
http : / /www. log inplus .net/contact/ index .htmlご不明な点が御座いましたら下記よりお問い合わせ下さい  ▼
この度は、弊社の「ログインプラス」をご購入頂きましてありがとうございます。
ログインプラスは、既存のWEBサイトに会員専用ページ、メール配信機能を追加できるログインシステムです。
CMS機能を利用することで、簡単に会員登録やログイン、会員専用ページなどの作成が可能となります。
作成できるデザインは、PC・モバイル・スマートフォンに対応しておりますので、様々な用途にご利用頂けます。
また、登録された会員にはメール配信を行うことができ、差込配信はもちろん、予約配信やテンプレート機能にも対応しております。
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管理画面解説マニュアル
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【ダウンロード版】………… ご購入頂きますと、ご注文時のメールアドレス宛に専用のダウンロードアカウントをお送りしておりますので、
こちらの発行アカウントでダウンロードシステム※にログインして頂きシステム一式をダウンロードしてください。
※URLはご購入後のご案内となります。

1 ダウンロードして頂いた圧縮ファイル（ZIP形式）をフリーソフト等で解凍してください。 1

2 解凍して頂いたファイル一式の「custom/conf/sqlConf.php」ファイルにMySQL接続
情報を記載してください。

3 ファイル一式をFTP等でサーバーにアップロードしてください。

3 ＣＲＯＮ設定
4 アップロード後に「file」ディレクトリのパーミッションを「777」に変更してください。

6

※ 初期IDは「admin」、PASSは「admin」となります。

ブラウザにて「http://設置先/admin.php」へアクセスして頂き、初期ID／PASS ※でログイン
をして頂き「システム設定」の「メールアドレス」及び「設置先URL」を設定ください。

7 最後にFTP等にて「setup」ディレクトリ一式を削除して頂きインストールが完了となります。

ダウンロード後の設置手順は下記の通りです

※レンタルサーバーに依ってはサーバーコマンドではなく
　サーバーコントロールパネル上で設定できるものもあります。
　その場合には、毎分実行するように指定してください。

ＣＲＯＮ設定方法 ※こちらは、必ず設定して頂く必要があります。

5

※１ その他のリンクはクリックしないでください。
※２ 「SQL INSTALL COMPLETE!」が表示されない場合には、MySQLの文字コード（UTF-8にする必要があります。）
　　 または接続情報に誤りがあります。 （設置が難しい場合には、設置代行サービスもご検討ください）

ブラウザにて「http://設置先/setup/install.php」へアクセスして頂き、「ALL INSTALL START」
をクリック※１してください。
クリック後、「SQL INSTALL COMPLETE!」 ※2というメッセージが表示されますとインスト
ール完了となります。

システム設置パスの設定

cron.phpの7行目（$CRON_PATH）の値をシステムの設置先（絶対パス）に書き換えます。

2 実行パスワード設定

cron.phpの8行目（$CRON_PASS）の値を任意の英数字に変更します。（実行パスワード）

サーバーコマンド「crontab」にて下記のジョブを追加します。

* * * * * php /システム設置パス/cron.php 実行パスワード send

以上でCRON設定が完了します。

システム設置方法
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ログインプラスの特徴

登録された会員情報をWEB上で管理することができます。会員登録はCMS機能にて作成した会員登録フォームだけでなく、管理
画面上から会員データの追加、編集、削除することが出来ます。また、会員データはWEB上の管理だけでなく、CSV取り込み（イン
ポート）や書き出し（エクスポート）に対応しておりますので他サービスとの連携や会員情報の一括書き換え、取り込みなどにお
使い頂けます。

登録されている会員宛てにメールを配信することができますので、メルマガやお知らせの配信などにお使い頂けます。メール配
信機能は、差込配信はもちろん、予約配信やテンプレート機能にも対応しておりますので、定期的に配信する内容などをテンプ
レートにセットしておいて頂くことで、配信の手間が大幅に削減されます。また、登録されている会員への一斉配信だけでなく、
個別配信や一部配信（セグメント配信）も可能となっております。

