
JCANにログイン ブログJCANマニュアル

1.JCANにログイン

JCANトップページよりJCANにログインします。

リニューアル後のブログはJCANの機能の一部として動作します。

JCANトップページ

JCANログイン後の画面
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ブログの新規登録 ブログJCANマニュアル

1.ブログの新規登録

ブログを初めて利用するには、ブログを新規登録する必要があります。

JCANサイドメニューの『ブログ』をクリックします。

既にJCANブログを始めている人は、ブログの新規登録は不要です。

『ブログ』をクリック後は管理画面へ移動するようになります。

ブログのアドレスとして使用するIDを設定します。（半角英数）

1-1 ブログ - マイルームからの表示

1-2 ブログ - IDの設定
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ブログの新規登録 ブログJCANマニュアル

ブログの登録完了後にはブログ管理画面が表示されます。

登録したばかりの時には、ニックネームがデフォルトでタイトルに入りますが、

ブログの設定にて、いつでもタイトルを変更できます。

ブログIDを登録後は管理画面へ移動するようになります。

1-3 ブログ - 管理画面トップ
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記事投稿 ブログJCANマニュアル

1.記事投稿

新規作成より、ブログの記事投稿を行えます。

ブログメニューの『新規作成』をクリックします。

1-1 ブログ - 管理画面トップ
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記事投稿 ブログJCANマニュアル

タイトル ブログ記事のタイトルを入力します。

カテゴリ 予め設定しておいたカテゴリを選択します。

公開状態 公開した記事は、他の人から閲覧可能な記事になります。

非公開記事は、自分だけが確認できる記事になります。

一部公開は、友人や家族のJCANユーザーが閲覧可能な記事になります。

コメント 受け付けないは、他の人からのコメントを受け付けません。

受け付けるは、他の人からのコメントを受け付けます。

受け付けないは、他の人のブログ記事からのトラックバックを受け付けません。

受け付けるは、トラックバックを受け付けます。

他の人のブログ記事へのURLを入力し、送信をチェックすると、記事投稿時に

自分のブログ記事から他の人のブログ記事へトラックバックを送信します。

作成日時 記事を作成した日時を変更したい場合には直接入力し、変更を行えます。

投稿内容入力エリアの操作説明は次ページを参照してください。

1-2 記事投稿 - 新規作成

ログイン者のみは、JCANにログインしたユーザーからのコメントのみを受け付けます。

トラックバッ

ク受信

トラックバッ

ク送信
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記事投稿 ブログJCANマニュアル

文字サイズ変更 適応させたい文字を選択しサイズをプルダウンで選択します。

文字スタイル、色変更 適応させたい文字を選択しスタイル、色を指定します。

指定の解除はアイコンをクリックでデフォルトに戻ります。

文字、画像等の配置 適応させたい文字、画像等を選択し、配置位置を指定します。

指定の解除はアイコンをクリックでデフォルトに戻ります。

リンク設定 リンクしたい文字、画像等を選択し　　をクリックでURLを設定できます。

解除は同様に　　をクリックでリンク解除できます。

画像、絵文字の追加  をクリックで画像を追加できます。

画像は新規アップロード、または画像一覧から選択できます。

絵文字は　　をクリック、挿入したい絵文字を選択できます。

戻る、やり直し で一つ前の作業に戻ります。 で戻した作業をやり直します。

htmlでの入力（中級者以上） HTMLでの編集を行えます。HTMLを扱える中級者以上にオススメします。

全ての内容を入力後、『下書き保存』または『この内容で投稿する』をクリックします。

【公開状態】に関わらず、『下書き保存』をした記事は非公開です。他の人からは閲覧できません。

『この内容で投稿する』をクリックした場合は、【公開状態】の設定により公開範囲が変わります。

・公開の場合は、他の人から閲覧可能な記事になります。

・非公開の場合は、自分だけが確認できる記事になります。

・一部公開は、友人や家族のJCANユーザーが閲覧可能な記事になります。

1-3　記事投稿 - 投稿内容入力エリア、ツールバー
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記事管理 ブログJCANマニュアル

1.記事管理

記事管理では投稿記事の編集、削除等の操作を行えます。

記事管理画面は、『記事管理』をクリックします。

1-1　記事管理 - 記事一覧
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記事管理 ブログJCANマニュアル

2.記事の削除

投稿した記事の削除を行うには、対象記事の先頭にチェックを入れ、

『削除』をクリックします。

削除前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックすると削除されます。

2-1　記事管理 - 記事の削除
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記事管理 ブログJCANマニュアル

