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[1]メールマガジン管理コンテンツ・メールマガジンコンテンツ 

メールマガジンコンテンツではメールマガジン管理コンテンツとメールマガジンコンテンツの 2種類あります。 

メールマガジン管理コンテンツでは各種メルマガ共通の設定や読者の管理などが行えます。 

メールマガジンコンテンツではメルマガ記事の作成・編集・削除・テスト配信・配信等やメールマガジンの個別の設定

が行えます。 

 

【公開画面 メールマガジン indexページ】 
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[2] メールマガジン管理コンテンツ 

2-1メールマガジン管理コンテンツを作成 

(1) 管理画面の上部メニュー「コンテンツ」をクリックします。 

コンテンツ一覧画面が表示されますので「作成」をクリックします。 

 

 

(2)コンテンツの作成画面が表示されます。種別から「メールマガジン管理」を選択し「登録」をクリックします。 

  

 

(3)登録処理が完了しました。 

 



Joruri CMS 2020 コンテンツマニュアル メールマガジン 

3 

2-2メールマガジン管理共通設定 

配信する全てのメールマガジンに共通設定ができます。 

 

 

(1) メールマガジン管理コンテンツをクリックします。 

行にマウスを乗せると着色されるので、この状態でクリックします。 

 

 

(2)メールマガジン一覧画面が表示されます。 

「メールマガジン共通設定」をクリックします。 
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(2)メールマガジン共通設定の画面が表示されます。 

 

 

(3)左サイドメニューをクリックすると編集画面が表示されます。 

設定後「登録」をクリックします。 
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【メールマガジン共通設定】 

 

 

新着記事表示件数 [1]新着記事表示件数 
公開画面 indexページのバックナンバー記事表示件数を指

定できます。 

記事タイトル 

[2]記事タイトル 
公開画面 indexページのバックナンバー記事表示タイトルを

設定します。 

[3]日付形式 
公開画面 indexページのバックナンバー日付表示タイトルを

設定します。 

[4]時刻形式 
公開画面 indexページのバックナンバー時刻表示タイトルを

設定します。 

ポータル表示設定 

[5]ポータル表示ヘッダー 

公開画面 indexページ上部に記載するメッセージを入力で

きます。 

空欄の場合は、何も表示されません。 

[6]ポータル表示フッター 

公開画面 indexページ下部に記載するメッセージを入力で

きます。 

空欄の場合は、何も表示されません。 

 

 

  

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 
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【公開画面 indexページ表示】 

 

  

[1] 

[6] 

[5] 

[4] [3] 

[2] 
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【メールマガジン共通設定】 

 

 

登録フォーム

表示設定 

[7]登録フォーム表示ヘッダー 

公開画面、メールマガジン新規登録・登録変更画面上部に記載

するメッセージを入力できます。 

空欄の場合は、何も表示されません。 

[8]登録フォーム表示フッター 

公開画面、メールマガジン新規登録・登録変更画面下部に記載

するメッセージを入力できます。 

空欄の場合は、何も表示されません。 

[9]登録手続きメール送信後

表示メッセージ 

公開画面メルマガ登録フォーム送信後の表示メッセージを入力

できます。 

空欄の場合以下のメッセージが表示されます。 

この度は、[メールマガジン管理コンテンツ名]にご登録いただ

きありがとうございます。 

ご登録いただいたメールアドレス宛に、登録手続きのお知らせ

メールを送信しますので、ご確認ください。 

※この時点では、まだメールマガジンの登録手続きは完了して

いません。 

※メール送信までに数十分程度かかることがあります。ご了承

ください。 

[10]登録手続き完了後表示

メッセージ 

公開画面メルマガ登録フォーム手続き完了後の表示メッセージ

を入力できます。 

空欄の場合以下のメッセージが表示されます。 

この度は、[メールマガジン管理コンテンツ名]にご登録いただ

きありがとうございます。 

次回よりメールマガジンを配信いたします。 

 

  

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 
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【公開画面 新規登録・登録変更】 

 

  

[7] 

[8] 
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【公開画面 登録手続きメール送信後表示メッセージ】 

 
 

 

  

[9] 

