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はじめに

本虎の巻は、MORPHの自由に変更ができる点を説明したガイドとなります。
自由に変更可能となるVerは1.32以降となっておりますので、以下よりVerの確認をして頂ければと思います。

※Ver1.32以前のお客様はお手数では御座いますが、当社営業担当までご連絡下さいませ。

バージョンの確認方法

①管理画面より、外観＞テーマ設定をクリック ②赤枠が” Ver1.32”以降の番号であればご利用可能です。
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変更可能 マークがある内容はすべてご自身で変更いただけます。

方法も記載しておりますが、当虎の巻及びページ編集マニュアル、ブログ管理マニュアルに記載されていない部分は基本的に変更する際は別途有料となります。
予めご了承ください。
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画面の各部名称のご案内
MORPHのサイトの各部の名称説明です。

ヘッダーエリア

ホームページの頭（ヘッド）と
も言えるエリアの事。
主にロゴや問合せ内容、目立た
せたいメニューなどを入れる事
が多い。

メインイメージ

ホームページの顔とも言える
メインのイメージ（画像）の事。
一枚画像のほかに画像がコロコロと
変わる、スライドショーなどがある。

サイドバーエリア
メニューやバナーなど左側や
右側に縦長に配置されるエリアの事。
サイドバー、サイドエリア、
ウィジェットエリア、
ナビゲーションエリアとも言う。

コンテンツエリア
それぞれ個別のページに自由に
編集できるエリアの事。
コンテントエリア、
メインエリアとも言う。
ＴＯＰページの場合、フロント
エリアとも言う。

フッターエリア
ホームページの足（フット）と
も言えるエリアの事。
主に目立たせる必要のないメ
ニューや、著作権表示を行う
コピーライトが入る事が多い。
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画面の各部名称のご案内
各部の詳細説明です。各エリア毎にご説明いたします。 変更可能 マークがあるものはお客様ご自身で変更可能です。

ヘッダーエリア

ロゴ

ロゴ画像アップロード差替(注)変更可能

グローバルメニュー

・表示メニュー
・順番
・表示名

変更可能

看板やチラシなどでも使われる、
企業名や店舗名などで特別に
デザインしたもの。

全ページに共通表示され、一番目立つメニュー
の事。重要なコンテンツを基本配置する。
グローバルナビゲーション（ナビ）、
メインナビゲーションなどとも言われている。

※サイズはテンプレート
毎異なります。

連絡先・問合せ導線

・電話番号、住所などの文言（テキスト）変更可能

電話番号や住所など、問合せや見る人が必要な情報を
記載する部分。

(注)画像は、背景や文言（テキスト）などを含めた一枚のデータになります。
画像の中の背景だけ差替え、文言（テキスト）だけ差替え、などの変更は画像すべてを変更し、データを作り直す事になります。

方法は13Ｐ

方法は14Ｐ

方法は18Ｐ
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※メニューの整列(左寄せ、センターなど)
はテンプレート毎異なります。



画面の各部名称のご案内
各部の詳細説明です。各エリア毎にご説明いたします。

メインイメージ

変更可能 マークがあるものはお客様ご自身で変更可能です。

メインイメージ

変更可能 画像アップロード差替 (注)
※サイズはテンプレート
毎異なります。

(注)画像は、背景や文言（テキスト）などを含めた一枚のデータになります。
画像の中の背景だけ差替え、文言（テキスト）だけ差替え、などの変更は画像すべてを変更し、データを作り直す事になります。

方法は別紙
「ユーザーズマニュアル」
31ページをご覧下さい。
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画面の各部名称のご案内
各部の詳細説明です。各エリア毎にご説明いたします。

サイドバナー

変更可能 マークがあるものはお客様ご自身で変更可能です。

サイドバーエリア

変更可能 ・画像アップロード差替(注)
※サイズはテンプレート
毎異なります。

サイドバーエリアにある、ウェブページ上に目立たせる
意味を持った画像をバナーといいます。サイドバナーは基
本的に良く見られるものの為、問合せや目立たせたいもの
をバナーとして配置する。

・リンク先変更可能サイドバー

変更可能 表示項目変更可能

サイドバナー以外に配置したいものはこのサイドバーで
表示できます。（変更は管理画面上のウィジェットで行
えます）

(注)画像は、背景や文言（テキスト）などを含めた一枚のデータになります。
画像の中の背景だけ差替え、文言（テキスト）だけ差替え、などの変更は画像すべてを変更し、データを作り直す事になります。

