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≪はじめに≫ 

 
 
このテーマをご使用頂きありがとうございます。 
 
以下、salon_them01 の設定方法を記述しております。 
文章で書くと長くなりましたが、やっていることは難しくありません。 
 
また、私の知識不足から、１００％テンプレート化できているわけではありません。（トッ

プページなど） 
ご了承ください。 
 
 
治療院や、整骨院などのサロン系を意識して作っていますが、他の業種もご利用頂けます。 
 
しかし、当然ながらこのテーマを適用させたからといって集客できるわけではありません。 
あくまでも重要なのは中身です。ご理解下さい。 
 
 
 
可能な限りわかりやすく書いていますが、わかりにくい所は、メールなどでお問い合わせ

下さい。 
また、記述ミスなどがあった場合もご連絡頂けるとありがたいです。 
クレームはご勘弁下さい(>_<) 
 
連絡先のメールアドレスは最後に記載しています。 
 
 
 
【注】 テーマを変更する前に、バックアップをおすすめします。 
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≪インストール≫ 

 
まずはインストールさせます。 
インストール方法が分かっている方は飛ばして下さい。 
 
 
① テーマを解凍後、「wp-content/themes/」にアップロードします。（ffftp がオススメ） 
 
② 管理画面の「外観」⇒「テーマ」で適用させます。 
 
③ 「有効化」をクリック。 
 
 
これで、テーマが適用されました。 
ただし、この時のサイトプレビューは【index】しか表示されてない状態です。 
 
 
次のページより、構築していきます。 
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≪テーマ適用の手順≫ 

 
それでは、テーマを適用させていきます。 
 
 
① 固定ページを作成（４，５個程作成しておくとスムーズです） 
 

「テンプレート」と「親ページ」「順序」「パーマリンク」を設定して下さい。 
 その際、トップページ以外は必ずサムネイル画像（右下）を設定すること。 

サムネイル画像を設定しないとエラーになります。 
 
 

 
 
 
★ 「HOME」は必ず作成 ⇒ トップページになるのでコンテンツは未記入。

テンプレートは「front_page.php」。アイキャッチは不要です。 
 （トップページのコンテンツ編集は front_page.php にて。（後述）） 

 
 
 
 
 
 
 

salon_theme01 設定方法 5 / 18 ページ デモサイト　http://koritori-aoyama.com/sample/

pcuser
ハイライト表示



★ 「お知らせ」も作成 ⇒ テンプレートは「information」。 
★ お知らせのパーマリンクは必ず[information]にして下さい。 
 

  
★ ブログ用の固定ページも作ります。パーマリンクは必ず「blog」にすること。 

 ★ home・お知らせ以外の固定ページの場合、テンプレートは「デフォルト」。 
  

また、「投稿」から、ブログ記事を最低４，５個ほど作成しておきます。（仮で OK） 
・ 作成前に、カテゴリーも設定します。デフォルトで「未分類」となっている場

合、編集から「Blog」に変更して下さい。 
 

カテゴリー設定方法・・・投稿 ⇒ カテゴリーから設定。 
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トップカテゴリーは必ず「blog」で作って下さい。その後、「健康」「美容」などの

カテゴリーを「blog」の子カテゴリーとすること。 
 

・今後記事を作成する際、どのカテゴリー記事であれ、該当カテゴリー以外に、「blog」
にもチェックをします。 

アイキャッチ、タグは必ずではありませんが設定をおすすめします。 
 
 

 
 
 
② サイトの設定を行なう 
  
 １．管理画面の設定 ⇒ 一般設定で、ブログタイトル他、必要な設定を行なっ

て下さい。 
 ２．設定 ⇒ 表示設定で、【フロントページの表示】を固定ページに。「フロン

トページ」を『HOME』を選択。 
 

 
 
 ３．プライバシー設定をお忘れなく。作っている途中はインデックスを許可しな

いほうがいいかも。ただし、完成したら許可するに変えることをお忘れなく。 
 
 （補足） 
 ・パーマリンクを設定 カスタムで〈/archives/%post_id%/〉として下さい。 
 ・1 ページに表示する最大投稿数は 6 ぐらいでいいでしょう。 
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③ プラグインをインストール 
 