3.プレビューの表示

投稿記事のプレビュー（確認画面）を表示します。

をクリックすると、対象記事のプレビューがポップアップで表示されます。

3-1　記事管理 - プレビューの表示

3-2　記事管理 - プレビュー
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記事管理 ブログJCANマニュアル

4.記事の詳細検索

記事の詳細検索ではキーワード、カテゴリ別の記事を表示することができます。

キーワード 入力したキーワードを含む記事を検索します。

カテゴリ 選択したカテゴリ内から検索します。

それぞれの項目を入力後、『この内容で検索』をクリックし検索をします。

4-1　記事管理 - 詳細検索
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記事管理 ブログJCANマニュアル

5.記事の編集

編集を行うには対象の記事タイトルをクリックします。

編集は記事投稿と同様の操作になります。詳細は記事投稿ページをご参照ください。

5-1　記事管理 - 記事編集
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カテゴリ管理 ブログJCANマニュアル

1.カテゴリの一覧

記事を投稿する際のカテゴリ分け、またその表示方法を設定することができます。

カテゴリの一覧を確認するにはブログメニューの『カテゴリ』をクリックします。

1-1　カテゴリ管理 - カテゴリ一覧
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カテゴリ管理 ブログJCANマニュアル

2.カテゴリの新規追加

カテゴリの新規追加は「カテゴリの一覧」より行います。

「カテゴリの一覧」ページより、『カテゴリ追加』をクリックします。

カテゴリ名 メニューやトップに配置した際の見出しになります。

カテゴリの説明（任意） 任意での説明文を追加できます。ブログへの表示はされません。

それぞれの項目を入力後、『この内容で登録する』をクリックし、保存します。

2-1　カテゴリ管理 - カテゴリ追加

2-2　カテゴリ管理 - カテゴリ追加画面
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カテゴリ管理 ブログJCANマニュアル

3.カテゴリの編集

「カテゴリ管理」より、編集したいカテゴリの右隣『編集』をクリックします。

編集は新規追加と同様の操作になります。

「カテゴリの新規追加」をご参照ください。

4.カテゴリの削除

「カテゴリ管理」より、削除したいカテゴリの右隣『削除』をクリックします。

削除前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックすると削除されます。

3-1　カテゴリ管理 - カテゴリの編集

4-1　カテゴリ管理 - カテゴリの削除
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カテゴリ管理 ブログJCANマニュアル

5.カテゴリの並びかえ

「カテゴリ管理」より、動かしたいカテゴリの右端をドラッグし、順序を変更します。

並び替えを変更後、『並び順を更新する』をクリックすると並びかえが完了します。

5-1　カテゴリ管理 - カテゴリの削除
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リンク管理 ブログJCANマニュアル

1.リンクの一覧

任意のホームページ、またはブログ内でのリンクを登録し、ブログ上に表示することができます。

リンクの一覧を確認するにはブログメニューの『リンク』をクリックします。

1-1　リンク管理 - リンク一覧
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リンク管理 ブログJCANマニュアル

2.リンクの新規追加

リンクの新規追加は「リンクの一覧」より行います。

「リンクの一覧」ページより、『リンク追加』をクリックします。

リンク名 メニューに配置した際の見出しになります。

URL リンク先のURLを指定します。

それぞれの項目を入力後、『この内容で登録する』をクリックし、保存します。

2-1　リンク管理 - リンク追加

2-2　リンク管理 - リンク追加画面
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リンク管理 ブログJCANマニュアル

3.リンクの編集

「リンク集の管理」より、編集したいリンクの右隣『編集』をクリックします。

編集は「新規追加」と同様の操作でできます。

「リンクの新規追加」ページをご参照ください。

4.リンクの削除

「リンク集の管理」より、削除したいリンクの右隣『削除』をクリックします。

削除前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックすると削除されます。

3-1　リンク管理 - リンクの編集

4-1　リンク管理 - リンクの削除
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リンク管理 ブログJCANマニュアル

5.リンクの並びかえ

「リンク集の管理」ページより、動かしたいリンクの右端をドラッグし、順序を変更します。

並び替えを変更後、『並び順を更新する』をクリックすると並びかえが完了します。

5-1　リンク管理 - リンクの削除
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コメント管理 ブログJCANマニュアル

1.コメントの一覧

記事へのコメントを管理できます。

コメントの一覧を確認するにはブログメニューの『コメント』をクリックします。

2.コメントの削除

コメントの削除を行うには、対象コメントの先頭にチェックを入れ、

『削除』をクリックします。

削除前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックすると削除されます。

1-1　コメント管理 - コメント一覧

2-1　コメント管理 - 削除
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コメント管理 ブログJCANマニュアル

