
文章作成

補助マニュアル

FC2ブログを使って、セールス文書を作るときの、

補助用マニュアルです。
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セールス文章を書く 3つの方法

FC2ブログを使って、セールス文章を書く方法は

大きく分けて 3つあります。

次の 3つです。

1. 通常投稿画面で書く

2. 高機能テキストエディタを使ってWord感覚で書く

3. Wordで原稿を書いて、コピー＆ペーストする

1.通常投稿画面で書く

FC2ブログの通常の記事投稿画面で

セールス文章を書く方法です。

通常投稿で文章を書くときに、

文字の装飾などをするとHTMLタグが挿入されます。

そして、そのHTMLタグが実際に目に見えます。

ですから、

• タグに慣れている

• HTMLもそんなに苦じゃない

• タグも細かく、きっちり配置したい

という場合は、この方法が良いかもしれません。

（ちなみに私は、この方法と高機能テキストエディタを

　使った方法を組み合わせて作るのが好きです。）

タグやHTMLに慣れている時点で、

詳しい説明はいらないかもしれませんが、

ここからは、詳しい解説をしていきます。

「そんなこと、わかりきってるぜっ」

という場合は、そのままガンガン行ってください。
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手順）

1. 簡易モードOFFを確認

2. 記事投稿画面に移動

3. 普通に文章を書く

4. 記事を保存して公開する

1つずついきます。

----------------------------------------
1.簡易モードOFFを確認
----------------------------------------

まず、簡易モードがOFFになっているかどうかを確認します。

もしなっていなかたら、『OFF』にします。

ブログ管理画面の上の方を見ると、

確認できます。

赤枠の部分が簡易モード『OFF』になっているのを確認します。

もし、なっていなければ、そこをクリックします。

そうするとOFFになります。

なぜ、こうするのかいうと、簡易モードOFFにしないと、
追記部分が表示されないからです。
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追記部分が表示されないと、そこに特商法を書くことができません。

なので、全ての作業は必ず『簡易モードOFF』の状態で行います。

----------------------------------------
2.記事投稿画面に移動
----------------------------------------

『簡易モードOFF』を確認したら、

記事投稿画面に移動します。

■新しく記事を書く場合

次の手順で移動します。

1. 左メニュー『新しく記事を書く』をクリック

2. 移動完了

■既に作った記事を編集する場合

次の手順で移動します。

1. 左メニュー『過去の記事の管理』をクリック

2. 作った記事の『編集』をクリック

3. 移動完了
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----------------------------------
3.普通に文章を書く
----------------------------------

あとは普通に『本文部分』に文章を書きます。

---------------------------------------------
4.記事を保存して公開する
---------------------------------------------
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文章を書いたら、記事を保存して公開します。

それには、『記事を保存』ボタンをクリックします。

これで完了です。

（文字の装飾方法などは、後のほうで解説します。）

2.高機能テキストエディタを使ってWord感覚で書く

FC2ブログに搭載されている、高機能テキストエディタで

セールス文章を書く方法です。

これを使うとWord感覚で文章を作ることができます。

• タグやHTMLに触りたくない

• Word感覚で作りたい

という方に向いていると思います。

具体的な手順に入ります。

1. 簡易モードOFFを確認

2. 記事投稿画面に移動

3. 高機能テキストエディタに切り替える

4. 文章を書く

5. 保存して、公開する

----------------------------------------
1.簡易モードOFFを確認
----------------------------------------

まず、簡易モードがOFFになっているかどうかを確認します。

もしなっていなかたら、『OFF』にします。

ブログ管理画面の上の方を見ると、

確認できます。
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赤枠の部分が簡易モード『OFF』になっているのを確認します。

もし、なっていなければ、そこをクリックします。

そうするとOFFになります。

なぜ、こうするのかいうと、簡易モードOFFにしないと、
追記部分が表示されないからです。

追記部分が表示されないと、そこに特商法を書くことができません。

なので、全ての作業は必ず『簡易モードOFF』の状態で行います。

----------------------------------------
2.記事投稿画面に移動
----------------------------------------