 必須プラグインは、必ずインストール・適用・設定させて下さい。 
 推奨プラグインは、より管理しやすくするオススメのプラグインです。 
 
★ 元々入っているものを有効化（必須） 
 ・Contact Form 7・・・問い合わせフォーム 
 ・Akismet・・・スパム対策 
 ・WP Multibyte Patch・・・日本語化 
 
 
★ 必須インストール（これがないと正常に動作しない） 
 ・All in One Sub Navi Widget・・・固定ページのサブページをウィジェット表示 
 ・Auto Post Thumbnail・・・記事内の画像をサムネイルとして使用。 
 ・Custom Post Type List Widget・・・カスタム投稿をウィジェット出力。 
 ・Custom Post Type UI・・・カスタム投稿を使用できるようにする。 
 ・Google XML Sitemaps・・・サイトマップを生成してくれる。 
 ・Image Widget・・・ウィジェットにリンクバナーを作成。 
 ・Prime Strategy Page Navi・・・ページ移動のボタンを生成。 
 ・PS Auto Sitemap・・・サイトマップを自動表示 
 ・Custom Widgets（表示は頭に TS が付く）・・・ウィジェットをページ別に。 
 ・WP-PageNavi・・・ページナビゲーションを生成 
  
 
★ インストールを推奨 
 ・AddQuicktag・・・クイックタグを作成。定型文など。 
 ・Contact Form 7 Datepicker・・・問い合わせフォームにカレンダー。 
 ・brBrbr・・・改行を補助してくれる 
 ・Custom-More-Link-Complete・・・「続きを読む・・・」をカスタマイズ 
 ・Meta Manager・・・SEO 対策 
 ・Lightbox Plus・・・写真を拡大表示。 
 ・Prime Strategy Bread Crumb・・・パンくずを生成 
 ・TinyMCE Advanced・・・ビジュアルエディタをカスタマイズ 
 ・WP-DBManager・・・バックアップ 
 ・Ktai Style・・・携帯用にサイトを最適化 
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④   カスタム投稿を設定 （News） 
 

１．Custom Post Type UI の「addnew」をクリック 
２．投稿名を「news」ラベルを「お知らせ」 
３．Advanced Options をクリックして、【利用タイプ】に「post」。【メニューの

位置】は「５」がわかりやすい（投稿の下）。 
４．Advanced label options の 2 段目をわかりやすいように変更。（サンプルでは

「新規追加」） 
５．保存をクリック。 

 ６．管理画面の「投稿」の下に「お知らせ」から店舗ニュースを投稿できます。 
  

参考１ 

参考２ 

参考３ 
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⑤ メニューの作成 
 
 メニューの名前を入力して保存。 名前は必ず以下の名前で。（それ以外は正常に

作動しない可能性があります） 追加は上の【＋】のタブから。 
 
   ● global・・・メインメニュー 
   ● icon・・・・タブレット以下用のアイコンメニュー 
   ● utility・・・ヘッダ右上のサブナビ（PC サイズのみ表示） 
   ● footer-menu・・・フッターのメニュー左列 
   ● footer-sub・・・・フッターのメニュー右列 
 
 
★ 「global」「utility」「footer-menu」「footer-sub」の作成。 
  
 １．左列中段の固定ページのすべて表示をクリック。 
 ２．global メニューに表示させたい項目にチェックを入れ、メニューに追加をす

る。 
  ２－１この際、トップページは「HOME」の方をチェック。 
  ２－２「ブログ」は追加しないでください。 
     ３. 左列下部のカテゴリーから、「blog」にチェック。追加。 
 ４． 上部右の global にメニューが追加されているので、好きなように並べる。子

ページにしたい時は、少し右にドラッグする。メニューを保存。 
 ５.最後にテーマの場所で、グローバルの所の▼をクリックして「global」を選択

して保存。完了です。 
 
 同じように[utility],[footer-menu],[footer-sub]も作成しましょう。 

参考１ 
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参考２ 
  

参考３ 

 
 
★ 「icon」の作成。（下記画像参照） 
 １．まず、メディアからアイコン画像をアップロードする。 
 ２．デフォルトでは images フォルダに画像を用意しています。良いのがなければ