3.コメントの承認

コメントの承認を行うには、対象コメントの先頭にチェックを入れ、

『承認』をクリックします。

承認前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックすると承認されます。

ブログ設定にて、【コメント承認制】を『利用する』と設定していた場合、

コメントは非公開、かつ承認待ちの状態になります。

非公開の場合は、そのコメントは表示されません。

ブログ設定にて、【コメント承認制】を『利用しない』と設定していた場合、

コメントは公開となります。

公開の場合は、そのコメントは表示されます。

3-1　コメント管理 - 承認

3-2　コメント管理 - 非公開コメント
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コメント管理 ブログJCANマニュアル

4.コメントの非承認

コメントの非承認を行うには、対象コメントの先頭にチェックを入れ、

『非承認』をクリックします。

非承認前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックすると非承認されます。

5.コメントをスパムとして報告

コメントのスパム報告を行うには、対象コメントの先頭にチェックを入れ、

『スパムとして報告』をクリックします。

報告を行うとそのコメントはブラックリストに登録され、コメント自体は削除されます。

スパム報告前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックするとスパム報告されます。

5-1　コメント管理 - スパムとして報告

4-1　コメント管理 - 非承認
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トラックバック管理 ブログJCANマニュアル

1.トラックバックの一覧

記事へのトラックバックを管理できます。

トラックバックの一覧を確認するにはブログメニューの『トラックバック』をクリックします。

2.トラックバックの削除

トラックバックの削除を行うには、対象トラックバックの先頭にチェックを入れ、

『削除』をクリックします。

削除前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックすると削除されます。

1-1　トラックバック管理 - トラックバック一覧

2-1　トラックバック管理 - 削除

23



トラックバック管理 ブログJCANマニュアル

3.トラックバックをスパムとして報告

トラックバックのスパム報告を行うには、対象トラックバックの先頭にチェックを入れ、

『スパムとして報告』をクリックします。

報告を行うとそのトラックバックはブラックリストに登録され、トラックバック自体は削除されます。

スパム報告前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックするとスパム報告されます。

3-1　トラックバック管理 - スパムとして報告
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素材管理 ブログJCANマニュアル

1.素材の一覧

素材を選択しての記事投稿、また素材の保管は素材管理から行います。

素材の一覧は、『素材管理』をクリックします。

登録素材情報の中に、アップロードされている素材が表示されます。

1-1　素材管理 - 管理画面トップ
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素材管理 ブログJCANマニュアル

2.ファイルのアップロード

『ファイルをアップロード』欄から、ファイルを新規登録できます。

『参照...』をクリックし、アップロードするファイルを選択します。

ファイル選択後、『ファイルをアップロードする』をクリックし登録します。

※サイズの大きい素材はアップロード、表示共に時間がかかります。

　サイズダウンしてからのアップロードをお勧めします。

2-1　素材管理 - ファイルのアップロード
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素材管理 ブログJCANマニュアル

3.素材の削除

『登録素材情報』欄から、素材を削除できます。

個別で削除する場合には素材の下『この素材を削除』、

複数を同時に削除する場合には、対象の素材名にチェックを入れ、『選択素材を削除』、

をそれぞれクリックします。

削除前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックすると削除されます。

3-1　素材管理 - 素材の削除
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素材管理 ブログJCANマニュアル

4.素材から記事を投稿する

『登録素材情報』欄から素材を選択し、直接記事を投稿できます。

挿入したい素材にチェックを入れ『選択素材で記事を新規作成』をクリックすると、

記事投稿画面に対象素材が挿入された状態で移動します。

4-1　素材管理 - 素材からの記事投稿
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アクセスカウンタ設定 ブログJCANマニュアル

1.アクセスカウンタ設定

ブログが何回閲覧されたかを表示するアクセスカウンタの設定ができます。

アクセスカウンタ設定は、『カウンタ』をクリックします。

現在のカウント 現在のブログが閲覧されたカウントを表示します。

リセットについては、次のページの操作をご参照ください。

『合計』、『今日』、『昨日』毎の

アクセスカウンタの表示有無を設定できます。

変更後、『この内容で登録する』をクリックし、内容を保存します。

1-1　アクセスカウンタ設定 - 設定画面

アクセスカウンタ

表示設定
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アクセスカウンタ設定 ブログJCANマニュアル

2.カウントのリセット

現在のカウント数をクリアしたい場合は『リセット』をクリックします。

リセット前確認がポップアップで表示されるので、『はい』をクリックするとリセットされます。

2-1　アクセスカウンタ設定 - カウントのリセット
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アクセスカウンタ設定 ブログJCANマニュアル