『簡易モードOFF』を確認したら、

記事投稿画面に移動します。

■新しく記事を書く場合

次の手順で移動します。

1. 左メニュー『新しく記事を書く』をクリック

2. 移動完了
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■既に作った記事を編集する場合

次の手順で移動します。

1. 左メニュー『過去の記事の管理』をクリック

2. 作った記事の『編集』をクリック

3. 移動完了
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----------------------------------------------------------
3.高機能テキストエディタに切り替える
----------------------------------------------------------

記事投稿画面に移動したら、

高機能テキストエディタに切り替えます。

『W』ボタンを押すと切り替えることができます。

高機能テキストエディタの画面は次のようになります。
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（もう一度、『W』ボタンをクリックすると、通常画面に戻ることができます。）

----------------------------
4.文章を書く
----------------------------

あとは普通に文章を書きます。

高機能テキストエディタでの文字装飾の方法などは、

後のほうで解説します。
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3. Wordで原稿を書いて、コピー＆ペーストする

高機能テキストエディアの一つに、

『ワードで作った内容を、そのまま貼り付けられる』

というのがあります。

例えばこんな感じでワードで原稿を作ったとします。

それをそのまま貼り付けると、こうなります。
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この方法を使えば、ほとんどHTMLに触らないで

セールスレターを作ることができます。

• タグやHTMLに触りたくない

• Wordに慣れている

• Wordでセールスレターを書きたい

• そして、それをそのままコピペできたら嬉しい

という方に向いていると思います。

（また、Wordとほぼ同じ機能を持つ、

　無料のOpenOfficeWriterでも同じことができます。http://ja.openoffice.org/）

それでは具体的な手順に入ります。

1. 【重要】コピペ出来ないモノを理解する

2. Wordで原稿を書く

3. それを全て選択して、コピーする

4. FC2ブログに移動して、簡易モードOFFを確認

5. 記事投稿画面に移動

6. 高機能テキストエディタに切り替える
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7. 貼り付ける

----------------------------------------------------------
1.【重要】コピペできないモノを理解する
----------------------------------------------------------

Wordでセールスレターの原稿を作って、

それを FC2ブログに貼り付けた時に、

『コピー＆ペーストしてもそれが反映されない』

というモノがあります。

私が確認した段階では、

• 画像の貼り付け

• フォントの種類

この 2つが反映されませんでした。

どういうことか説明します。

■Wordに画像を貼り付けても、反映されない

セールスレターを作るときに、

画像を使うことは結構あると思います。

そんな時、

Wordでセールスレターの原稿を作って、

そん中にふんだんに画像を盛り込んで、

自信満々でウキウキしながら、

コピーして FC2ブログに貼り付けてみたら、

「画像が消えてる・・・」

「うそだろ？あれだけ頑張って貼り付けた

　画像が全部消えてる。。」

「あの作業にかけた時間はなんだったんだ

　おれの青春を返してくれ。。」

というちょっと悲惨な事になってしまいます。

それを防ぐために、

ここでは、
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『Wordで貼り付けた画像は、コピーして、FC2ブログに貼り付けても、

　有効にならない。（表示されない）』

ということを理解しておきます。

（高機能テキストエディタを使って、画像を貼り付ける方法は、

　後の方で解説しています。）

■フォントの種類は反映されない

フォントの種類も反映されません。

Wordで文章を作成する時、

色々なフォントが選べると思います。

・MS 明朝

・MS ゴシック

・etc..

Wordで文章を作る時、

これらを自由に選べると思います。

そんな時、

「よし、ここは明朝体で綺麗な日本的な感じをだそう

　うん、ここでは、ゴシック体で少し硬い感じに、

　オーケーオーケー、いい感じだぜ、コピペしてみるか」

実際に、コピーして、FC2ブログに貼り付け。

「全部、ゴシック体になっとるやん・・・」

「俺の今までのあの血のにじむようなフォント選びは

　なんだったんだ。。」

「明朝体のことを、ミンちゃんとかあだ名で

　呼べるまでになった、俺たちのあの時間は

　いったいなんだったんだ。。」

という変態チックな失敗をしてしまわないように、

ここでは、

『Wordで選んだフォントは、FC2ブログには反映されない』

（いくら選んでも意味がない）
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ということを理解しておきます。

