
スマートALL ご利用の手引き
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はじめに

書面にてお送りしております、「スマートALL会員ID・パスワードの
ご案内」に記載されています「管理画面URL」よりサイトアクセス
をお願いします。

アクセスいただくと、「ユーザー名」と「パスワード」を入力する画面となります。表示されま
したら、お手元の「スマートALL会員ID・パスワードのご案内」に記載されております「会員
ID」と「パスワード」を入力して、ログインを押してください。

【例】管理画面URL　http://demo1.smaplo.jp/m/ 

【例】abcdefg

【例】123456

基本情報
作成ページ
が表示されれば
正常にログイン
されております

※画像はイメージです。
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1-1 基本情報作成に関して

「基本情報作成ページ」には、すでに確認させていただいた内容に
て、基本情報の入力は済ませた状態ではございますが、下記赤枠に
関しましては、別途ご自由に修正していただくことが可能です。

基本情報
作成ページ
が表示されれば
正常にログイン
されております

「基本情報作成」
をクリック

「基本情報作成ページ」を
修正された場合は忘れずに
＜更新ボタン＞
を押してください。

!! 押し忘れますと
更新されません。

※画像はイメージです。
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2-1 画像管理に関して

すでに確認させていただいた内容にて、画像の入力は済ませた状態ではご
ざいますが、画像管理をクリックで下記画面に切り替わり「画像アップ」、
「画像タイトルの修正 「、」 削除」の編集が可能となります。

「画像管理」
をクリック

左記「画像アップロード」を押すと
下記画面が立ち上がります。

※アップした画像の管理タイトルの変更ならびに削除に関しては、画像管理内にございます
　「画像編集」を押すことで下記画面が立ち上がります。

「、し力入をルトイタ 参照」を押して
「、し択選を像画 アップロード」を押します。

※終わったら「閉じる」を押します。

番号が自動的に割り振られ
画像管理内へのアップが完了します。
なお、画像は最大で100枚です。

※タイトルの変更は、テキスト入力をして「更新」を押します。

※削除に関しては「削除」ボタンを押します。

※終わったら「閉じる」を押します。

※画像はイメージです。

【スマートALLデモサイト(企業・店舗名称)】
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3-1 サイトデザイン設定に関して

サイトデザイン設定をクリックで下記画面に切り替わり「サイトの配
色 「、」 メニュー列の設定 「、」 ロゴ画像の設定 「、」 メイン画像の設定」
をすることができます。

「サイトデザイン設定」
をクリック

テンプレートパターンを
選択することができます。

メニューの列を選択することができます。

ヘッダー部分に表示される「ロゴ画像」と「TOPページのメイン画像」の設定ができます。

※画像はイメージです。
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4-1 TOPバナー設定に関して

TOPバナー設定をクリックで下記画面に切り替わり「TOPページの
バナータイトル設定 「、」 リンク先設定」をすることができます。

「タイトル」と「画像」と「リンク先」を設定することで、下記のようにサイトに反映されます。

【設定画面】

【設定画面】

次のページへ＞

※画像はイメージです。

「TOPバナー設定」
をクリック



ページが切り替わり
詳細入力のページが表示されます。

バナーの「タイトル」を入力し
「リンク先（URL)」を入力します。
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4-2 TOPバナー設定に関して

新しく、バナーを設定する場合は、
ページ上部にある「新規作成」をクリックします。

次のページへ＞

前ページつづき＞

バナー画像は「画像選択」のボタンを押すと
別窓で画像管理に保管されている画像一覧
が表示されます。 使用する画像の下に表示
されている「画像選択」をクリックします。

