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更新履歴

■2012/4/27
　　・Ver.1.0　初版発行
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管理画面　ログイン

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/

■ログイン画面■ログイン画面

IDとパスワードを入力

IDとパスワードを入力
してログイン

■管理画面■管理画面TOPTOP

各機能のマニュアルを
ご参照ください。
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管理画面　ログアウト

ログアウトを押すとログア
ウトを行い、ログイン画面
に遷移します。

■管理画面■管理画面

■ログイン画面■ログイン画面
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レッスン案内管理　一覧画面

記事番号：記事の番号が表示されます。

ブロック：レッスン案内の記事のブロックが表示されま
す。

レッスン案内タイトル：記事のタイトルが表示されます。

公開状態：記事の公開／非公開が表示されます。

登録日時：登録した日時が表示されます。

更新日時：更新した日時が表示されます。

新しく追加したものから順に、上から並びます。

レッスン案内管理　削除画面に遷移します。

レッスン案内管理　編集画面に遷移します。

レッスン案内のページを新規ウインドウで表
示します。

レッスン案内管理　新規入力画面に遷移します。
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レッスン案内管理　新規追加画面

レッスン案内タイトル：記事のタイトルを入
力します。（必須項目）

最大文字数は全角50文字です。

レッスン案内内容：レッスン案内の本文を
入力します。

画像ファイル1：１枚目の画像ファイルを指
定します。

画像ファイル2：２枚目の画像ファイルを指
定します。

画像ファイル3：３枚目の画像ファイルを指
定します。

※画像のアップロード方法については、レッ
スン案内画像挿入画面1～4を参照くださ
い。

①

②

③

一覧に戻る：レッスン案内管理の一覧に戻ります。

確認：新規追加　確認画面に遷移します。

選択ボタンで写真のファイルを選択する。（写真のサイズは横幅160px）

確認ボタンを押すと、レッスン案内画像挿入画面１（画像のアップロード）へ遷移します。

※1ページの表示で8MBを超えてくると表示が遅くなる恐れがございます。（※写真１枚当た
りのファイルサイズは200KB以内を推奨致します。）
ファイル名は半角英数、-（ハイフン）、_（アンダーバー）のみ使用可能です。

日本語ファイル名は使用不可です。

■■ユーザー画面ユーザー画面

囲われている範囲が１ブロッ
クです。

※新しく追加したものが上
に表示されます。①

②
③
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レッスン案内管理　新規追加確認、完了画面

入力した内容が表示されます。

戻る：新規追加画面に戻ります。

追加実行：新規追加完了画面に遷移し
ます。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

「確認」を押すと、新規ウインドウが開
き、選択した画像を確認することが出
来ます。

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/lesson/insert_complete.php

レッスン案内管理　新規追加完了画面

一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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レッスン案内管理　編集画面

レッスン案内タイトル：記事のタイトルを編
集します。（必須項目）

レッスン案内内容：レッスン案内の本文を
入力します。

画像ファイル1：１枚目の画像ファイルを指
定します。

画像ファイル2：２枚目の画像ファイルを指
定します。

画像ファイル3：３枚目の画像ファイルを指
定します。

※画像のアップロード方法については、レッ
スン案内画像挿入画面1～4を参照くださ
い。

一覧に戻る：ブログ管理の一覧に戻ります。

確認：編集　確認画面に遷移します。

選択ボタンで写真のファイルを選択する。（写真のサイズは横幅160px）

確認ボタンを押すと、画像挿入画面１（画像のアップロード）へ遷移します。

※1ページの表示で8MBを超えてくると表示が遅くなる恐れがございます。（※写真１枚当
たりのファイルサイズは200KB以内を推奨致します。）
ファイル名は半角英数、-（ハイフン）、_（アンダーバー）のみ使用可能です。

日本語は使用不可です。
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レッスン案内管理　編集確認、完了画面

入力した内容が表示されます。

「確認」を押すと、新規ウインドウが開
き、選択した画像を確認することが出
来ます。

戻る：新規追加画面に戻ります。

更新：新規追加完了画面に遷移します。

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/lesson/edit_complete.php

レッスン案内管理　編集完了画面

一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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レッスン案内管理　削除確認、完了画面