FC2ブログで表示されるフォントは、

FC2ブログのテンプレートのスタイルシートによって、

決まっています。

つまり、

いくら、Wordでフォントを変えても、

スタイルシートに、

「フォントはゴシック体オンリーで」

と書かれていたら

全ての文字はゴシック体で表示されます。

ですので、WordやWriterで原稿を作る時には、

フォントのことは考えなくても大丈夫だということを理解しておきます。

これらを理解したら、実際に原稿を作っていきます。

-------------------------------------
3.Wordで原稿を書く
-------------------------------------

まず、Wordで原稿を書きます。

また、Wordとほぼ同じ機能を持つ、

無料のOpenOfficeWriterで原稿を書くこともできます。

（OpenOffice  をインストールすると、その中にWriterという機能があります。

　それを使います。）

WordやWriterに慣れている場合は簡単に作れると思います。

もし、慣れていなかったり、わらからない場合は、

Google 検索すると、色々出てくるので、それを参考にしてください。

また、参考になりそうなサイトも少し紹介します。

■Wordの使い方参考リンク

Goolge 検索結果）

• word   使い方  
• word   マニュアル  

16

http://www.google.co.jp/search?gcx=c&ix=c2&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Word+%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=word+%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB&pbx=1&oq=word+%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB&aq=f&aqi=g3g-r1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=14870l14870l0l15868l1l1l0l0l0l0l129l129l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&fp=5bff82d7792e0dff&biw=1280&bih=933
http://www.google.co.jp/search?gcx=c&ix=c2&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Word+%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9
http://ja.openoffice.org/


参考サイト）

• Word   の使い方  
• [  ワード（  Word  ）の使い方  ] All About  
• Word  　  2010  　使い方（動画マニュアル）  

■Writerの使い方参考リンク

Goolge 検索結果）

• open office writer   使い方  
• open office writer   マニュアル  

参考サイト）

• OOo      オープンマニュアル   - OpenOffice.org Q&A  
• OpenOffice.org Writer - Wikibooks  
• OpenOffice.org   使い方   Writer   編（動画マニュアル）  

-------------------------------------------------------
4. それを全て選択して、コピーする
-------------------------------------------------------

作った原稿を全て選択して、コピーします。

コピー方法）

1. 原稿のどこかをクリック

2. 全て選択（右クリック→全て選択。もしくは Ctrl+A）
3. コピー（右クリック→コピー。もしくは Ctrl+C）

--------------------------------------------------------------------------
5. FC2ブログに移動して、簡易モードOFFを確認
--------------------------------------------------------------------------

FC2ブログに移動したら管理画面に入って、

簡易モードがOFFになっているのを確認します。

もしなっていなかたら、『OFF』にします。

ブログ管理画面の上の方を見ると、

確認できます。
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赤枠の部分が簡易モード『OFF』になっているのを確認します。

もし、なっていなければ、そこをクリックします。

そうするとOFFになります。

なぜ、こうするのかいうと、簡易モードOFFにしないと、
追記部分が表示されないからです。

追記部分が表示されないと、そこに特商法を書くことができません。

なので、全ての作業は必ず『簡易モードOFF』の状態で行います。

----------------------------------------
4.記事投稿画面に移動
----------------------------------------

『簡易モードOFF』を確認したら、

記事投稿画面に移動します。

■新しく記事を書く場合

次の手順で移動します。

1. 左メニュー『新しく記事を書く』をクリック

2. 移動完了
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■既に作った記事を編集する場合

次の手順で移動します。

1. 左メニュー『過去の記事の管理』をクリック

2. 作った記事の『編集』をクリック

3. 移動完了
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----------------------------------------------------------
6.高機能テキストエディタに切り替える
----------------------------------------------------------

記事投稿画面に移動したら、

高機能テキストエディタに切り替えます。

『W』ボタンを押すと切り替えることができます。

高機能テキストエディタの画面は次のようになります。
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（もう一度、『W』ボタンをクリックすると、通常画面に戻ることができます。）

-------------------------
7.貼り付ける
-------------------------

手順はこうします。

1. 本文を書く部分のどこかをクリック

2. Wordから貼付けボタンを押す

3. 出てきたウィンドウ内に貼り付ける

１つずつ行きます。

■1.本文を書く部分のどこかをクリック

本文を書く部分のどこかをクリックします。
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■2.Wordから貼付けボタンを押す