自分で作成したものをご利用下さい。 
 ３．メニュー作成画面で、icon メニューで使いたいページを選んで追加して下さ

い。global の作成の４までは同じで OK。 
 ４．追加した項目の右に【固定ページ▼】があるので、クリックして展開。 
 ５．ナビゲーションラベルに、  HOME[[http://○○○.com/images/～（画像の

url）]]  と入力。（home ページの場合）。 
 ６．同じようにその他の追加したページも画像の絶対パスをラベルの空欄に入力

すること。 
 ７．保存をお忘れなく。 
 ８．最後に左のテーマの場所で、アイコンナビのところに追加して下さい。 

salon_theme01 設定方法 11 / 18 ページ デモサイト　http://koritori-aoyama.com/sample/

pcuser
ハイライト表示



※ この段階では、まだ footer のメニューは表示されていません。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
⑥  ヘッダー画像の追加 
 外観 ⇒ ヘッダーから追加して下さい。  
 このテーマは大きい画像を使用します。できるだけ大きい画像をおすすめします 
 
 
 
 
 
⑦  ウィジェットの設定（サイドバーや footer 部分）  
 以下はデモサイトでの設定例です。好きなウィジェットに変更可能。 
  

★ トップページサイド（上）⇒ お知らせを表示しています。   
 【Custom Post Type list widget】 post type を news。count は 5,6posts ぐらい

が最適です。sort order は Date(newest first)。Format を under～にしています。あとは

好みで。 
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 ★ トップページサイド（中）⇒店舗地図と連絡先を出力。【テキスト】を二つ。 
 一つはタイトルに店舗住所。中身はグーグルマップ。グーグルマップを利用する

場合、iframe の頭の width は８５％ぐらいに変更すること。 
 もう一つには電話番号。タイトルに「電話番号」と入力し、内容に<img src="画像

のパス">を入力。もう 1 つお問い合わせを設定してもいい。その場合は、電話番号と同じ

ように画像を設定し、リンクを予約ページに設定する事。 
 
 ★ トップページサイド（下）⇒リンクを設定 
 【画像ウィジェット】を使用。一つにつき、バナーリンク一つなので、3 つ設定す

る場合は、画像ウィジェットを３つ入れる。 
 幅は空白。配置は中央。 

※ このエリアはスマートフォンサイズでは表示されません。 
 
 
 ★ サブページサイド（上）⇒サブのナビゲーション出力 
 【サブナビ】を入れて各設定を入力 
 表示内容は「最新情報」 
 表示タイプは news にチェックを入れる 
 下の表示内容は「表示中の子カテゴリー」 
 あとはデフォルトでも OK。ただし状況・好みによって変える。 
 
 
 ★ サブページサイド（下）⇒facebook の likebox 
 【テキスト】で設定 
 
 
 ★ RSS 用⇒ｒｓｓバナーを設置 
 デフォルトで簡単な画像を用意しています。 
 表示場所はサイドバーの一番上。 
 
 
 ★ footer ナビ１⇒フッターの左列のナビ。メニューで作成した footer-menu を

表示 
 【カスタムメニュー】を入れて、タイトルには例えば Menu などを入力。 
 footer-menu を選択。 
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 ★ footer ナビ２⇒フッターの真ん中のナビ。メニューで作成した footer-sub を

表示 
 footer ナビ１と同じ。ただし、タイトルは入れなくても良い。 
 
 
 
 ★ footer 右 ⇒ ある程度自由に表示することができます。 
 サンプルサイトと同じようにする場合は、【テキスト】を入れて、内容に以下をコ

ピペして下さい。 
  
 
  
 <h1><img src="画像の url" alt="画像の内容" width="300px"></h1> 
 <h2 class="footerh2">〒○○-○○○○ ○○県○○市○○○-○-○○</h2> 
 <h2 class="footerh2">営業時間：○○○○</h2> 
 <h2 class="footerh2">定休日：毎週○曜</h2> 
 <h2 class="footerh2">Tel：○○○-○○○-○○○○</h2> 
 
 <p>一言メッセージ</p> 
 
 <a href="画像のリンク先 url" class="white"><img src="画像の url" alt="画像の

内容" width="300px"></a> 
 
 
 