削除しようとした記事の内容が表示さ
れます。

「確認」を押すと、新規ウインドウが開
き、選択した画像を確認することが出
来ます。

戻る：レッスン案内管理の一覧に戻ります。

削除実行：削除完了画面に遷移します。

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/lesson/delete_complete.php

レッスン案内管理　削除完了画面

一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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ブログ管理　一覧画面

記事番号：記事の番号が表示されます。

※サイト全体の記事番号のため、連番にならないこと
があります。

カテゴリ：記事のカテゴリが表示されます。

タイトル：記事のタイトルが表示されます。

公開状態：記事の公開／非公開が表示されます。

登録日時：登録した日時が表示されます。

更新日時：更新した日時が表示されます。

公開日時が新しいものから順に、上から並びます。

ブログ管理　削除画面に遷移します。

ブログ管理　編集画面に遷移します。

ブログ管理　新規入力画面に遷移します。

ブログのページを新規ウインドウで開きます。
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ブログ管理　新規追加画面

カテゴリ：カテゴリを選択します。

タイトル：タイトルを入力します。

公開開始日：記事を公開する日時を選択
します。

※公開状態を「公開」に設定していても、
公開開始日を過ぎるまでは公開されませ
ん。

公開状態：公開／公開停止を選択します。

※公開停止にすると、公開されなくなりま
す。

本文：記事の本文を入力します。

※本文の入力の詳細については、
本文入稿エディタの活用ページ及び、
イベント管理のページを参照ください。

カテゴリの追加方法

①テキストボックスにカテゴリ名を入力し
ます。

②テキストボックスの右の「追加」ボタンを
押します。

③左側のリストから、追加したカテゴリを
選択できるようになります。

カテゴリの削除方法

①左のリストから、削除したいカテゴリを
選択します。

②右端の「この選択肢を削除」ボタンを押
します。

③リストからカテゴリが削除されます。

※記事に使用しているカテゴリは削除で
きません。

削除したい場合は、記事に使用している
カテゴリを変更して、カテゴリが使用され
ていない状態で削除してください。

一覧に戻る：ブログ管理の一覧に戻ります。

確認：新規追加　確認画面に遷移します。
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ブログ管理　新規追加確認、完了画面

入力した内容が表示されます。

戻る：新規追加画面に戻ります。

追加実行：新規追加完了画面に遷移し
ます。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/blog/insert_complete.php

ブログ管理　新規追加完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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ブログ管理　編集画面

カテゴリ：カテゴリを選択します。

タイトル：タイトルを編集します。

公開開始日：記事を公開する日時を編集
します。

※公開状態を「公開」に設定していても、
公開開始日になるまでは公開されません。

公開状態：公開／公開停止を選択します。

※公開停止にすると、公開されなくなりま
す。

本文：記事の本文を編集します。

一覧に戻る：ブログ管理の一覧に戻ります。

確認：編集　確認画面に遷移します。

■ユーザー画面■ユーザー画面

①

②

①

②

カテゴリの追加方法

①テキストボックスにカテゴリ名を入力し
ます。

②テキストボックスの右の追加ボタンを押
します。

③左側のリストから、追加したカテゴリを
選択できるようになります。

カテゴリの削除方法

①左のリストから、削除したいカテゴリを
選択します。

②右端の「この選択肢を削除」ボタンを押
します。

③リストからカテゴリが削除されます。

※記事に使用しているカテゴリは削除で
きません。

最新の記事：最新の記事を最大５件表示
します。

アーカイブ：月ごとの記事へのリンクを表
示します。

カテゴリ：カテゴリごとの記事へのリンクを
表示します。

※ユーザ画面にブログのタブが無い場合
は、ブログのページを表示できるように設
定変更をしなければなりません。お手数
ですがML制作チームまでご連絡ください
ませ。



16

ブログ管理　編集確認、完了画面

編集した内容が表示されます。

戻る：編集画面に戻ります。

更新：編集完了画面に遷移します。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/blog/edit_complete.php

ブログ管理　編集完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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ブログ管理　削除確認、完了画面

削除しようとした記事の内容が表示さ
れます。

一覧に戻る：ブログ管理の一覧に戻ります。

削除実行：削除完了画面に遷移します。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

ブログ管理　削除完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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テンプレート管理画面