「表示」、「非表示」を選択し、「新規登録」を
クリックすると“登録しました”という文字が
上部『※』の部分に表示されます。

※忘れずに更新ボタンを押してください。

登録完了後、上部メニューの
『TOPバナー設定』をクリックすると
一覧に設定したものが登録されています。

※画像はイメージです。

※
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5-1 TOPリンクアイコン設定に関して

TOPリンクアイコン設定をクリックで下記画面に切り替わり
「TOPページのバナータイトル設定」、「リンク先設定」をする
ことができます。

「TOPリンク
アイコン設定」
をクリック

「タイトル」と「画像」と「リンク先」を設定することで、下記のようにサイトに反映されます。

【設定画面】

【設定画面】

次のページへ＞

※画像はイメージです。



ページが切り替わり
詳細入力のページが表示されます。

バナーの「タイトル」を入力し
「リンク先（URL)」を入力します。

使用する画像の下に表示されている
「画像選択」をクリックします。
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5-2 TOPリンクアイコン設定に関して

新しく、バナーを設定する場合は、
ページ上部にある「新規作成」をクリックします。

次のページへ＞

前ページつづき＞

リンク画像は一覧からの選択も可能ですが、
画像管理に保管されている画像を選ぶこと

が可能です。

「画像選択」のボタンを押すと、別窓で画像
管理に保管されている画像一覧が表示され

ます。

「表示」、「非表示」を選択し、「新規登録」を
クリックすると“登録しました”という文字が
上部『※』の部分に表示されます。

※忘れずに更新ボタンを押してください。

※

【別窓】

※画像はイメージです。
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5-3 TOPリンクアイコン設定に関して

前ページつづき＞

登録完了後、上部メニューの
『TOPリンクアイコン設定』をクリック
すると一覧に設定したものが登録

されています。

※画像はイメージです。
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6-1 各種ページ作成に関して

各種ページ作成各種ページ作成をクリックで下記画面に切り替わり
「ページ作成」をすることができます。

」

【設定画面】

【反映箇所】

次のページへ＞

※画像はイメージです。

【スマートALLデモサイト(企業・店舗名称)】

「各種ページ作成
をクリック



ページが切り替わり
詳細入力のページが表示されます。

「ページタイトル」を入力します。

公開を開始する日を
設定することが可能です。
※公開日時は任意です。
※入力がない場合は即時

公開されます。
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6-2 各種ページ作成に関して

新しく、各種ページを設定する場合は、
ページ上部にある「新規作成」をクリックします。

前ページつづき＞

「ページの内容」を入力します。
※注意※

使用できるタグに制限があります。
<emoji:XX>
<color:XX>
<tel>XX</tel>
<img:XX>

<page:XX>AAA</page>
<div XXX>AA</div>
<font XXX>AA</font>

<h1>AA</h1>
<h2>AA</h2>
<h3>AA</h3>
<h4>AA</h4>

「表示」、「非表示」を選択し、「新規登録」を
クリックすると“登録しました”という文字が
上部『※』の部分に表示されます。

※忘れずに更新ボタンを押してください。

※

※画像はイメージです。
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7-1 メニュー設定に関して

メニュー設定をクリックで下記画面に切り替わり「メニュー項目」を
サイトに表示させることができます。

「メニュー設定」
をクリック

新規作成を押すことで入力画面が表示されメニューの設定ができます。
※サイトへの表示は最大で10個となっております。

複数作成したメニューの順番表示
変更を行う場合は、管理画面上の
右側にある↑↓を押していただくこ
とで、順番の入替ができます。

作成した、メニューの修正および飛び先変更等は、該
当する項目の記載変更を行った後に「更新」を押してく

ださい。（消去する場合は、削除を押してください。）

飛び先ページとは、メニューの詳細を表示するために作成したページを表示させるため使用します。　
成作で」成作ジーペ種各「、はジーペ先び飛、おな したページとなります。

（「6-1各種ページ作成に関して」をご参照願います。）

※画像はイメージです。

【スマートALLデモサイト(企業・店舗名称)】
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8-1 インフォメーション設定に関して