会員の項目は初期項目として約２０項目を用意しており、そちらから自由にお使い頂くことができますが、それでも不足の場合
に備え、更にフリー項目を５つご用意しております。こちらのフリー項目は項目名の設定を行って頂くことで、お好きな項目とし
てお使い頂けます。
また、既存項目の選択肢（職業、会員ランク）などの追加変更も「会員管理設定」にて簡単に設定を行って頂けます。更に、ログイン
キーを「会員ID」（自動割り当て）と「メールアドレス」から選択することも可能となっております。

ログインプラスでは既存サイトのデザインをそのまま流用することが可能なCMSを搭載しております。作成したデザインの
HTMLコードをそのままテンプレートとしてシステムに設定して頂き、会員情報やフォームなどに置き換わる部分を変数（専用の
タグ）に差し替えて頂くだけで、会員専用ページ等を作成することができますのでプログラムなどの知識は一切不要でコンテン
ツを作成して頂くことが可能です。
また、複数のデザイン（コンテンツ）を作成・管理することができますので、例えば、お知らせの内容を既存サイトにIFrame（埋め込
み）表示する場合のコンテンツ作成やリニューアル時の差し替え作業なども手軽に行って頂けます。

会員管理機能

自由な項目設定

メール配信機能

CMS・コンテンツ管理機能



機能説明

CMS機能にて作成した会員登録フォームからの登録と管理画面上での登録の２通りの登録方法を
ご用意しております。
管理画面から登録する場合には、こちらのメニューから登録可能です。

フリー項目

自由に設定ができるフリー項目を５つ用意しております。独自の項目や、不足項目をこちらで補って頂くことが可能
です。項目名の設定はページ上部にある「各種設定」ボタンより設定して頂けます。
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1

新規会員登録



機能説明

登録されている会員情報の一覧が表示され会員情報を管理して頂けます。
アカウントの停止や会員ランクの変更などもこちらから行います。

指定のCSVフォーマットにて会員データを一括で取り込むことが出来ます。
取り込んだデータは、重複データの制御（更新、スキップ）なども行えます。フォーマットは、CSVエクスポートのもの
をそのままご利用頂けますのでエクスポートしたデータを編集し、更新するという日々の更新作業にご利用頂けます。

登録されている会員データをCSV書き出しすることが出来ます。
書き出したデータを追加編集し、インポートを行うことで更新業務にもご利用頂けます。検索絞り込みを行うことで、
絞り込んだ情報のCSV出力も可能です。
また、CSVデータをバックアップ用に保存しておいて頂くことにもご活用頂けます。

会員検索を行い、絞り込んだ条件に該当する会員のみにメールを配信することが出来ます。
こちらのセグメント配信を使用することで、特定の会員ランクにのみメールを送るなどにご活用頂けます。
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123

会員データのCSVインポート（取り込み）

会員データのCSVエクスポート（書き出し）

検索結果にメールを配信

会員一覧



新規メール配信・履歴

機能説明

指定のCSVフォーマットにて会員データを一括で取り込むことが出来ます。
取り込んだデータは、重複データの制御（更新、スキップ）なども行えます。フォーマットは、CSVエクスポートのもの
をそのままご利用頂けますのでエクスポートしたデータを編集し、更新するという日々の更新作業にご利用頂けます。

登録されている会員データをCSV書き出しすることが出来ます。
書き出したデータを追加編集し、インポートを行うことで更新業務にもご利用頂けます。検索絞り込みを行うことで、
絞り込んだ情報のCSV出力も可能です。
また、CSVデータをバックアップ用に保存しておいて頂くことにもご活用頂けます。
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1 新規メール配信

メール配信履歴

1

2



機能説明

メール配信時に任意の条件を指定（セグメント）して頂き該当するリストにのみメールを配信することが出来ます。
セグメントは、各項目のキーワード検索の他、会員ランクやアカウント状態など様々な絞り込み条件に対応してお
ります。

配信するメール内容を予め作っておき、メール配信時に呼び出すことが出来ます。毎回、同様の内容を配信する場合
や、定期的に送る内容を登録しておくことで数クリックで簡単に配信処理を行うことが可能となります。
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1 セグメント配信