メニュー上の方にある、『Wordから貼付けボタン』をクリックします。

■3.出てきたウィンドウ内に貼り付ける

そうすると、次のようなウィンドウが出てきます。
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このボックスの中のどこかをクリックして、

『右クリック→貼付け』か、Ctrl+Vで貼り付けます。

貼付けが終わったら、『OK』ボタンをクリックします。

そうすると、WordやWriterで作った原稿がデザインそのままに

貼りつけられます。

文字を選択する方法

文字を装飾する方法は次で解説します。

文字を装飾するためには、

その文字を『選択』しなければなりません。

ココではその方法を解説します。

文字を選択する方法は大きくわけて 2つあります。

1. マウスでドラッグして選択

2. Shiftキーを押しながら、矢印キー（↑→↓←）で選択

この 2つです。

1つずつ見ていきます。
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----------------------------------------------------
マウスでドラッグして選択する方法
----------------------------------------------------

文字の装飾などをする時に、

文字を選択しなければなりません。

その 1つ目の方法です。

文字を選択した状態は次のようになります。

 

『ここだけを文字装飾したい』

という部分が選択されています。

（選択された部分は反転して表示されます。）

■選択の例

次は、

『あいうえお』

という文字を選択したい場合の選択方法の例を

2つ挙げます。

『あ→お』と選択する方法と、

『お→あ』と選択する方法の 2つがあります。

それぞれ説明します。

『あ→お』と選択する方法）

1. 『あ』の手前にカーソルを持ってくる

2. 左クリックを押しっぱなしにする

3. 『お』の終わりまで、右にカーソルを滑らせる

4. 左クリックを離す
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『お→あ』と選択する方法）

1. 『お』の終わりにカーソルを持ってくる

2. 左クリックを押しっぱなしにする

3. 『あ』の手前まで、左にカーソルを滑らせる

4. 左クリックを離す

これで、『あいうえお』の全てを

選択することができます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Shiftキーを押しながら、矢印キー（↑→↓←）で選択する方法
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Shiftキーを押しながら、矢印キー（↑→↓←）を使って、

文字を選択することもできます。

慣れるとこっちの方が、断然便利だと思います。

■選択の例

『あいうえお』

という文字を選択したい場合の選択方法の例を

2つ挙げます。

『あ→お』と選択する方法）

1. 『あ』の手前にカーソルを持ってくる

2. Shiftキーを押しっぱなしにする

3. →を押しながら、『お』まで選択する

4. Shiftキーを離す

『お→あ』と選択する方法）

1. 『お』の終わりにカーソルを持ってくる

2. Shiftキーを押しっぱなしにする

3. ←を押しながら、『あ』まで選択する

4. Shiftキーを離す

この 2つの方法で、

『あいうえお』を選択することができます。

慣れると簡単なので、こっちの方法を覚えると良いと思います。
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■長文を選択する場合

また、長文を選択したい場合は、

1. Shitキーを押しっぱなしにしながら

2. ↑や↓の矢印キーを押して、大きく速く選択

3. →や←の矢印キーを押して、小さく正確に選択

4. 選択を終えたい場所で Shiftキーを離す

こうすることで、長文もスピーディーに選択することができます。

文字装飾の仕組み

文字装飾の仕組みを理解すると、

• 文字の装飾

• 文字装飾の解除

などがスムーズにできるようになります。

ここでは、文字の装飾の仕組みを解説します。

通常投稿画面でと高機能テキストエディタの両方を解説します。

通常投稿画面での仕組み

通常投稿画面での文字装飾の仕組みを解説します。

次が基本的な流れです。

1. 文字を選択

2. ボタンを押す

3. その文字が装飾される（自動でタグが挿入されている）

この流れです。

1つずつ見ていきます。

■1.文字を選択

文字を装飾するためには、その文字を『選択』しなければなりません。
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文字を選択する方法は前のページで解説してあります。

