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解説



基本レイアウト構造

LOGO

通常 変更後

全体のページのレイアウト構造です。
左側半分に通常のレイアウトが表示されています。
左側に、変更後のデザインを図示してください。
※本ページは解説パートですので、実際のレイアウト指定は
　レイアウト指定パートのそれぞれのページで行ってください。



ヘッダー

ログイン前

ログイン後

ログイン ▼

ヘッダの詳細です。
大きなデザイン変更はできないのですが、文字や SNS認証の表示 /非表示、
カラーやアイコン変更などが指定できます。
（ヘッダは基本的に全ページ共通になります。）
※本ページは解説パートですので、実際のレイアウト指定は
　レイアウト指定パートのそれぞれのページで行ってください。

▼

通常 変更後



サイドバー変更依頼　ー概要説明ー

fa icon 名前 LINK target button

fa-pencil 一般公開問題

fa-cloud サービス概要／料

金体系

fa-play-cirlce 使い方／よくある

質問

fa-envelope 問い合わせする

fa-user 採用情報 https://quizgenerator.net/?p=7222 新窓

fa-home トップページ

fa-users ログイン ボタン

fa-wrench 新規登録 ボタン

learningBOXでは、ログイン前、ログイン後（学習者）、ログイン後（管理者）の 3種類
の区分けでサイドバーの構成を変更できます。
左側がサンプルとなっていますので、右側にご希望の構成をご記入ください。

fa icon 名前 LINK target button

fa-home ホーム リンク

fa-envelope >問い合わせ　 リンク

fa-play-cirlce >>使い方/よくある

質問　

リンク

fa-users ログイン ボタン



サイドバー変更依頼　ー概要説明ー

例えば左のような指定をされた場合、右のようなメニュー構成となります。

メニューは階層化することができます。
親階層メニューに「 >」、子階層メニュー「 >>」、孫階層メニュー「 >>>」と指定くださ
い。

fa icon 名前 LINK target button

fa-home ホーム リンク

fa-envelope >問い合わせ　 リンク

fa-play-cirlce >>使い方/よくある

質問　

リンク

fa-users ログイン ボタン

クリックすると子階層メニューが展開されます。



サイドバー変更依頼　ーfa icon説明ー

一覧表内にある fa iconとは、WebフォントのFont Awesomeのフォント名になります。
以下のURLに存在するフォントが利用可能になっておりますので、そちらから利用したいフォントを探してください。
※learningBOX2.6系では、 font awesome4.7対応になっています。
　 font awesome5以降は learningBOX2.7以降で対応予定ですので、ご注意ください。

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

例えば上記のアドレスブックアイコンを指定したい場合、
アイコンをクリックして詳細画面に遷移してください。

上図の赤枠で囲んだ部分にある、「 fa-address-book」がアイコンの名称となりま
す。こちらを、表の fa iconに記入してください。



ロゴ画像

pngファイルで作成してください。

600px以上推奨

縦サイズに特に決まりはありません
が、あまり大きくするとバランスが崩
れます。



スライド画像

・pngファイルで作成してください。
・アスペクト比16:9をできるだけ守ってください。
・複数枚表示させることも可能です。
・画像サイズが変わるとスライドインしたときにずれが発生するため、
　すべてのスライド画像が共通のサイズであることがおすすめです。
・トップページを作成せず、直接ログイン画面を表示させたいお客様はご提供
　の必要はありません。
・ファイルサイズが大きすぎないように注意してください。
　（できれば200KB以下等の軽い画像が推奨です。）
・画像は5枚まで添附できます。

1600px以上推奨

900px以上推奨



4PRブロック、＋α記載情報

・本サイト利用をPRできる基本フレームとして利用できます。
　※必要がなければ非表示にすることも可能です。
・アイコンについては前述のfont awesomeから選んでいただくか、
　御社作成のものも利用できます。

・教材の説明、宣伝用のエリアです。
　※必要がなければ非表示にすることも可能です。
・画像、文章等は御社でご指定ください。



favicon、サイトタイトル

・png、icoファイルでお願いいたします。
・サイズは固定で 32px × 32pxとなります。
・サイトタイトルは、ブラウザのタブなどに表示されるサイト名になります。
　SEO上重要な要素ですので、必ず指定してください。
　日本語で30文字以内が目安です。

32px

32px



SNS認証機能

・SNS認証用のアイコンは、デフォルトでは表示されていますが、
　消すことも可能です。不要な場合はご連絡ください。



OGPタグ

OGPタグとは、SNS等にサイトURLを張り付けた際に表示される公開情報を記録してくタ
グです。FacebookやTwitterなどにURLを張り付けた時に、上記のような表示になるのを
ご存知かと思います。
こちらは、SEO上非常に重要な情報となりますので、設定されることをお勧めいたします。
必要なものは、 OGPタイトル、OGP概要、OGP画像です。