3.カウント推移グラフの表示・非表示

過去60日のカウント推移グラフを確認することができます。

画面左下の『カウント推移グラフの表示・非表示』をクリックします。

画面下部に推移グラフが表示されます。

『カウント推移グラフの表示・非表示』を再度クリックすると非表示になります。

3-1　アクセスカウンタ設定 - グラフの表示・非表示

3-2　アクセスカウンタ設定 - 推移グラフ

・
・
・
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ブログデザイン設定 ブログJCANマニュアル

1.ブログデザイン設定

ブログデザイン設定では、ブログのサイドバーに表示する、カレンダーやプロフィール等の

パーツの設定ができます。

ブログデザイン設定画面は、『デザイン』をクリックします。

各ブログパーツの表示有無を選択します。

また、動かしたいパーツの右端をドラッグし、順序を変更します。

変更後、『この内容で更新する』をクリックし、内容を保存します。

1-1　ブログデザイン設定 - 設定画面トップ
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テンプレート設定 ブログJCANマニュアル

1.基本テンプレートの設定

ブログ全体のデザインを変更する場合にはテンプレート設定を行います。

設定は、『テンプレート設定』をクリックします。

【基本テンプレート】の『テンプレートを設定する』をクリックします。

使用できるテンプレートの一覧が表示されます。

サンプルを見たい場合には、各テンプレートのサムネイルをクリックすると確認できます。

使用したいテンプレートの『このテーマを使用』をクリックすると、テンプレート設定ができます。

1-1　テンプレート設定 - 管理画面

1-2　テンプレート設定 - テンプレート一覧
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テンプレート設定 ブログJCANマニュアル

2.月別テンプレートの設定・解除

テンプレートは、各月ごとに設定することも可能です。

設定を行っていない、または設定をしていない月は基本テンプレートが使用されます。

月別テンプレートは設定したい月の『テンプレートを設定する』をクリックします。

設定方法は基本テンプレートの設定と同様なので、前ページをご参照ください。

設定を解除したい場合は、対象の月の『設定を解除する』をクリックします。

2-1　テンプレート設定 - 月別テンプレート設定
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ブログ設定 ブログJCANマニュアル

1.ブログ設定

ブログのタイトル、新規投稿時の設定等を変更するときにはブログ設定を行います。

ブログメニューの『ブログ設定』をクリックします。

1-1 ブログ設定 - 設定画面
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ブログ設定 ブログJCANマニュアル

ブログの名前 ブログのタイトルとして使用します。

ブログの説明 ブログの説明として使用します。

説明はブログタイトルの下に表示されます。

プロフィール文章 ブログオーナーとしてのプロフィールに使用されます。

新規投稿を行ったときのデフォルト設定です。

携帯から投稿した時にも適応されます。

コメント承認制 コメント承認制を利用しないか、利用するか、選択できます。

利用する場合、他の人から自分のブログ記事へのコメントを

表示するかどうか承認できるようになります。

表示件数 １ページに表示されるブログ記事の件数です。

携帯メール設定 メールアドレスを登録しておくと、

メールでブログ記事の登録が可能になります。

登録後、入力したアドレスへメールが送信されます。

詳細については後述します。

変更後、『この内容で登録する』をクリックし、内容を保存します。

設定内容とブログに実際表示される箇所については次ページをご参照ください。

新規投稿時

初期設定
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ブログ設定 ブログJCANマニュアル

1-2　ブログ設定 - ブログ表示画面

ブログタイトル表示部分 

ブログ説明表示部分 

プロフィール表示部分 

ブログ記事へのコメントリンク 

ブログ記事のトラックバックリンク 

ブログ記事のカテゴリー 

ブログ記事の公開状態 

[非公開][一部公開]の場合、コメントリンクの左に公開状態が

表示されます。 

※自分のブログを閲覧したときには[非公開][一部公開]の記事

も表示されますが、他の人が閲覧した場合にはその公開範囲の

ユーザーにしか表示されません。 
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メールアドレス登録後、入力したアドレスへ通知メールが送信されます。

[BLOG JCAN]携帯メール設定完了のお知らせ

通知メールに、送信先のアドレスが掲載されています。

以降はメールでの投稿が可能になります。

メール設定の解除は、登録したアドレスを消去し、アドレス欄を空欄にします。

空欄にした後、『この内容で登録する』をクリックし、登録の解除を完了させます。

1-3 ブログ設定 - 設定完了メール

1-4 ブログ設定 - メール設定の解除
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