そこを参考にしてください。

次にいきます。

■2.ボタンを押す

装飾したい文字を選択したら、『装飾ボタン』を押します。

こうすることで、文字を装飾することができます。

例）

• 文字サイズを大きくしたい → 『大』を押す

• 太字にしたい → 『Ｂ』を押す

• 文字色を変更したい → 『カラーパレット』を押す

■3.その文字が装飾される（自動でタグが挿入されている）

好みのボタンを押すと、その文字が装飾されます。

文字の入力画面を見るとわかりますが、

選択した文字の前後に、自動でタグが挿入されています。

例）

• 『大』を押した → <span style="font-size:x-large;">選択した文字</span>
• 『Ｂ』を押した → <strong>選択した文字</strong>
• 『カラーパレット』で赤を選択 → <span style="color:#ff0000">選択した文字</span>

このように自動でタグが挿入されます。

。。。

このように通常投稿画面で文字を装飾するには、

次のような流れになります。

1. 文字を選択

2. ボタンを押す

3. 自動でタグが入る

4. 結果として文字が装飾される

この流れを理解すると、自由に文字装飾できるようになります。

■早く慣れる方法
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文字装飾に早く慣れるには、

色々と実験してみると良いと思います。

『記事投稿画面で、いろんなボタンを押してみる』

これを実験的に繰り返すことで、

早くなれることができます。

高機能テキストエディタでの仕組み

高機能テキストエディタでの仕組みも

通常投稿とほとんど同じです。

違う点は『HTMLタグが目に見えない』ということです。

例えば、通常投稿で文字を太字したら、次のようになります。

<strong>太字にしたい文字<strong>

それが高機能テキストエディタだと次のようになります。

太字にしたい文字

ここが違う点です。

通常投稿ではHTMLタグが目に見えて、

高機能テキストエディタでは見えません。

この違いだけを理解しておけば大丈夫だと思います。

細かい部分は後で紹介する FC2公式ヘルプや、

文字装飾方法を参考にしてください。

文字装飾マニュアル

通常投稿で文字を装飾する

---------------------------------
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FC2公式ヘルプ
---------------------------------

FC2の公式ヘルプで文字を装飾する方法が解説してあります。

ツールを使って記事を書く（１）
http://fc2blogmanual.blog60.fc2.com/blog-entry-157.html 

ツールを使って記事を書く（２）
http://fc2blogmanual.blog60.fc2.com/blog-entry-158.html 

公式ヘルプを見るだけで、ほとんど理解できると思います。

が、「○○したいな」と思ったときに、

「そうしたい時はこうすればOK」みたな形のマニュアルもあれば便利だと

思いましたので、それらも作りました。

ここからはそれらを解説します。

-------------------------------------------------------------
変えた『文字サイズ、色』などを元に戻したい
-------------------------------------------------------------

• 文字サイズを変えた → やっぱり元に戻したい

• 文字色を変えた → やっぱり元に戻したい

• 文字を太字にした → やっぱり元に戻したい
• etc..

このような場合があると思います。

このような場合は、次の 3ステップで、
元に戻すことができます。

1. 文字装飾の仕組みを理解する

2. 挿入されたタグを認識する

3. そのタグを削除する

1つずつ見ていきます。

■1.文字装飾の仕組みを理解する

文字装飾の仕組みを理解しておくと、次の作業がスムーズに行きます。

前のページで解説しましたので、そこを参考にしてください。
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■2.挿入されたタグを認識する

次は、どのボタンを押すと、

どのようなタグが挿入されるのかを認識します。

例）

• 『大』を押す → <span style="font-size:x-large;">選択した文字</span>
• 『Ｂ』を押す → <strong>選択した文字</strong>
• 『カラーパレット』で赤を選択 → <span style="color:#ff0000">選択した文字</span>

このようになります。

全てを暗記する必要は無いですが、

1. 今、自分が何のボタンを押したか

2. それによって、どのようなタグが挿入されたか

だけは、しっかりと認識します。

これも色々、適当にいじってみると、簡単になれることができます。

■3.そのタグを削除する

文字の装飾を元に戻したい場合は、

その挿入されたタグを消します。

例）

• 太字にしたけど、元に戻したい → <strong></strong>を消す

• 斜体にしたけど、元に戻したい → <i></i>を消す

• アンダーライン引いたけど、元に戻したい → <u></u>を消す

• etc..