インフォーメーション設定をクリックで下記画面に切り替わり「イン
フォメーション（トピックス等）」をサイトに表示させることができます。

「インフォメーション設定」
をクリック

新規作成を押すことで入力画面が表示されインフォメーションの
設定ができます。※サイトへの表示は最大で5個となっております。

複数作成したインフォメーションの
順番表示変更を行う場合は、管理画
面上の右側にある↑↓を押していただ
くことで、順番の入替ができます。

ここを押すと作成
した「飛び先ペー
ジ番号」の確認
ができます。

作成した、メニューの修正および飛び先変更等は、該
当する項目の記載変更を行った後に「更新」を押してく

ださい。（消去する場合は、削除を押してください。）

飛び先ページとは、メニューの詳細を表示するために作成したページを表示させるため使用します。　
成作で」成作ジーペ種各「、はジーペ先び飛、おな したページとなります。

（「6-1各種ページ作成に関して」をご参照願います。）

※画像はイメージです。

【スマートALLデモサイト(企業・店舗名称)】
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9-1 メルマガ作成に関して

メルマガ作成をクリックで下記画面に切り替わり、メルマガ登録して
いただいてるお客様へ送るメールマガジンの作成ならびに送信ができ
ます。 ※一斉送信のみとなっております。

「メルマガ作成」
をクリック

メルマガ作成画面が
表示されます。

件名、本文を入力後に
必ず「更新」を押してください。

更新を押した後に「戻る」を押してください。
再度、確認画面が表示されます。

1

2

メルマガ送信確認
    画面が表示されます。

「戻る」を押してメルマガ作成は終了です。

送信開始を押すとメルマガが配信され、
「メルマガ配信を開始しました」の表示

に変わり、配信完了です。

※画像はイメージです。
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10-1 その他確認機能について

プレビューをクリックで、現在のサイトを確認いただくことができます。
別窓で作成中のサイトが閲覧できます。

「プレビュー」
をクリック

QRコード確認欄QRコード確認欄をクリックで、現在のサイトのQRコ
ードが表示されます。表示されているQRコードを名刺やチラシなどに
挿入いただくことで、サイトの促進を図っていただくことができます。

「プレビュー」
をクリック

※画像はイメージです。



18

10-2 その他確認機能について

ユーザ管理画面の下段にございます。よくある質問をクリックで、比較
的質問の多い質問事項が確認できます。ご不明点がございましたら、ま
ずはこちらをご覧ください。

「よくあるご質問」
をクリック

ユーザ管理画面の下段にございます。サポート問い合わせをクリックで、
問い合わせフォーム画面が表示されますので、ご質問事項を入力、送信
いただくことで、当社へメールで問い合わせができます。

「サポート問い合わせ」
をクリック

※どんな些細な事でも構いませんので
　どうぞお気がねなくご連絡いただければ幸いでございます。送信

※画像はイメージです。
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10-3 その他確認機能について

ユーザ管理画面の下段にございます。ご契約状況をクリックで、貴社の
ご契約内容をご確認できます。

「ご契約状況」
をクリック

ユーザ管理画面の下段にございます。ログアウトをクリックで、退出と
なり、ログイン画面に戻ります。

「ログアウト」
をクリック

お客様の情報が記載されています。
情報の変更があった場合は、ご連絡

願います。

お客様のお申し込みいただいているサービス
とご利用料金の確認ができます。

0120-956-914

※画像はイメージです。

初期制作・管理画面に関するお問い合わせ 契約内容・請求・解約に関するお問い合わせ
コンテンツコールセンター

スマートALL 提供元：株式会社セールスパートナー
コールセンター運営元：株式会社ギガ・メディア
【受付時間】10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 18:00（土日祝日・年末年始を除く）
※携帯電話・PHS からもご利用可能です。

まるトクサポートセンター

0120-003-182
コールセンター運営元：株式会社まるトク
【受付時間】10:00 ～ 18:00（年末年始を除く）
※携帯電話・PHS からもご利用可能です。