[10] 
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登録解除フォーム表示

設定 

[11]登録解除フォーム表示

ヘッダー 

公開画面メルマガ登録解除画面上部に記載するメッセ

ージを入力できます。 

空欄の場合は、何も表示されません。 

[12]登録解除フォーム表示

フッター 

公開画面メルマガ登録解除画面下部に記載するメッセ

ージを入力できます。 

空欄の場合は、何も表示されません。 

[13]登録解除手続きメール

送信後表示メッセージ 

公開画面メルマガ登録解除フォーム送信後の表示メッ

セージを入力できます。 

空欄の場合以下のメッセージが表示されます。 

ご登録いただいたメールアドレス宛に、登録解除手続

きのお知らせメールを送信しますので、ご確認くださ

い。 

※この時点では、まだメールマガジンの登録解除手続

きは完了していません。 

※メール送信までに数十分程度かかることがありま

す。ご了承ください。 

[14]登録解除手続き完了後

表示メッセージ 

公開画面メルマガ登録解除フォーム手続き完了後の表

示メッセージを入力できます。 

空欄の場合以下のメッセージが表示されます。 

登録解除手続きが完了しました。 

これまでのご利用ありがとうございました。 

 

 

  

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 
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【公開画面 登録解除フォーム表示】 

 

 

【公開画面 登録解除手続きメール送信後表示メッセージ】 

 

 

  

[11] 

[12] 

[13] 
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【公開画面 登録解除手続き完了後表示メッセージ】 

 

  

[14] 
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画像認証 [15]画像認証 
新規登録・登録変更と登録解除時に画像認証機能を使用

するか使用しないか設定できます。 

送信元メールアドレス [16]送信元メールアドレス 
新規登録・登録変更と登録解除時に送信されるメールの

送信元アドレスを設定できます。 

メールアドレス認証 [17]メールアドレス認証 

新規登録・登録変更と登録解除時にメールを送って認証

を行うか行わないか設定できます。 

有効にした場合に、登録手続きのお知らせ・登録解除手

続きのお知らせのメールが送信され以下の文言とURL

が表示されます。 

【新規登録・登録変更】 

この度は、メールマガジン管理にご登録いただきありが

とうございます。 

下記のURLにアクセスしてメールマガジンの登録手続

きを完了してください。 

【登録解除】 

下記のURLにアクセスして解除を完了させてください。 

署名 

[18]署名表示 
新規登録・登録変更と登録解除時に送信されるメールの

署名を記載するか記載しないか設定できます。 

[19]署名 
新規登録・登録変更と登録解除時に送信されるメールに

表示されます。 

 

  

[16] 

[15] 

[17] 

[18] 

[19] 
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【公開画面/新規登録・登録変更 画像認証】 

 

 

【公開画面/登録解除 画像認証】 

 

  

[15] 

[15] 
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【新規登録・登録変更／登録解除メール】 

  

[16] 

[19] 

[17] 
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2-3読者属性設定の登録 

読者のメールアドレス以外の属性（住所や性別等）の作成が可能です。 

種別などの項目や選択候補は「コンテンツマニュアル（問い合わせ）」を参照してください。 

 

(1) メールマガジン一覧画面から「読者属性設定」をクリックします。 

 
 

(2)読者属性設定の画面が表示されます。「作成」をクリックすると読者属性設定の作成画面が表示されます。 

設定後「登録」をクリックします。 

※読者属性は【3-3新規登録・登録変更の手順】の公開画面と【5-1 読者】の作成画面で表示されます。 
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【メールマガジン共通設定】 

 

 

[1]項目 属性の項目名を設定します。 

[2]種別 

下記から選択します。 

⚫ 入力/1行（テキストフィールド） 

⚫ 入力/複数行（テキストエリア） 

⚫ 選択/単数回答（プルダウン） 

⚫ 選択/単数回答（ラジオボタン） 

⚫ 選択/複数回答（チェックボックス） 

⚫ 自由形式 

[3]必須 必須か任意を選択します。 

[4]スタイル（style=） 装飾等の htmlタグを記入します。 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 
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[5]ステータス 
公開か非公開かを選択します。非公開の設定した属性のみ公開画面側に

表示されません。 

[6]表示順 管理画面での並び順に利用します。 

[7]選択候補（種別が選択の時に使

用）  
種別「選択/」のさい、選択候補を単語ごとに改行で入力します。 
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[3]メールマガジンディレクトリ 

公開画面の読者の新規登録や登録解除、メールマガジンの検索画面を作成します。 

 

【公開画面 メールマガジン indexページ】 

 

※装飾・整地などは CSSで行います。 
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3-1メールマガジン管理ディレクトリの作成 