このように、文字装飾で挿入されたタグを

消すことで、その文字を元に戻すことができます。

-----------------------------------------------------------------------------------
文字を装飾したい（太字、斜体、打ち消し線、アンダーライン）
-----------------------------------------------------------------------------------

１）まず、装飾したい文字を選択します。

２）そして、次のようにボタンを押します。

• 太字にしたい →  を押す
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• 斜体にしたい →  を押す

• 打ち消し線を入れたい →  を押す

• アンダーラインを引きたい →  を押す

これで文字が装飾されます。

------------------------------------------
文字サイズを変えたい
------------------------------------------

１）まず、装飾したい文字を選択します。

２）そして、次のようにボタンを押します。

• 小さくしたい →　　 を押す

• 中くらいにしたい →　 　を押す

• 大きくしたい → 　　を押す

これで文字サイズが変わります。

--------------------------------
文字の色を変えたい
--------------------------------

1）まず、色を変えたい文字を選択します。

２）そしたら、　　を押します。

３）そするうと、このようなウィンドウが出てきます。

 

４）好みの色をクリックします。

これで文字の色を変えられます。

--------------------------------
画像を貼りたい
--------------------------------
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画像を貼りたいときは、  を押します。

この部分は FC2のヘルプの方が詳しく書かれているので、

そっちを参考にします。

記事に画像（写真）を載せる
http://fc2blogmanual.blog60.fc2.com/blog-entry-17.html 

--------------------------------
リンクを貼りたい
--------------------------------

１）まず、リンクを貼りたい文字を選択します。

２）  を押します。

３）そうすると、次のようなウィンドウが出てきます。

 

４）『アドレス』横のボックスにリンクしたいURLを入力します。

５）そしたら、『OK』をクリックします。

これで完了です。

-----------------------------------------------------------
文字や文章を、点線ボックスで囲みたい
-----------------------------------------------------------

　　  ボタンを押すと、文字や文章を点線で囲むことができます。
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１）まず、囲みたい文字や文章を選択します。

２）　　ボタンを押します。

これで完了です。

もしくは、最初に　　ボタンを押して、

後から囲むこともできます。

例）

<blockquote><p>ココに点線で囲みたい文字や文章を書く</p></blockquote>
　
------------------------------
水平線を入れたい
------------------------------

１）水平線を入れたい場所にカーソルを持ってくる

次の２つの方法でできます。

①カーソルを持ってきたい場所でクリック

②矢印キー（↑→↓←）で持ってくる

２）　　ボタンを押す

これで水平線を入れることができます。

----------------------------------------------
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ファイルをアップロードしたい
----------------------------------------------

ファイルをアップロードするには、

左メニュー『ツール＞ファイルアップロード』をクリックします。

FC2の公式マニュアルに詳しい解説があるので、

それを参考にしてください。

ファイルをアップロードする｜FC2ブログ公式マニュアル
http://fc2blogmanual.blog60.fc2.com/blog-entry-27.html

高機能テキストエディタで文字を装飾する

高機能テキストエディタは、HTMLタグが目に見えないため、
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文字の装飾や解除がたまにわかりづらい時があります。

ですから、ココからは文字装飾の方法と、

それを解除する方法もあわせて解説します。

----------------------------------
FC2公式ヘルプ
----------------------------------

FC2の公式ヘルプに高機能テキストエディタの使い方が

解説してあります。

ココを見るだけでもほとんどのことが理解できると思います。

（高機能テキストエディタ＝WYSIWYGテキストエディタ）

WYSIWYGテキストエディターの使い方
http://fc2blogmanual.blog60.fc2.com/blog-entry-122.html 

----------------------------------------------------------------------------------------
文字を装飾したい（太字、斜体、アンダーライン、打ち消し線）
----------------------------------------------------------------------------------------