方法は15Ｐ

方法は16Ｐ
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画面の各部名称のご案内
各部の詳細説明です。各エリア毎にご説明いたします。

フロントバナー（TOPページのみ）

変更可能 マークがあるものはお客様ご自身で変更可能です。

コンテンツエリア

変更可能 ・画像アップロード差替(注)
※サイズはテンプレート
毎異なります。

ＴＯＰページのフロントエリア（コンテンツエリア）
にあるバナーの事。サイズはテンプレート毎異なるが、
1つ、2つ、3つと、紹介したい数によって配置が可能。

・リンク先変更可能
コンテンツ

変更可能 ・見出し（テキスト）
・文章（テキスト）
・画像（アップデート）

自由に内容を追加、変更できる領域。
ＴＯＰページのみ、フロントページと称し、
表示したいページを指定する事が可能。

投稿記事一覧（TOPページのみ）

変更可能 ・既定3パターン
・アイキャッチ画像アップロード差替(注)

投稿記事の一覧がＴＯＰページのみ表示可能。
レイアウトも3パターン変更可能。

※サイズはレイアウトパターン毎
異なります。

(注)画像は、背景や文言（テキスト）などを含めた一枚のデータになります。
画像の中の背景だけ差替え、文言（テキスト）だけ差替え、などの変更は画像すべてを変更し、データを作り直す事になります。

方法は17Ｐ

方法は別紙
「ユーザーズマニュアル」
6P以降をご覧下さい。

方法は別紙
「ユーザーズマニュアル」
26Pをご覧下さい。
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画面の各部名称のご案内
各部の詳細説明です。各エリア毎にご説明いたします。 変更可能 マークがあるものはお客様ご自身で変更可能です。

フッターエリア

フッターメニュー

・表示メニュー
・順番
・表示名

変更可能

全ページに共通表示されるメニュー。
目立たせる必要はないが、共通で見てもらいた
いような項目をこのフッターメニューに追加す
る事が多い。

方法は18Ｐ
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変更・操作方法

変更管理画面のありか

①管理画面より、外観＞テーマ設定をクリック ②以下が変更画面となります。

ご自身で変更ができる管理画面上の変更・操作方法の説明です。
なお、コンテンツ中の記事や固定ページは別紙「ページ編集マニュアル」をご参照下さい。
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変更・操作方法

サイドバーの配置を右寄り/左寄りに変更したい

①以下画面より、3.レイアウト設定 をクリックし
赤枠の「右配置にする」をクリックし、「変更を保存」します。

②すると左配置のサイドバーが右配置に変更されました。

「サイドバーの配置が右になっているのを左にしたい！」などの変更が可能です。
以下の例はデフォルトの左配置の状態から、右に配置変更する際の方法です。

変更後

変更前
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変更・操作方法

グローバルメニューをメインイメージの下に配置したい

①以下画面より、3.レイアウト設定 をクリックし
赤枠の「メインイメージの下」をクリックし、
「変更を保存」します。

②するとメインイメージの下にグローバルメニューが配置されました。

変更後

変更前

「今メインイメージの上にグローバルメニューがあるがそれを下に配置したい！」などの変更が可能です。
以下の例はメインイメージの上にあったグローバルメニューを下に配置する際の方法です。
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変更・操作方法

下層ページにもメインイメージを表示させたい

①以下画面より、3.レイアウト設定 をクリックし
赤枠の「下層ページでも見えるようにする 」をクリックし、
「変更を保存」します。

②するとメインイメージが下層ページに配置されました。

変更後

変更前

「下層ページにもＴＯＰと同じメインイメージを表示させたい！」などの変更が可能です。
以下の例はその方法です。
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変更・操作方法

ロゴを変更したい

①以下画面より、2.基本設定をクリックし
赤枠の「画像のアップロード 」をクリックし、自身のロゴ画像を
アップします。その後、アップした画像のURLを貼り付け、
「変更を保存」します。

②するとロゴが変更されました。

変更後

変更前

「ロゴが変更になったので替えたい！」などの変更がご自身で可能です。
以下の例はその方法です。

画像のURL

(注)画像は、背景や文言（テキスト）などを含めた一枚のデータになります。
画像の中の背景だけ差替え、文言（テキスト）だけ差替え、などの変更は画像すべてを変更し、データを作り直す事になります。