テンプレートを選択します。

「確認」を押すと、新規ウインドウで確認画面が
表示されます。

更新：テンプレート選択後、テンプレート更新完
了画面に遷移します。

テンプレートのカテゴリーを選択します。

選択したカテゴリーのテンプレートが表示され
ます。

ページ遷移します。
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テンプレート管理更新完了画面

一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。



20

イベント管理　一覧画面

記事番号：記事の番号が表示されます。

※サイト全体の記事番号のため、連番にならないこと
があります。

イベントタイトル：記事のタイトルが表示されます。

公開状態：記事の公開／非公開が表示されます。

登録日時：登録した日時が表示されます。

更新日時：更新した日時が表示されます。

イベント管理　編集画面に遷移します。

イベント管理　削除画面に遷移します。

イベントのページを新規ウインドウで開きます。

イベント開始日の新しいものから順に、上から並びます。

イベント管理　新規入力画面に遷移します。
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イベント管理　新規追加画面

イベントタイトル：タイトルを入力します。
（必須）

最大文字数は全角100文字です。

イベント開始日：イベントの開始日を入力
します。（必須）

イベント終了日：イベントの終了日を入力
します。

公開開始日：記事を公開する日時を選択
します。（必須）

※公開状態を「公開」に設定していても、
公開開始日を過ぎるまでは公開されませ
ん。

公開終了日時：記事を公開の終了日時を
選択します。

※未入力の場合は無期限になります。

公開状態：公開／公開停止を選択します。

※公開停止にすると、公開されなくなりま
す。

本文：記事の本文を入力します。

一覧に戻る：ブログ管理の一覧に戻ります。

確認：新規追加　確認画面に遷移します。

※リンクの追加方法

リンクの追加方法

①リンクを設定する文字列、画像などを
選択します。

②リンクの挿入／編集ボタンを押します。

③リンクの挿入ウインドウが開くので、「リ
ンクURL」にパスを入力します。

④リンクを新規ウインドウで開くようにした
い場合は、「新しいウインドウでひらく」を
選択します。

⑤「挿入」ボタンを押すと、リンクが追加さ
れます。

①

②

③

④

⑤
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イベント管理　新規追加画面　～続き～

■管理画面■管理画面

①
②
③

④

※管理画面、ユーザー画面の各番号の部分が
対応している部分です。

■■ユーザー画面ユーザー画面

①

② ③

④

※ユーザ画面にイベントのタブが無い場合は、メニューの管理画面から設定をお願い致
します。詳しくは、このマニュアルの「メニュー管理」のページを参照ください。
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イベント管理　新規追加確認、完了画面

入力した内容が表示されます。

戻る：新規追加画面に戻ります。

追加実行：新規追加完了画面に遷移し
ます。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/event/insert_complete.php

イベント管理　新規追加完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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イベント管理　編集画面

イベントタイトル：タイトルを編集します。
（必須）

最大文字数は全角100文字です。

イベント開始日：イベントの開始日を編集
します。（必須）

イベント終了日：イベントの終了日を編集
します。

公開開始日：記事を公開する日時を編集
します。（必須）

※公開状態を「公開」に設定していても、
公開開始日を過ぎるまでは公開されませ
ん。

公開終了日時：記事を公開の終了日時を
編集します。

※未入力の場合は無期限（ずっと公開）
になります。

公開状態：公開／公開停止を選択します。

※公開停止にすると、公開されなくなりま
す。

本文：記事の本文を編集します。

最大文字数は全角500文字までです。

一覧に戻る：イベント管理の一覧に戻ります。

確認：編集　確認画面に遷移します。
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イベント管理　編集確認、完了画面

編集した内容が表示されます。

戻る：編集画面に戻ります。

更新：編集完了画面に遷移します。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/event/edit_complete.php

イベント管理　編集完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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イベント管理　削除確認、完了画面