メールテンプレート機能

予め作成したメール配信内容を指定した日時に予約配信することができます。
もちろん、配信予約後にキャンセルを行うことも可能です。

3 予約配信

変数を利用したメールの書き方

1

2

3

挿入する氏 名

[name] 様
いつもお世話になっております。

例えば、文中に「会員氏名」を入れたメールを送りたい場合、プルダウンメニューから「氏名」を選択し、挿入ボタンを
押します。

サンプル太郎様
いつもお世話になっております。

【実際に送られる内容】

新規メール配信・履歴  >  新規メール配信



機能説明

お問い合わせの履歴を閲覧することができます。
「差出人」項目からお問い合わせした会員の詳細へ飛ぶことが可能です。

お問い合わせデータのCSVエクスポート（書き出し）

過去のお問い合わせデータをCSV書き出しすることが出来ます。
書き出したＣＳＶデータでリストなどの作成にご活用頂けます。
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お問い合わせ一覧



自動配信設定

機能説明

自動メール配信用テンプレートには、下記の種類があります。
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会員登録完了メール

会員登録完了時に会員に配信されるメールです。
管理画面の登録と作成したコンテンツでテンプレートを変えることも可能です。

1

会員登録完了通知メール

会員登録完了時に管理者に配信されるメールです。
管理画面の登録と作成したコンテンツでテンプレートを変えることも可能です。

2

お問い合わせ自動返信メール

お問い合わせ時に会員に自動返信されるメールです。
コンテンツ毎にテンプレートを変えることも可能です。

3

お問い合わせ受信メール

お問い合わせ時に管理者に配信されるメールです。
コンテンツ毎にテンプレートを変えることも可能です。
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4

各テンプレートの【１】～【３】について

各テンプレートには、それぞれ３種類のテンプレートをセットしております。
状況に応じて使い分けて頂くことが可能です。



機能説明

テンプレートの編集画面です。「お問い合わせ自動返信メール」を例に解説します。
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変数を利用してテンプレートを作る（お問い合わせ自動返信メール）

プルダウンメニューから呼び出したい項目を選択し、挿入ボタンを押します。

1

配信設定について

メールテンプレートをセットしたコンテンツがあった場合でもこちらのテンプレートの配信設定を「停止」として
頂くことで一時的に配信を停止することが可能です。
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1

2

挿入する本　文

お問い合わせ有り難うございます。
担当者から連絡させて頂きます。

--- お問い合わせ頂いた内容 --------
お問い合わせ日時  [regist]
差出人  [name_text]
件名  [subject]
本文  [message]

お問い合わせ有り難うございます。
担当者から連絡させて頂きます。

--- お問い合わせ頂いた内容 --------
お問い合わせ日時  2012年2月1日
差出人  サンプル太郎
件名  ご質問があります。
本文  ○○商品についてもっと詳し…

【実際に送られる自動返信】

自動配信設定  >  テンプレートを編集する



お知らせ登録

機能説明

お知らせを登録することができます。
登録されたお知らせはコンテンツの「お知らせ」に表示されます。
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お知らせ一覧

登録済みのお知らせ一覧です。
お知らせの編集や削除などを行って頂けます。



新規コンテンツ作成

機能説明

新規コンテンツ（ページ）を作成します。
※詳しくは、 14ページ「コンテンツ作成手順」を参照してください。

コンテンツとは、「会員登録ページ」や「会員専用ページ」などの１つ１つのページを指します。
コンテンツは一般（表）に公開するページとなり、生成されたコンテンツにTOPページなどからリンクを貼って
頂いたり、IFrame等で埋め込んで頂くことで、会員登録フォームや会員専用ページなどをご利用頂けます。
コンテンツは無制限に作成することができますので、PCサイト用のコンテンツだけでなくスマートフォン向け
や、携帯サイトなどの作成、同時利用も可能となっております。
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コンテンツとは？

ログイン
会員登録
お知らせ
パスワード再発行

………………
………………
………………
………………

会員としてログインするフォームを出力するコンテンツです。
会員登録を行うコンテンツです。
お知らせを表示するコンテンツです。
パスワードを再発行するコンテンツです。

作れるコンテンツ（ログイン前に閲覧できるコンテンツ）

通常ページ
会員編集
パスワード変更
退 会
お知らせ
お問い合わせ

会員専用のページを作成するコンテンツです。
会員情報を編集するコンテンツです。
ログインパスワードを変更するコンテンツです。
会員から退会を行うコンテンツです。
お知らせを表示するコンテンツです。
お問い合わせを行うコンテンツです。

