、

「フレーム情報」 を選択して

「保存」 ボタンをクリックします

・「タイトル」 ：

フレームの上部に表示されます。

未入力時は非表示になります

・「フレームの種類」 ：

フレーム内にいくつパーツを配置するか

選択します
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４－３－４．ページを編集する：パーツを編集する

①

① 「ページ設定」 画面で 「パーツ」 の 「編集」 ボタンをクリックします

（左メニュー 『ＨＰ内容』 → 『トップページ』 の 『編集』 ボタンでも表示できます）

③－４ 「パーツ」 を編集します

② 「パーツ編集」 画面が表示されます
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③－４－１ 「パーツ」 を設定します

パーツ情報：

・「パーツ位置」 ：パーツがフレーム内の

どの位置にあるかを示します

・「タイトル」 ：パーツにタイトルを設定します

・「パーツの種類」 ：画像、テキスト、Iframe、

ニュースから組み合わせます

・「表示期限（開始／終了）」 ：

パーツの表示期間を設定します

４－３－４－１．ページを編集する：パーツを編集する／パーツ情報・各種エリア情報

テキストエリア情報・画像表示エリア情報・
Iframe（Googleマップ／Instagram等）
表示エリア情報・ニュース表示エリア情報：

パーツの種類で選択した内容によって

設定できる内容が異なります
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リンクボタンエリア情報：

・「リンクボタンテキスト」 ： 入力した場合、リンクボタンが表示されます

・「リンク先ページ」 ： リンクボタンのリンク先を、ＨＰ内で設定できます

・「リンク先ＵＲＬ」 ： リンクボタンのリンク先を、ＵＲＬで設定できます

・「ページ表示先」 ： リンク先をどのウィンドウで開くか設定します



※ 「キャプション（小）」は右寄せ、

「キャプション（大）」は左寄せ表示

① 「キャプション（大）」 ： 入力した文字が

テキストエリア情報の上部に表示されます

（未入力の場合は非表示）

② 「キャプション（小）」 ：

キャプション（大）の上部に表示されます

③ 「テキスト」 ： 入力した文字が表示されます

文字をドラッグして範囲選択すると

選択した文字に対して

様々な書式が設定できます

③－４－２ 「パーツ／テキストエリア情報」 を設定します

①

②

③

４－３－４－２．ページを編集する：パーツを編集する／パーツ情報・テキストエリア情報

※ 画面イメージ ※

キャプション（小）

テキスト

キャプション（大）
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４－３－４－３．ページを編集する：パーツを編集する／パーツ情報・画像表示エリア情報

③－４－３ 「パーツ／画像表示エリア情報」 を設定します

①

②

※ 画像はあらかじめご用意いただき、

保存された場所を指定します

③

※ 画面イメージ ※
「フレームの種類」 でパーツを３種配置するものを
選び、それぞれに画像を設定した場合の表示です

「フレームの種類」 で
パーツを１種配置するものを
選び、画像を設定した場合の
表示です

① 「画像」 ： 「参照」 ボタンをクリックすると、 「アップロードするファイルの選択」 が表示されるので

挿入したい画像を選択して 「開く」 ボタンをクリックします

※ 画像のサイズが4MBを超えた場合、エラーとなりますので縮小してから選択して下さい。また、

縦あるいは横のサイズが1280pxを超えた場合、長辺を1280pxにして縮小します（比率は維持されます）

② 「画像ALT」 ：画像が表示されなかった場合に表示する文字を入力します

③ 「画像枠の高さ」 ：入力した数値の高さで画像を切り取ります（比率は維持され、画像下部から切り取られます）

※ パーツを複数配置し、画像を同じサイズで
揃えたい場合は、自動ではサイズ調整されない
ため、事前に画像サイズを揃えておくか、
画像枠の高さを同じに指定する必要があります
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４－３－４－４．ページを編集する：パーツを編集する／パーツ情報・Iframe表示エリア情報

「Iframe(Googleマップ/Instagram等)