一覧に戻る：イベント管理の一覧に戻りま
す。

削除実行：削除完了画面に遷移します。

削除しようとした記事の内容が表示さ
れます。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

イベント管理　削除完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。



27

アクセス管理画面

アクセスマップ：地図のファイルを選択し
ます。

※地図の表示をさせたく無い場合は、テ
キストボックスを空にして更新してください。

登録日時：登録日時が表示されます。

更新日時：更新日時が表示されます。。

選択ボタンで写真のファイルを選択する。（写真のサイズは横幅300px）ファイルサイズは200KB以内を推奨致します。

確認ボタンを押すと、画像挿入画面１（画像のアップロード）へ遷移します。

※ファイル名は半角英数、-（ハイフン）、_（アンダーバー）のみ使用可能です。

日本語のファイル名は使用不可です。

アクセスページを新規ウィンドウで開きます。

確認：確認画面に遷移します。

■■ユーザー画面ユーザー画面

ここに、地図の画像が入ります。

※ユーザ画面にアクセスのタブが無い場合は、メニューの管理画面から設定をお願い致
します。詳しくはこのマニュアルの「メニュー管理」のページを参照ください。
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アクセス管理　確認、完了画面

入力した内容が表示されます。

「確認」を押すと、新規ウインドウが開
き、選択した画像を確認することが出
来ます。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。
戻る：アクセス管理画面に戻ります。

更新：更新完了画面に遷移します。

https://www.musicliaison.com/admin_teacher/access/edit_complete.php
アクセス管理　更新完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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ヘッダー画像管理画面

ヘッダー画像：ヘッダー部分に使用する
画像ファイルを選択します。

※ヘッダー画像を、各テンプレートの標準
のものにしたい場合は、テキストボックス
を空にして更新してください。

登録日時：登録日時が表示されます。

更新日時：更新日時が表示されます。

選択ボタンで写真のファイルを選択する。（画像のサイズは793px × 92px）

※サイズが上記のサイズで無い場合でも、上記のサイズで表示されますので、画像を加工してサイズを合わせて使用
することをおすすめいたします。ファイルサイズは200KB以内を推奨致します。

確認ボタンを押すと、画像挿入画面１（画像のアップロード）へ遷移します。

※ファイル名は半角英数、-（ハイフン）、_（アンダーバー）のみ使用可能です。

教室のページを新規ウィンドウで開きます。

確認：確認画面に遷移します。

ヘッダー画像管理　確認画面

入力した内容が表示されます。

「プレビュー」を押すと、新規ウインド
ウが開き、選択した画像を使用した
場合のプレビューを確認することが
出来ます。

戻る：アクセス管理画面に戻ります。

更新：更新完了画面に遷移します。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

ヘッダー管理　更新完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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ユーザー画面（ヘッダー画像）

■■ユーザー画面ユーザー画面

①

※この部分が、ヘッダー画像になります。

サイズは793px × 92pxです。
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曲紹介管理　一覧画面

記事番号：記事番号が表示されます。

曲名：曲名を入力します。

紹介文：紹介文を入力します。

公開状態：公開／公開停止を選択します。

※公開停止にすると、公開されなくなりま
す。

登録日時：登録日時が表示されます。

更新日時：更新日時が表示されます。 曲紹介管理　編集画面に遷移します。

新規ウインドウで曲紹介ページを開きます。
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曲紹介管理　編集、確認、完了画面

曲名：曲名を編集します。（必須）

最大文字数は全角100文字です。

作曲者名：作曲者名を編集します。（必須）

最大文字数は全角100文字です。

演奏者名：演奏者名を編集します。

最大文字数は全角100文字です。

紹介文：紹介文を編集します。（必須）

最大文字数は全角500文字です。

公開状態：公開／公開停止を選択します。
（必須）

※公開停止にすると、公開されなくなりま
す。

登録日時：登録日時が表示されます。

更新日時：更新日時が表示されます。

①
②
③

④

一覧に戻る：曲紹介管理の一覧に戻ります。

確認：曲紹介確認画面に遷移します。

※管理画面、ユーザー画面の同じ番号の部分が対応している箇所です。
■■ユーザー画面ユーザー画面

①

②

③

④
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曲紹介管理　確認画面

編集した内容が表示されます。

一覧に戻る：編集画面に戻ります。

確認：編集完了画面に遷移します。

※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

曲紹介管理　完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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メニュー管理画面

イベントメニュー：イベントのメニューの表
示または、非表示を選択します。

アクセスメニュー：アクセスのメニューの表
示または、非表示を選択します。

ブログメニュー：ブログのメニューの表示
または、非表示を選択します。

登録日時：登録日時が表示されます。

更新日時：更新日時が表示されます。。

教室ページを新規ウィンドウで開きます。

確認：確認画面に遷移します。

■■ユーザー画面ユーザー画面

ここのメニューの表示が切り換わります。
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メニュー管理　確認、完了画面