(1) 管理画面の上部メニュー「ディレクトリ」をクリックします。 

コンテンツ一覧画面が表示されますので「作成」をクリックします。 

 

 

(2)ディレクトリの作成画面が表示されます。 

コンテンツ「メールマガジン管理」、アイテム種別「新着一覧」を選択します。 

「登録」をクリックし登録が完了します。 
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(3)プレビューや公開画面で確認できます。 

※装飾・整地などは CSSで行います。 

※「新規登録・登録変更」「登録解除」のページは自動で生成されます。 
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[4]メールマガジンコンテンツ 

メールマガジンの作成・編集・削除・テスト配信・配信等やメールマガジンの個別の設定が行えます。 

 

 

4-1 メールマガジンコンテンツを作成 

(1) 管理画面の上部メニュー「コンテンツ」をクリックします。 

コンテンツ一覧画面が表示されますので「作成」をクリックします。 

 

 

(2) コンテンツの作成画面が表示されます。 

種別から「メールマガジン」を選択します。「登録」をクリックします。 
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(3)登録処理が完了しました。 
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4-2 メールマガジンコンテンツの設定 

配信するメールマガジンの設定ができます。 

 

 

(1)メールマガジンコンテンツをクリックします。 

行にマウスを乗せると着色されるので、この状態でクリックします。 

 

 

(2) メールマガジン一覧画面が表示されます。 

「設定」をクリックします。 
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(3)設定の画面が表示されます。 

編集画面の表示方法は【2-2 メールマガジン共通設定】を参照してください。 

 

 

メールマガジン [1]メールマガジン 

メールマガジンコンテンツをプルダウンより選択してくだ

さい。 

選択したメールマガジンコンテンツと連携します。 

送信元メールアドレス [2]送信元メールアドレス メールマガジンの送信元メールアドレスを設定します。 

概要 [3]概要 
メールマガジンの概要を入力できます。 

入力した概要は公開画面に反映されます。 

 

【公開画面 新規登録・登録変更】 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[3] 
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テンプレート 

[4]テンプレート 

管理画面で記事の新規作成画面を表示した際にデフォル

トのテンプレート文が表示するかを有効か無効で設定し

ます。 

[5]テンプレートタイトル 
新規作成画面を表示した際のデフォルトのタイトルを設

定できます。 

[6]テンプレート本文 
新規作成画面を表示した際のデフォルトの本文を設定で

きます。 

署名 

[7]署名 
メールマガジン配信時に送信されるメールの署名を記載

するかを有効か無効で設定します。 

[8]メール固定ヘッダー メールの記事本文上部の文言を設定できます。 

[9]メール固定フッター メールの記事本文上部の文言を設定できます。 

 

 

  

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 
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【管理画面 テンプレート】 

 

 

 

  

[5] 

[6] 

[2] 

[6] 

[5] 

[9] 

[8] 
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4-3 テスト配信先を作成 

メールマガジンのテスト配信先を設定します。 

 

 

(1) メールマガジン一覧画面から「テスト配信先」をクリックします。 

 

 

(2)テスト配信先一覧の画面が表示されます。「作成」をクリックします。 

 

 

(3)作成画面が表示されます。メールアドレスを入力し「登録」をクリックします。 

有効状態でテスト配信先が空欄の場合、テスト配信はできません。 
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(4)登録が完了しました。 

(1)～(3)の手順で複数のテスト配信先を登録できます。 

 

 

 

編集、削除を行う場合は一覧画面のメールアドレスをクリックします。 

テスト配信先の詳細画面が表示されます。 
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[5] 読者登録（メールマガジン管理コンテンツ） 

読者を CSVファイルで一括登録することができます。また登録された読者を CSV出力することができます。 

読者属性を付与することで配信する読者の絞り込みが行えます。 

読者登録時にメールマガジンコンテンツを選択する項目があるため、メールマガジンコンテンツ作成しメールマガジ

ン管理コンテンツと連携した後に読者登録を行うのがスムーズです。 

また「読者属性」を選択する項目もあるので、「読者属性設定」も先に登録を行っておきます。 

作成は【2-3 読者属性設定の登録】を参照してください。 

 

 

5-1 読者 

(1) メールマガジン管理コンテンツをクリックします。 

行にマウスを乗せると着色されるので、この状態でクリックします。 

 

 