作れるコンテンツ（ログイン後に閲覧できるコンテンツ）
………………
………………
………………
………………
………………
………………

その他のコンテンツ
HTMLテンプレート ……………… 各コンテンツから呼び出すことのできるHTMLを作成することができます。

ヘッダーやフッター、サイドバーなどの共通部分としてお使い頂くことで
個別のコンテンツを編集することなく、一括更新が行えます。



機能説明

作成したコンテンツ一覧を編集、確認することができます。
非公開の作成途中コンテンツもこちらから再編集して頂けます。
付属のサンプルを複製・編集することでコンテンツを作成することも可能ですので、コンテンツを新規作成する前
にサンプルを一通り確認して頂くと、スムーズにコンテンツの作成が行えるかと思います。
※サンプル製品については 23ページ「コンテンツサンプル」を参照してください。
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コンテンツ一覧



コンテンツ作成手順 1

コンテンツを新規に作成するには、「コンテンツの作成」から行えます。
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コンテンツID

コンテンツの管理IDとなります。
URLなどに使用されるIDとなりますので、分かりやすいIDを半角英数字（0-9,A-z,_）で入力してください。

1

カテゴリー名

コンテンツのカテゴリー名です。同一のカテゴリーは、管理画面上で１つのグループとして括る（絞り込む）ことがで
きます。これにより、どの属性のコンテンツかを分かりやすく識別します。

2

コンテンツ名

コンテンツの名称です。変数選択時などに表示される名称となりますので、
どのコンテンツかが分かりやすい名称を付けてください。

3

コンテンツタイプ

作成するコンテンツの種類を選択します。作成できるコンテンツタイプは下記の通りです。

4

1

2

3

4

ログイン
会員登録
お知らせ
パスワード再発行

………………
………………
………………
………………

会員としてログインするフォームを出力するコンテンツです。
会員登録を行うコンテンツです。
お知らせを表示するコンテンツです。
パスワードを再発行するコンテンツです。

作れるコンテンツ（ログイン前に閲覧できるコンテンツ）

通常ページ
会員編集
パスワード変更
退 会
お知らせ
お問い合わせ

会員専用のページを作成するコンテンツです。
会員情報を編集するコンテンツです。
ログインパスワードを変更するコンテンツです。
会員から退会を行うコンテンツです。
お知らせを表示するコンテンツです。
お問い合わせを行うコンテンツです。

作れるコンテンツ（ログイン後に閲覧できるコンテンツ）
………………
………………
………………
………………
………………
………………

その他のコンテンツ

HTMLテンプレート ………………

各コンテンツから呼び出すことのできるHTMLを作成すること
ができます。ヘッダーやフッター、サイドバーなどの共通部分
としてお使い頂くことで個別のコンテンツを編集することなく、
一括更新が行えます。



コンテンツ作成手順 2
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公開設定

コンテンツの公開設定を設定します。
初期値は「非公開」となっておりますので、コンテンツ使用時には必ず「公開」に設定してください。

5

会員登録、お問い合わせ時のメール内容（テンプレート）を設定します。システムから送信されるメールには管理者宛
と自動返信（お客様宛）の２種類がありそれぞれ、３パターンの合計６つのテンプレートを用意しておりますので
フォーム毎にメール内容を変えることが可能です。

メールテンプレート設定 ※コンテンツタイプ「会員登録」「お問い合わせ」のみ表示されます。

会員ログイン後のログイン先ページのURLを指定します。
通常は、コンテンツタイプ「会員専用ページ」のページへリンクする形となります。

ログイン先URL ※コンテンツタイプ「ログイン」のみ表示されます。

コンテンツの公開範囲（権限）を設定します。
「一般」を設定された場合、下記のHTML作成時に「会員情報」関連の変数は使用できません。

公開範囲 ※コンテンツタイプ「お知らせ」のみ表示されます。

コンテンツの１ページに表示するお知らせ件数を設定します。

一覧表示件数 ※コンテンツタイプ「お知らせ」のみ表示されます。

5



コンテンツ作成手順 3 （コンテンツタイプ／ログイン）
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コンテンツの基本設定後、コンテンツ内容（テンプレートＨＴＭＬ）を入力セットして頂きます。
テンプレートHＴＭＬは、コンテンツタイプにより入力する内容が指定されていますのでそれぞれ、ＨＴＭＬコードをセットし、必要な箇所を変数に差し替えてください。