最初に目次から。

• それぞれの装飾ボタン解説

• 文字を選択して装飾する方法

• 文字を選択しないで装飾する方法

• 装飾した文字を元に戻す方法

１つずついきます。

■それぞれの装飾ボタン解説

文字を装飾したい場合は、

それぞれ次のボタンを押します。

• 太字にしたい →　　　　　 

• 斜体にしたい → 　　　　　

• アンダーラインを引きたい → 　　　　　

• 打ち消し線を入れたい → 　　　　

■文字を選択する方法

文字を選択してから装飾するには、
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次のようにします。

1. 装飾したい文字を選択する

2. ボタンを押す

■文字を選択しない方法

文字を選択しないで装飾するには、

次のようにします。

1. ボタンを押す

2. 装飾したい文字を書く

3. 文字を書き終わったら、もう一度ボタンを押す

■装飾した文字を元に戻す方法

装飾した文字は、

次の手順で元に戻す事ができます。

1. 装飾した文字を選択する

2. 　　　を押す

これで装飾した文字を元に戻すことができます。 

----------------------------

文字の大きさを変えたい

----------------------------

文字の大きさを変えるには、この部分をいじります。
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目次）

• 文字を選択して大きさを変える

• 選択しないで大きさを変える

• 大きさを変えた文字を、元に戻す

■文字を選択するして大きさを変える 

文字を選択してから大きさを変えるには、次のようにします。

1. 大きさを変えたい文字を選択する（文字を選択する 2つの方法） 

2. 　　　　　　　　　　で文字サイズを選択する 

■文字を選択しないで大きさを変える 

文字を選択しないで大きさを変えるには、

次のようにします。

が、結構面倒なので、1番の方法の方が楽だと思います。 

1. 　　　　　　　　　　で文字サイズを選択する 

2. 大きさを変えたい文章を書く 

3. 改行する 

4. 適当に文字を書く 

5. その文字を選択する（結局選択しちゃってますが　笑） 

6. 　　　を押す 

■大きさを変えた文字を、元に戻す方法 

1. 大きさを元に戻したい文字を選択する

2. 　　　を押す

これで、大きさを変えた文字を、元の大きさに戻すことができます。 

--------------------------------------------------

文字を移動させたい（右寄せ、左寄せ、中央寄せ）

--------------------------------------------------

目次）

• それぞれのボタン解説

• 文字を選択して移動させる

37



• 文字を選択しないで移動させる

■それぞれのボタン解説

文字や文章を移動させたいときは

次のボタンを押します。

• 左に寄せたい →      

• 中央に寄せたい →       

• 右に寄せたい →      

このように、それぞれのボタンを押すことで

その文字を移動させることができます。

■文字を選択して移動させる

文字や文章を選択してから、移動させるには、

次のようにします。

1. 移動させたい文字を選択する

2. ボタンを押す

3. 移動が終わったら、もう一度ボタンを押す

■文字を選択しないで移動させる

文字や文章を選択しないで、移動させるには、

次のようにします。

1. ボタンを押す

2. 移動させたい文字を書く

3. 文字を書き終わったら、もう一度ボタン押す

--------------------

画像を貼りたい

--------------------

高機能テキストエディタで画像を貼り付ける方法は、

少しわかりづらいです。

ですから、通常投稿で貼り付ける方法を解説します。

手順）

1. 通常投稿画面にする
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2. ボタンを押す

3. FC2公式マニュアルを参考に貼り付ける

■1.通常投稿画面にする

まず、高機能テキストエディタの状態だったら、

通常投稿画面に切り替えます。

　　　を押すと、切り替えられます。

通常投稿画面になると、その『W』部分が

このように濃く表示されます。

■2.　　ボタンを押す

通常投稿画面に移動したら、　　を押します。

■3.FC2公式マニュアルを参考に貼り付ける

あとは、FC2公式マニュアルを参考に貼り付けます。

記事に画像（写真）を載せる

http://fc2blogmanual.blog60.fc2.com/blog-entry-17.html 

------------------------

文字の色を変えたい

------------------------

文字の色を変えたい時は、

ここをいじります。

■文字の色を変える手順

1. 色を変えたい文字を選択する

2. 　　　をクリック

3. カラーパレットが表示される

4. 好きな色をクリック

（なければ、『その他の色』をクリックして選ぶ）
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これで、文字の色を変えることができます。