表示エリア情報」 では、

Googleマップ、Instagram、facebook、

Youtubeなどの様々なサービスやSNSを

「パーツ」 として表示できます

使い方（Iframeテキストの取得方法）は

それぞれのサービス・SNSで異なります。

③－４－４ 「パーツ／ Iframe表示エリア情報」 を設定します

「 Iframeテキスト」 ：

パーツ内に表示させたいサービス・SNSから

Iframeテキストを取得し、貼り付けます

例： 「Googleマップ」 での設定方法 （2022年1月現在）

※ Iframeテキストの取得方法は、

各サービスのアップデートが行われると同時に

変更される場合がありますのでご注意下さい

① Googleマップで表示させたい住所を検索して

表示させます

② 画面にある 「共有」 をクリックします

②

①

32



③ 「地図を埋め込む」 をクリックします

④ サイズを選択します

⑤ 「HTMLをコピー」 をクリックします

③

④

⑤

４－３－４－４．ページを編集する：パーツを編集する／パーツ情報・Iframe表示エリア情報

⑥ 必要な情報がコピーされた状態なので、

当サービスの 「パーツ／ Iframe表示エリア情報」 で

「Iframeテキスト」 に貼り付けます
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◆ Instagramの場合 （2022年1月現在）

① Instagramにログインします

② 埋め込みたい投稿を開いて、アカウント名の右横に表示される
「メニューボタン（…）」 をクリックします

③ 「埋め込み」が表示されるのでクリックします

④ 「埋め込みコードをコピー」をクリックすると、必要な情報が
コピーされた状態になるので
当サービスの 「Iframeテキスト」 に貼り付けます



４－３－４－５．ページを編集する：パーツを編集する／パーツ情報・ニュース表示エリア情報

③－４－５ 「パーツ／ ニュース表示エリア情報」 を設定します

「ニュース表示件数」 ：

パーツ内に、最新から何件のニュースを

表示させるか件数を選択します

４－４．ページを編集する：パーツを編集する／パーツ情報を保存する

※ 保存をせずに画面を移動してしまうと変更が破棄されます、ご注意下さい！

④ 「保存」 ボタンをクリックして、 「パーツ」 を保存します
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① 画面の左メニューにある 「ＨＰ内容」 をクリックし、「ＨＰ内容編集」 画面の下部にある

「ニュース一覧」 の 「編集」 ボタンをクリックします

①

② 「ページ設定」 画面が表示されるので、 「ページ」 と同様の方法で

内容を編集して保存します（ 「セクション」 「フレーム」 「パーツ」 を編集します）

「ニュース」 は 「パーツ」 としてページに表示させて使います

４－５．ページを編集する：ニュースを編集する
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５．検索エンジンの最適化について



５．検索エンジンの最適化（ＳＥＯ対策）について

◆ 検索エンジン最適化とは
Google等の検索サイトの検索結果で自社サイトを多く露出をするために行う対策です。
『ＳＥＯ対策』 とも呼ばれます

説明文（descriptionタグ）
→Google等の検索サイトで検索結果の説明文に
表示されます。

「title（タイトル）タグ」 と 「description（ディスクリプション）タグ」 を変更することで、
検索サイトでの表示結果を適切なものにできます

タイトル（titleタグ） →Google等の検索サイトで検索結果で表示されます。
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※ 検索結果画面 ※

※ ＳＥＯ対策業者について

ＨＰを公開すると、公開した電話番号やメールアドレス宛に

『ＳＥＯ対策』 を勧める連絡が届く場合があります。

連絡してきた業者についての判断が難しい場合もありますので、

適切な内容であるかどうか、費用対効果はどうかなど、くれぐれも慎重にご検討下さい



５．検索エンジン最適化ついて

◆ titleタグは 「サイト名」＋「ページタイトル」 で構成されます
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⑤－１ 「ｔｉｔｌｅタグ」 を設定します

① 「サイト情報」 をクリックし、 「サイト名」 を入力します

② 「ＨＰ内容編集」 の 「ページ一覧」 から

「トップページ」 の 「編集」 をクリックし、

「ページ設定」 から

「ページ」 の 「編集」 をクリックして

「ページタイトル」 を入力します

③ 「保存」 ボタンをクリックします



５．検索エンジン最適化について

◆ descriptionタグは サイト情報 詳細設定の 「description」 が表示されます
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⑤－２ 「descriptionタグ」 を設定します

① 「サイト情報」 をクリックし、 一番下にある 「詳細設定」 をクリックします

② 「詳細設定」 が表示されるので、

「メタ情報」 の 「description」 を入力します

③ 「保存」 ボタンをクリックします



６．ホームページを公開する



６．ホームページを公開する

① 「ＨＰ内容」 をクリックし、「ＨＰ内容編集」 画面で 「変更を公開」 ボタンをクリックします

①

② 「利用者情報」 をクリックし、「サイト公開」 が 「表示」 になっていることを確認します。

「非表示」 になっている場合 は 「表示」 をクリックしてから 「保存」 ボタンをクリックします

②
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