コンテンツタイプ／ログイン

ログインページを出力するコンテンツ全体のＨＴＭＬです。
こちらのコードをベースにコンテンツを作成します。主にログインフォーム関連の変数が使用可能です。

基本ＨＴＭＬ

ログインエラーメッセージの出力ＨＴＭＬです。ログインID／PASSが誤っている場合に、出力されます。
基本ＨＴＭＬの「エラー挿入位置（エラー挿入ＨＴＭＬ）」の変数を指定した箇所に出力されます。主にエラーメッセー
ジの変数が使用可能です。エラーメッセージは出力ＨＴＭＬ形式を数パターン用意しておりますので、
コーディング上、最適なコードをご利用ください。

エラー挿入ＨＴＭＬ

HTMLの記述方法は  P21 「コンテンツのHTML記述方法」をご覧ください。



コンテンツ作成手順 3 （コンテンツタイプ／会員登録・会員編集・パスワード変更・お問い合わせ）
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コンテンツの基本設定後、コンテンツ内容（テンプレートＨＴＭＬ）を入力セットして頂きます。
テンプレートHＴＭＬは、コンテンツタイプにより入力する内容が指定されていますのでそれぞれ、ＨＴＭＬコードをセットし、必要な箇所を変数に差し替えてください。

コンテンツタイプ／会員登録・会員編集・パスワード変更・お問い合わせ

会員登録（会員編集、お問い合わせ）フォームの「入力画面（入力フォーム）」を出力するコンテンツ全体のＨＴＭＬで
す。こちらのコードをベースに入力画面のコンテンツを作成します。主に入力項目（フォーム）に関する変数や、エラー
出力が使用可能です。
※必ず「フォーム開始タグ」「フォーム終了タグ」の変数をフォーム群の前後（１つ目のフォームより前と、最後のフォームよりも後）
に出力するようにしてください。

入力画面ＨＴＭＬ

入力内容のエラー出力のＨＴＭＬです。会員管理設定の「会員登録の必須項目」で設定された項目の必須チェックを行
い、不備がある場合に出力します。（※お問い合わせは、本文のみ必須です。）
入力画面ＨＴＭＬの「エラー挿入位置（エラー挿入ＨＴＭＬ）」の変数を指定した箇所に出力されます。主にエラーメッ
セージの変数が使用可能です。エラーメッセージは出力ＨＴＭＬ形式を数パターン用意しておりますので、コーディ
ング上、最適なコードをご利用ください。

エラー挿入ＨＴＭＬ

会員登録（会員編集、お問い合わせ）フォームの「確認画面（入力確認）」を出力するコンテンツ全体のＨＴＭＬです。
こちらのコードをベースに確認画面のコンテンツを作成します。主に項目（入力された値）に関する変数が使用可能です。

確認画面ＨＴＭＬ

※必ず「フォーム開始タグ」「フォーム終了タグ」の変数をフォーム群の前後（１つ目のフォームより前と、最後のフォームよりも後）
に出力するようにしてください。

会員登録（会員編集、お問い合わせ）フォームの「完了画面（サンクスページ）」を出力するコンテンツ全体のＨＴＭＬです。
こちらのコードをベースに完了画面のコンテンツを作成します。主に項目（入力された値）に関する変数が使用可能です。

完了画面ＨＴＭＬ

HTMLの記述方法は  P21 「コンテンツのHTML記述方法」をご覧ください。



コンテンツ作成手順 3 （コンテンツタイプ／退 会）
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コンテンツの基本設定後、コンテンツ内容（テンプレートＨＴＭＬ）を入力セットして頂きます。
テンプレートHＴＭＬは、コンテンツタイプにより入力する内容が指定されていますのでそれぞれ、ＨＴＭＬコードをセットし、必要な箇所を変数に差し替えてください。