 設定したら、ヘッダー・フッターにナビゲーションが表示されているか確認して

下さい。 
 

★ トップページのサイドバーのタイトルについて 
サロン向けに作っているため、こちらで項目タイトルは設定しています。 
項目のタイトル（h1）の変更は sidebar-top.php で編集できます。 
 
<section id="sidebar1"> 
      <h1>≫ お知らせ</h1> ← ここを変更して下さい。 
・・・・・・・・・・・・ 
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⑧ ヘッダー編集について 
 
 ヘッダーにある、店舗ロゴ、サブタイトル、電話番号は header.php を編集します。 
 設定画面のテーマ編集⇒ヘッダー 
 
 
 ・店舗ロゴ <div id="logo">  
  ・サイズは 340×70 を推奨 
  ・事前に、使用したいロゴを images フォルダに入れておいて下さい。 

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/logo.png"・・・の

logo.png を使用するロゴのファイル名に変える。  
  

・ロゴ横のサブタイトル <h2> 
  ・<h2>○○○○</h2> ← ここを変える。 
  
 ・電話番号 <div id="h-tel"> 
  ・サイズは 300×80 を推奨 
  ・事前に、使用したいロゴを images フォルダに入れておいて下さい。 
  ・<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/h-tel.png"・・・

の h-tel.png を使用する画像に変える。 
  
 ・スマホ用のヘッダーメイン画像 <div id="header_img"> 
 このテーマでは、スマートフォンは別のヘッダーイメージ画像を用意します。 
  ・<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/head_sp.jpg"・・・
の head_sp.jpg を使用する画像に変える。 
  
 ・ファビコン設定  <head>内 
  ・<link rel="shortcut icon" href="<?php 
bloginfo('template_directory'); ?>/images/favicon.ico" />を編集。 
  ・ファビコン作成のプラグインを使用する場合は削除。 
  
 ・スマホ用のアイコン <head>内 
  <link rel="apple-touch-icon" href="<?php 
bloginfo('template_url'); ?>/images/apple-touch.png">を編集。 
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⑨ トップページの編集 （front_page.php で編集） 
 
 このテーマでは、トップページに限り、編集は「テーマ編集」から行ないます。（レ

イアウトそのものの編集は推奨しません。） 
  
 ・「テーマ編集」 ⇒ 「front_page 固定ページテンプレート」（front_page.php) 
 ・文章は<p></p>で囲む。 
 ・画像は<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/○○○"とすると反

映します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上でテーマ適用の初期設定は終了となります。 
お疲れさまでした。 
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≪ワンステップ≫ 

 
● プラグインは基本的に英語が多いですが、日本語化できるプラグインもあり

ます。管理をしやすくするために、日本語化できるものは設定しましょう。

設定方法などは検索すると見つけることもできます。 
 

● ⑦のウィジェット設定はサンプルページをベースした設定方法です。ウィジ

ェットはご自身でお好きなものを設定できます。 
 

● 配色については、可能な限り変更できるようにしました。 
テーマ編集 ⇒ style.css の序盤に、「配色カスタマイズ」を設けています。 
基本的な配色はここで変更可能です。（画像は対象外） 
なお、デフォルトでは 16 進数で設定しています。 
 

● ページタイトル・記事タイトルは 10 文字以内を推奨します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

salon_theme01 設定方法 17 / 18 ページ デモサイト　http://koritori-aoyama.com/sample/



≪最後に≫ 
 
説明不足もあったかと思いますが、上記の設定を行なうとサイト構築がされてきます。 
あとは、ご自身で画像や文章を記述して作成して下さい。 
 
このテーマは、あくまでも同業者オーナーの方々へ向けて、集客に役立つサイトを作るこ

とを目的としたテンプレートです。 
このテーマを使用して、一人でも多くのお客様が来店されることを祈っております。 
そして、互いに切磋していく事で、この業界全体の活性化に繋がればいいなと思います。 
もちろん、他業種の方々もご利用下さい。 
 
 
以上、ヒゲ店長でした！ 
それでは＼(^o^)／ 
 
 
 
不明な点などは、わたくしにご連絡頂ければお答えします。 
ただし、本業もあるので、すぐのレスポンスは期待しないでください。 
 
 
宮本尚憲（みやもとたかのり） 
メール ： lee.takanori@gmail.com 
「salon_theme01 の件」など、わかりやすい件名だと助かります。 
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