(2)メールマガジン一覧画面に【4-2 メールマガジンコンテンツの設定】でメールマガジンコンテンツと連携したメ

ールマガジンが一覧画面に表示されます。 

メールマガジン一覧画面から「読者」をクリックします。 
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(3) 読者一覧の画面が表示されます。「作成」をクリックします。 

CSVファイルをアップロードする場合は「CSV インポート」をクリックしてファイルをアップロードしてください。 

 

 

(3) 作成画面が表示されます。必須項目を入力し「登録」をクリックします。 

※読者属性は【2-3 読者属性設定の登録】で設定した項目が表示されます。 

※配信メールマガジンは【3-2 メールマガジンコンテンツの設定 [1]メールマガジン】で選択したメールマガジ

ンコンテンツが表示されます。 
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(4)読者の登録が完了しました。 

 

 

 

 

編集、削除を行う場合は一覧画面のメールアドレスをクリックします。 

読者の詳細画面が表示されます。 
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5-2 拡張検索 

(1) 検索フォームの右端にある「拡張検索」をクリックします。 

 

 

(2)内容が展開されます。 

読者属性で設定した項目が表示されます。 

また状態は「有効」「無効」で絞り込むことが行えます。 
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[6]メールマガジンディレクトリ 

公開画面にバックナンバー、メールマガジンの検索画面を作成します。 

 

【公開画面 バックナンバーページ】 
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6-1 メールマガジンディレクトリの作成 

(1) 管理画面の上部メニュー「ディレクトリ」で「作成」をクリックします。 

※本マニュアルではメールマガジン管理ディレクトリの配下に作成している画面となります。 

 

 

(2)ディレクトリの作成画面が表示されます。 

コンテンツ「メールマガジン」、アイテム種別「バックナンバー」を選択、「登録」をクリックします。 
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(3) 登録が完了しました。 
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[7]メールマガジン 

7-1メールマガジンの作成 

(1)メールマガジンコンテンツをクリックします。 

行にマウスを乗せると着色されるので、この状態でクリックします。 

 

 

(2) メールマガジン一覧画面が表示されます。 

「作成」をクリックします。 
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(3)作成画面が表示されます。内容を入力し「配信登録」をクリックします。 

 

 

[1]タイトル 記事のタイトルを入力します。メールでは件名に表示されます。 

[2]本文 メールマガジンの内容を入力します。 

[3]配信開始日時 作成しているメールマガジンの配信日時を設定できます。 

[4]バックナンバー公開 
バックナンバーに記事を公開するか非公開にするか選択します。 

公開を選択すると配信後にメールマガジンディレクトリページに公開されます。 

[5]配信先条件設定 

読者の条件を設定しメール配信先を絞り込むことができます。 

「条件設定」をクリックすると、読者属性設定で作成した項目で選択できるアイテム種

別のみ表示されます。 

[6]下書き保存 作成中の記事を下書き保存できます。 

[7]配信登録 

「配信開始日時」を入力して、「配信登録」をクリックして登録した場合、配信開始日時

がくると自動で配信されます。 

配信開始日時未入力で登録した場合は、記事詳細画面から「即時配信」をクリックしな

いと配信しません。 

 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] [7] 
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(4)記事の登録が完了しました。 
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7-2メールマガジンの詳細画面 

(1)作成したメールマガジンのタイトルリンクをクリックすると詳細画面が表示されます。 

 

 

 

[1]一覧 メールマガジンコンテンツ一覧が表示されます。 

[2]編集 編集画面が表示されます。 

[3]削除  メールマガジンが削除されます。削除されると復元はできません。 

[4]複製 メールマガジンが複製されます。 

[5]バックナンバー公開 

未配信の記事の場合、バックナンバー公開をクリックすると「未配信の記事です。配信

済みのバックナンバーとして公開してよろしいですか？」と確認のダイアログボックス

が表示されます。「OK」をクリックするとメールマガジンディレクトリページに公開さ

れます。ただし記事は読者に配信されません。 

[6]テスト配信 【8-1 テスト配信先】で設定したメールアドレスに配信されます。 

[7]即時配信 即時に読者に配信されます。 

[8]配信対象 配信されるメールアドレス一覧が表示されます。 

 

[1] [2] [3] [4] [6] [7] [5] 

[8] 
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【配信済み・バックナンバー公開中の記事】 

[1] バックナンバー非公開 
クリックすると非公開になります。公開画面側のバックナンバーからはみえなくな

ります。 

[2]配信ログ 
配信ログが表示されます。配信されたメールアドレスや配信完了日時が確認でき

ます。 

【配信無・バックナンバー公開中の記事】 

 