コンテンツタイプ／退 会

退会フォームを出力するコンテンツ全体のＨＴＭＬです。こちらのコードをベースに入力画面のコンテンツを作成し
ます。主に退会フォームに関する変数が使用可能です。
※必ず「フォーム開始タグ」「フォーム終了タグ」の変数をフォーム群の前後（１つ目のフォームより前と、最後のフォームよりも後）
に出力するようにしてください。

入力画面ＨＴＭＬ

退会フォームの「完了画面（サンクスページ）」を出力するコンテンツ全体のＨＴＭＬです。
こちらのコードをベースに完了画面のコンテンツを作成します。主に会員情報に関する変数が使用可能です。

完了画面ＨＴＭＬ

HTMLの記述方法は  P21 「コンテンツのHTML記述方法」をご覧ください。



コンテンツ作成手順 3 （コンテンツタイプ／会員専用ページ）

19

コンテンツの基本設定後、コンテンツ内容（テンプレートＨＴＭＬ）を入力セットして頂きます。
テンプレートHＴＭＬは、コンテンツタイプにより入力する内容が指定されていますのでそれぞれ、ＨＴＭＬコードをセットし、必要な箇所を変数に差し替えてください。

コンテンツタイプ／会員専用ページ

会員専用ページを出力するコンテンツ全体のＨＴＭＬです。こちらのコードをベースにコンテンツを作成します。
主に会員情報に関する変数やログアウトURLなどが使用可能です。

基本ＨＴＭＬ

HTMLの記述方法は  P21 「コンテンツのHTML記述方法」をご覧ください。



コンテンツ作成手順 3 （コンテンツタイプ／お知らせ）
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コンテンツの基本設定後、コンテンツ内容（テンプレートＨＴＭＬ）を入力セットして頂きます。
テンプレートHＴＭＬは、コンテンツタイプにより入力する内容が指定されていますのでそれぞれ、ＨＴＭＬコードをセットし、必要な箇所を変数に差し替えてください。

コンテンツタイプ／お知らせ

お知らせリストを出力するコンテンツ全体のＨＴＭＬです。こちらのコードをベースにコンテンツを作成します。

基本ＨＴＭＬ

お知らせデータの繰り返し出力のＨＴＭＬです。基本ＨＴＭＬの「お知らせリスト（一覧ＨＴＭＬ）」の変数を指定した
箇所に出力されます。主にお知らせデータに関する変数が使用可能です。

一覧ＨＴＭＬ

HTMLの記述方法は  P21 「コンテンツのHTML記述方法」をご覧ください。



コンテンツのHTML記述方法

21

例）下図のようにログインフォームを作成する場合

簡単に設置する為のポイント

完成図

まずは普通のHTML（静的）を用意し、管理画面「コンテンツ詳細設定」のHTML入力欄に
コードを全て貼り付けます。

2 ログインIDの <input name="" type="text" /> の部分を削除し、代わりに [login_id] という変数を
挿入します。この作業をパスワードや、ボタン部分にすれば、ログインフォームの完成です。

1

<html>
<head>
</head>
<body>
<div id="header">…</div>
<div id="side">
----------------------------ここからログインフォーム
▼ ログインID
<input name="" type="text" />
▼ パスワード
<input name="" type="text" />
<button>ログイン</button>
----------------------------ここまでログインフォーム
</div>
<div id="contents">…</div>
<div id="footer">…</div>
</body>

挿入する変数を選んで下さい

<html>
<head>
</head>
<body>
<div id="header">…</div>
<div id="side">
----------------------------ここからログインフォーム
[error]
[form_start]
▼ ログインID
[login_id]
▼ パスワード
[login_pass]
[form_login_button]
[form_end]
----------------------------ここまでログインフォーム
</div>

挿入する変数を選んで下さい

… ログインエラーの為の記述
… ログインフォーム開始タグ

… ログインID入力フォーム

… パスワード入力フォーム
… ログインボタン

… ログインフォーム終了タグ

変数はここから選べます！



コンテンツの利用方法
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1

1 利用したいコンテンツの詳細（編集）ページから「コンテンツURL」を取得（コピー）して頂き、
そちらへリンクを貼って頂くことで、作成しコンテンツを利用することができます。
※コンテンツ設定の公開設定は必ず「公開」にしてください。

<div class="navi">
        <a href="http://www.example.com/data.php?c=XXXX">○○○ページ </a>
</div>