※テンプレートとVerに応じて、フッターロゴを追加できたり、ロゴサイズを固定できたりと、
機能が複数御座いますので、ご自身で変更しながらご確認頂ければと思います。
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変更・操作方法

ヘッダーの電話番号/受付時間などのテキストを変更したい

①以下画面より、2.基本設定をクリックし
赤枠の項目を変更をして頂き、「変更を保存」します。

②するとテキストが変更されました。

変更後

変更前

「連絡先や営業時間を変えたい！」などの変更がご自身で可能です。
以下の例はその方法です。

※テンプレートとVerに応じて、電話番号を削除すると、すべての表示が消えたり、
ロゴがセンター配置になる、等々と機能が御座います。ご自身で変更いただきながら
ご利用ください。
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変更・操作方法

サイドバーのバナー/リンク先URLを変更したい

①以下画面より、5.サイドバナー設定 をクリックし
赤枠の「画像のアップロード 」をクリックし、自身のバナー画像を
アップします。その後、アップした画像のURLを貼り付け、
「変更を保存」します。その他の項目変更も一緒に行ってください。

②するとバナーが変更されました。

変更後

変更前

「連絡先や営業時間を変えたい！」などの変更がご自身で可能です。
以下の例はその方法です。

※テンプレートとVerに応じて、機能や配置や数などが変わります。
ご自身で変更いただきながらご利用ください。
画像サイズはテンプレート毎に異なります。
テンプレート内にサイズの指定がありますのでそちらをご参照下さい。

(注)画像は、背景や文言（テキスト）などを含めた一枚のデータになります。
画像の中の背景だけ差替え、文言（テキスト）だけ差替え、などの変更は画像すべてを変更し、データを作り直す事になります。 15
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変更・操作方法

サイドバーのバナーを沢山追加したい

①外観＞ウィジェットをクリックすると下部の画面になります。
“sidebar”内に緑枠内の項目をドラッグ＆ドロップで持っていくと
追加できます。今回は画像を追加したいので、“画像ウィジェット”
を追加します。

②赤枠の「画像を選択」をクリックし、画像をアップロード、
画面にしたがって選択をして、保存ボタンをクリック。

「バナーの数をもっと増やしたい！」などの追加がご自身で可能です。以下の例はその方法です。

枠内にドラッグ＆ドロップ
で持っていく

③するとサイドバーに
画像が追加されます。
この作業を複数行うと
沢山バナーを追加する
事ができます。
バナー以外にも色々な事が
できますので、
ご自身で確認しながら
ご変更下さい。

画像が追加されました。
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変更・操作方法

フロントバナー/リンク先URLを変更したい

①以下画面より、4.フロントバナー設定 をクリックし
赤枠の「画像のアップロード 」をクリックし、自身のバナー画像を
アップします。その後、アップした画像のURLを貼り付け、
「変更を保存」します。その他の項目変更も一緒に行ってください。

②すると画像が変更されました。

変更後

変更前

「ＴＯＰにあるフロントバナーを変更したい！」などの変更がご自身で可能です。
変更は１ブロック（1枚）、2ブロック（左右2枚）、3ブロック（左右真ん中3枚）の3パターン（すべて追加も可能）。
以下の例はその方法です。

※テンプレートとVerに応じて、機能や配置や数などが変わります。
ご自身で変更いただきながらご利用ください。
画像サイズはテンプレート毎に異なります。
テンプレート内にサイズの指定がありますのでそちらをご参照下さい。

(注)画像は、背景や文言（テキスト）などを含めた一枚のデータになります。
画像の中の背景だけ差替え、文言（テキスト）だけ差替え、などの変更は画像すべてを変更し、データを作り直す事になります。 17
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変更・操作方法

メニュー（グローバルメニュー・フッターメニュー）を追加・変更したい

ご自身で可能です。以下がその方法です。

①外観＞メニューをクリック。

②グローバルメニューかフッターメニューを選んで選択ボタンをクリック。

③追加したいページを選択し、

④追加を押す。

⑤追加されている事を確認。
場所が上部にしたければ対象メニューを
ドラッグ＆ドロップして指定の配置まで移動。

⑥詳細設定が必要あれば
クリックし、内容を入力し、

⑦保存をクリックすると、

⑧追加されています。

変更後

変更前
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