配信前にバックナンバーを公開すると詳細画面には「配信」に関連するボタンは表示されません。  

[1] [2] 
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[8]配信 

8-1テスト配信 

メールマガジンコンテンツで設定したメールアドレスに配信されます。 

設定は【4-3 テスト配信先を作成】を参照してください。 

 

(1)作成したメールマガジンのタイトルリンクをクリックすると詳細画面が表示されます。 

「テスト配信」をクリックします。 

 

 

(2)「テスト配信を開始してよろしいですか？」と確認のダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックすると

テスト配信が開始します。 

メールの件名に（テスト配信）と表示されます。 
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8-2配信開始日時 

設定された日時にメールマガジンが配信できます。 

配信先については【[5] 読者登録（メールマガジンコンテンツ） 5-1 読者】を参照してください。 

 

(1)記事の作成画面で配信開始日時を設定し「配信登録」をクリックします。 

 

 

(2)配信予定状態になります。 
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(3)指定日時になると自動で配信されます。 

配信状態は「配信済」となります。 

 

 

配信開始日時を設定せず、「配信登録」をクリックすると未配信状態になります。 

詳細画面から「即時配信」をクリックするか、編集画面で配信開始日時を設定する必要があります。 

 

配信開始日時を過去の日時で設定した場合、即時に配信されます。 

ただし公開画面のバックナンバーページでの日付は配信開始日時で設定された日時が表示されます。 
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8-3即時配信 

即時にメールマガジンが配信できます。 

配信先については【[5] 読者登録（メールマガジンコンテンツ） 5-1 読者】を参照してください。 

 

(1)作成したメールマガジンのタイトルリンクをクリックすると詳細画面が表示されます。 

「即時配信」をクリックします。 

 

 

(2)「配信を開始してよろしいですか？」と確認のダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックすると配信が

開始します。 

配信状態は「配信済」となります。 
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[9]新規登録・登録変更と登録解除 

メールマガジンディレクトリを作成すると「新規登録・登録変更」「登録解除」のページが自動で生成されます。 

プレビューまたは公開画面でテキストリンクが表示されているのが確認できます。 
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【公開画面 新規登録・登録変更】 
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【公開画面 登録解除】 
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9-1メールアドレス認証時の登録・変更 

(1) 公開画面、新規登録・登録変更のページから読者が内容を入力し「申し込む」をクリックします。 

 

(2) 【2-2メールマガジン共通設定】で設定した【送信元メールアドレス】から読者に「登録手続きのお知らせ」が自

動配信されます。 

メール本文のURLをクリックします。 

 

 

(3) 登録完了の画面が表示されます。 

 

 

⚫ 管理画面への読者登録の反映は 15分から 30分程度かかります。 

⚫ 読者の確認はメールマガジン管理コンテンツの「読者」から確認することができます。【[5] 読者登録（メールマガ

ジンコンテンツ）】を参照してください。 

⚫ 登録変更の場合は再度入力・登録手続きを行います。同じメールアドレスは管理画面側で上書き保存されます。 
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9-2メールアドレス認証時の解除 

(1)公開画面、登録解除のページからメールアドレスを入力し「申し込む」をクリックします。 

 

(2) 【2-2メールマガジン共通設定】で設定した【送信元メールアドレス】から読者に「登録解除手続きのお知らせ」

が自動配信されます。 

メール本文のURLをクリックします。 

 

 

(3) 登録解除完了の画面が表示されます。 

 

  



Joruri CMS 2020 コンテンツマニュアル メールマガジン 

51 

(4)管理画面では読者の状態が無効になります。 

 

 

⚫ 管理画面への読者登録解除の反映は 15分から 30分程度かかります。 

⚫ 登録解除を行うと、登録いただいているメールマガジンが全て解除されます。 
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[10]配信ログ 

「配信ログ」ボタンは記事が配信済みになると、記事の詳細画面に表示されます。 

配信ログの画面ではメールアドレス・ステータスで検索することができます。 

ステータスは以下の通りです。 

⚫ 配信予定 

⚫ 配信済 

⚫ 配信エラー 

 

 

【管理画面 配信ログ/配信予定】 

 

 

【管理画面 配信ログ/配信済】 
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【管理画面 配信ログ/配信エラー】 