また、コンテンツ同士のリンクを貼る場合には上記のＵＲＬまたは
相対パス（data.php?c=XXXXX）でリンクを貼って頂くことで、コンテンツ同士をリンクすることが可能です。

<div class="navi">
        <a href="data.php?c=s01_login">○○○ページ </a>
</div>

SSL環境下で利用されたい場合には、コンテンツURLを
「http://」から「https://」に変更して頂くことで、そのままご利用が可能です。
※但し、ご利用のサーバー（ドメイン）がＳＳＬに対応しており、設定が完了している必要が御座います。

<div class="navi">
        <a href="https://www.example.com/data.php?c=XXXX">○○○ページ </a>
</div>

http://www.example.com/data.php?c=XXXX
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コンテンツサンプル
同梱サンプルとして、簡易的な会員サイト（PCサイト）をセットしておりますので、こちらのサンプルを編集・複製して頂いたり、
参考にして頂きながらコンテンツを作成して頂けます。

【同封のコンテンツサンプル（トップページ）】

【ログイン前のページ構成】 【ログイン後のページ構成】

HTML パスワード変更HTML 会員専用ページ2

HTML 退 会HTML お知らせ一覧

HTML お問い合わせ

HTML トップページ

HTML HTML 会員情報編集会員専用ページ1

HTML サンプルページ1

HTML サンプルページ2

HTML お知らせ一覧

HTML
トップページ

HTML 新規会員登録

（ログインフォーム付）



24

システムで利用する管理者のメールアドレスを設定してください。
こちらのメールアドレス宛てに、お問い合わせメールが届きます。

各種設定について

システム設定

メールアドレス

システム本体の設置先URLを設定してください。

設置先URL

※URLの末尾は必ず「/」で終わらせてください。
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会員のログイン時に使用するログインＩＤ（キー）の項目を設定します。
会員ＩＤ：システムが自動的に発行するランダムな英字。
メールアドレス：会員登録時に入力したメールアドレス。

各種設定について

コンテンツ設定

ログインキー

会員ページからログアウトした際に遷移するＵＲＬを指定してください。ＷＥＢサイトのトップページまたはログアウト完了
ページなどが一般的です。

ログアウト先ＵＲＬ

アクセス権限がないコンテンツにアクセスした場合のエラーページのＵＲＬを指定してください。
指定がない場合には、システム規定のエラーメッセージが表示されます。

アクセス権限がない場合の転送先ＵＲＬ

※メールアドレスを選択された場合、「会員登録時のメールアドレス重複チェック」を「制限する」としてください。
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サーバー負荷軽減の為、１通毎の配信間隔を設定します。「０秒」を指定した場合、ＷＡＩＴ（待機）をせず、配信処理を行います。

各種設定について

メール配信設定

メール配信間隔

CRON１実行あたりの最大メール配信数を設定します。数を多くするほど、短時間でメールを送信することが可能ですがサーバー
の処理能力を超えると負荷が掛かりますのでご注意ください。

１実行あたりのメール配信数

※通常、CRONは１分間隔で設定して頂きます。
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会員登録時の必須項目を設定します。ここで選択された項目は会員登録時に必ず入力をする必要があります。

各種設定について

会員管理設定

会員登録の必須項目

管理画面から新規会員登録を行った場合に登録完了通知の配信を行うかを設定します。
メール配信を行う場合は、配信テンプレートを選択してください。

管理者からの会員登録完了時メール配信 

会員項目「職業」の選択肢を設定します。

職業の選択肢

会員登録時に同一メールアドレスが既に登録されている場合に制限（エラー表示）を行うかを設定します。

会員登録時のメールアドレス重複チェック

※ログインキーにメールアドレスを選択された場合、「会員登録時のメールアドレス重複チェック」を「制限する」としてください。

※１選択肢につき１行で入力してください。

会員項目「会員ランク」の選択肢を設定します。

会員ランクの選択肢

※１選択肢につき１行で入力してください。

会員登録時に会員ランクが指定されていない場合に適用される初期会員ランクを設定します。

初期会員ランク設定

※１選択肢につき１行で入力してください。

任意の項目を設定することができます。設定された項目は、会員登録時のテキスト項目として利用することができます。

フリー項目名１～５
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