■文字の色を元に戻す方法

文字の色を元に戻すには、次のようにします。

1. 色を元に戻したい文字を選択する（文字を選択する 2つの方法）

2. 　　をクリック

これで、文字色を元に戻すことができます。 

----------------------------------------------------------------

文字に背景色を付けたい（蛍光ペンで線を引いたようにしたい）

----------------------------------------------------------------

蛍光ペンで線を引いたように、文字に背景色を付けたい時は、

ココをいじります。

例） 

• 黄色 → こんな感じ

• ピンク → こんな感じ

• 水色 → こんな感じ

■文字に背景色を付ける方法 

文字に背景色を付けるには、次のようにします。 

1. 背景色を付けたい文字を選択

2. 　　　をクリック 

3. カラーパレットが表示される 

4. 好きな色を選んでクリック 

（なければ、『その他の色』をクリックして選ぶ） 

これで、文字に背景色を付けることができます。 

■文字につけた背景色を元に戻す方法 

文字につけた背景色を元の普通の状態に、 

戻したい時は、次のようにします。 

1. 背景色を元に戻したい文字を選択
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2. 　　をクリック 

これで元に戻ります。 

---------------------------------------
文章に番号を振りたい
---------------------------------------

文章に番号を振りたい時は、

をいじります。

目次）

• 番号を振った例

• 文章選択して、番号を振る方法

• 番号を降る状態にして、後から文章を書く方法

• 番号を振った文章を元に戻す方法

■番号を振った例

番号を振るとこのようになります。

1. こんな

2. 感じに

3. 番号が付けられて

4. 箇条書き風になります

■文章選択して、番号を振る方法

番号を振りたい文章を予め作っておいて、

後から番号をいっきに付ける方法です。

手順は次のようになります。

1. 番号を振りたい文章を作る

2. それら全てを選択する

3. 　　をクリック

番号を振りたい文章が終わっても、

次の番号が出ている場合は、

『改行を 2 回以上する』

41



とその番号を消すことができます。

■番号を降る状態にして、後から文章を書く方法

番号を降る状態を作っておいて、

後から文章を書いていく方法です。

こっちの方が感覚的にしっくりくるかもしれません。

手順は次のようになります。

1. 番号を振った文章を作る場所で、　　　をクリック

2. 文章を書く

3. 終わったら、改行を 2 回以上する

これで番号を振った文章を

作ることができます。

■番号を振った文章を元に戻す方法

番号を振った文章を元に戻したい時は、

次のようにします。

1.番号を振った文章全体を選択する

2.もう一度、　　　をクリック

これで元に戻すことができます。 

-------------------------------
箇条書きにしたい
-------------------------------

箇条書きにしたい時は、 

をいじります。 

目次）

• 箇条書きの例

• 文章を選択して、箇条書きにする方法

• 箇条書き状態にして、後から文章を書く方法

• 箇条書きを元に戻す方法
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■箇条書きの例

• こんな

• 感じに

• 箇条書きで

• 表示されます

■文章を選択して、箇条書きにする方法 

箇条書きにしたい文章を予め作っておいて、 

後から、一気に箇条書きにする方法です。 

手順） 

1. 箇条書きにしたい文章を作る 

2. それら全てを選択する

3. 　　　をクリック 

■箇条書き状態にして、後から文章を書く方法 

箇条書き状態を作っておいて、 

後から文章を書いていく方法です。 

たぶん、こっちの方がしっくりくると思います。 

手順） 

1. 箇条書きを作る場所で、　　　をクリック 

2. 文章を書く 

3. 終わったら、改行を 2 回以上する 

これで、箇条書きを作ることができます。 

■箇条書きを元に戻す方法 

箇条書きを元に戻したい時は、 

次のようにします。 

1. 箇条書き全体を選択する

2. もう一度、　　　をクリック 

これで元に戻すことができます。 

----------------------------------
文字を右にズラしたい
----------------------------------
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文字を右にずらしたり、ずらした文字を元に戻したい時は、

次のボタンを押します。

• 右にズラしたい → 　　

• ずらした文字を元に戻したい → 　　　　

これらのボタンを押すと、

文字を右にずらしたり、元に戻したりできます。

■文字を右にずらす手順

1. 右にずらしたい文字を選択する

2. 　　　を押す

■右にずらした文字を元に戻す手順

1. ずらした文字を選択する

2. 　　　を押す 

執筆：柴田真輔

メール：shinsuke.shibata.jp@gmail.com

サイト：http://saleslettertemplate.web.fc2.com/letter/
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