入力した内容が表示されます。

戻る：メニュー管理画面に戻ります。

更新：更新完了画面に遷移します。
※確認画面を表示した時点では、更新は反映されません。

メニュー管理　更新完了画面

記事一覧へ戻る：一覧画面に戻ります。
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レッスン案内画像挿入画面　1 　(画像のアップロード）

【1】選択をクリックします

クリック

【2】ファイルアップロードの画面にログインします

※デモ版になりますので、画像のアップロード/挿入はできかねます。
予めご了承くださいませ。
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本文入稿エディタの活用　　～１ テキストを入力する～

■本文入稿エディタ■本文入稿エディタ

１-1　テキストを入力しフォント（書式）サイズを変更します

■任意の文字列を入力します■任意の文字列を入力します

マウスでボックス内に
移動し、クリック。
カーソルが点滅したら
テキストを入力します。

■フォント（書式）サイズを■フォント（書式）サイズを
　　 変更します変更します

変更したい文字列を
選択します

クリックし、希望のサイズを選
択（７段階）
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本文入稿エディタの活用　　～１ テキストを入力する～

１-２　フォントカラーの変更、およびその他主要なフォント変更をご紹介します

■色を変えたい箇所を選択■色を変えたい箇所を選択

変更したい文字列を
選択します

■ツールをクリックし、任意の■ツールをクリックし、任意の
カラーを選択カラーを選択

ツールをクリック

変更したい色を選択

■その他、主要ツール■その他、主要ツール

太字

斜体

下線

打ち消し線

左揃え

中央揃え

右揃え
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本文入稿エディタの活用　　～2-1 画像を挿入する～

※画像は200kbyte以下に加工してアップしてください。（サイズ：320x320、200kByte以下推奨）
　 画像加工方法については、『画像の加工』46項参照

２-１　挿入したい画像をサーバーにアップロードします

■画像の挿入ツールをクリック■画像の挿入ツールをクリック
します

クリック

します

■画像参照フォルダを開きます■画像参照フォルダを開きます

画像の挿入/編集を行うウィンドウが開きます（下図）

クリック

■ログインします■ログインします

IDとパスワードを入力して
クリック

Username：mlml

Password：music

■アップロードをクリックします■アップロードをクリックします

クリック

既にサーバー上にアップされてる画像
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本文入稿エディタの活用　～2-2 画像を挿入する～

■ファイルを選ぶをクリックします■ファイルを選ぶをクリックします

クリック

■アップロードしたい画像ファイルを■アップロードしたい画像ファイルを
選択し、「開く」をクリックします選択し、「開く」をクリックします

クリック

■選択したファイルに間違いなければ■選択したファイルに間違いなければ
「サーバーにアップ」をクリックします「サーバーにアップ」をクリックします

クリック

■アップロード完了■アップロード完了

「file already exists」
の表示で完了

プログレスバーが右端まで延びたら完了
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本文入稿エディタの活用　～2-2 画像を挿入する～

２-２　アップロードした画像を挿入します

■挿入したい画像を選択し、よければ■挿入したい画像を選択し、よければ
「挿入」をクリックします「挿入」をクリックします

■挿入■挿入//編集ウィンドウに収まった編集ウィンドウに収まった
のを確認し、よければ「挿入」をのを確認し、よければ「挿入」を
クリックしますクリックします

■挿入完了■挿入完了

チェック

プレビュー

「挿入」をクリック

画像URL

画像の説明
画像が表示されないときに表示
されるテキストです。

画像のタイトル
画像の上にカーソルを合わせたと
きに、ポップアップで表示されるテ
キストです。

クリック
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本文入稿エディタの活用　～2-3 画像の横にテキストを挿入する～

２-３　画像の横にテキストを入力します。

■挿入■挿入//編集ウィンドウを開きます。編集ウィンドウを開きます。
「表示」タブをクリックします。「表示」タブをクリックします。

クリック

■挿入完了■挿入完了

画像の右側にテキストを入れたい場合は、「Left」
画像の左側にテキストを入れたい場合は、「Right」
を選択します。

レイアウトのイメージが表示されています。

「更新」をクリック

テキストを入力します。
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