OGPタイトルOGP概要

OGP画像



背景画像

・ログイン画面に表示される背景画像です。
・画像フォーマットは、jpg、pngのどちらかで作成してください。
　ファイルサイズが大きすぎないように注意してください。
　（できれば200KB以下等の軽い画像が推奨です。）
・基本的に、画像の繰り返し表示になります。

1920px以下

1080px以以下



デザイン指定



サイドバー(ログイン前)

fa icon 名前 LINK target buttonfa icon 名前 LINK target button

fa-question >learningBOXに
ついて

新窓

fa-cloud >>サービス概要／

料金体系

fa-play-cirlce >>使い方／よくあ

る質問

新窓

fa-envelope >>問い合わせする 新窓

fa-pencil 一般公開問題

fa-user 採用情報 https://quizgenerator.net/?p=7222 新窓

fa-users ログイン ボタン

fa-wrench 新規登録 ボタン

ログイン前に表示されるメニューの一覧です。
メニューの表示非表示、表示名の変更、リンク先の変更、
新規タブを表示するかどうか、表示形式をボタンにするか、リンクにするか、
等の設定が可能です。
右側の欄に、変更内容を記入してください。
LINKについては、わからない場合は空白としてください。



サイドバー(ログイン後)

fa icon 名前 LINK target button

fa-dashboard マイページ

fa-graduation-cap >学習する

fa-heart >>お気に入りの教

材

fa-bar-chart-o >成績を見る

fa-chart-bar >>自分の成績

fa-pen-square >>提出レポート一

覧

fa-award >>認定証一覧

fa-comments メッセージボックス

fa-pencil 一般公開問題

fa-sign-out ログアウト

fa icon 名前 LINK target button

ログイン後の、学習者に表示されるメニューの一覧です。
メニューの表示非表示、表示名の変更、リンク先の変更、
新規タブを表示するかどうか、表示形式をボタンにするか、リンクにするか、
等の設定が可能です。
右側の欄に、変更内容を記入してください。



サイドバー(管理者ログイン後)

fa icon 名前 LINK target button
fa icon 名前 LINK target button

fa-dashboard マイページ

fa-graduation-cap >学習する

fa-heart >>お気に入りの教材

fa-bar-chart-o >成績を見る

fa-chart-bar >>自分の成績

fa-pen-square >>提出レポート一覧

fa-chart-pie >>成績一覧

fa-chart-pie >>問題別

fa-award >>認定証一覧

fa-pen-square >>レポート採点管理

fa-analytics カルテ機能

fa-folder-open >コンテンツ管理

fa-folder >>コンテンツ一覧

fa-sync-alt >>教材管理ツールバージョ

ン管理

fa-users >メンバー管理

fa-users >>メンバー・グループ一覧

fa-user-plus >>入力フィールド一覧

fa-comments メッセージボックス

fa-desktop >管理機能

fa-comments >>お知らせ管理

fa-line-chart >>利用状況確認

fa-server >>アクセスログ

fa-envelope >>メール設定

fa-envelope >>>メール通知一覧

fa-setting >設定

fa-wrench >>全体設定

fa-envelope >>プラン変更の申し込み

fa-envelope >>プラン継続の申し込み

fa-credit-card >>お見積書作成

fa-question >learningBOXについて 新窓

fa-cloud >>サービス概要/料金体系

fa-play-circle >>使い方/よくある質問 新窓

fa-envelope >>お問い合わせ 新窓

fa-pencil 一般公開問題

fa-sign-out ログアウト

ログイン後の、管理者に表示されるメニューの一覧です。
メニューの表示非表示、表示名の変更、リンク先の変更、
新規タブを表示するかどうか、表示形式をボタンにするか、リンクにするか、
等の設定が可能です。
右側の欄に、変更内容を記入してください。



サイト設定情報

サイトの各種情報を、右側エリアに書き込んでください。
各種項目の詳細については、解説パート説明を参照してください。

項目名 必須 ご指定

サイトタイトル 必須

サイト概要 任意

Twitter認証 必須 要【　】　不要【　】※未回答の場合は「不要」とみなします

FaceBook認証 必須 要【　】　不要【　】※未回答の場合は「不要」とみなします

OGPタイトル 任意

OGP概要 任意

以下の項目は、右エリアの表に記入してください。

（セルに入りきらない場合は、別ページ等に記載していただいても問題ございません。）

サイトタイトル

サイト概要

Twiiter認証（SNS認証）

FaceBook認証（SNS認証）

OGPタイトル

OGP概要

以下の画像類については、別途添付ファイル等で送付してください。

本ドキュメントに張り付けますと、アプリケーションの機能により

自動的に圧縮され、本来の画像より画質が落ちる可能性がございます。

ロゴ画像

スライド画像

背景画像 
favicon
OGP画像



トップページ

トップページのデザインを右側エリアに指定してください。
詳細なデザインが難しい場合は、大雑把な配置レベルでも問題ございません。
（ご指定のデザインによっては実現できない場合もございます。）



ログインページ
ログインページのデザインを右側エリアに指定してください。
詳細なデザインが難しい場合は、大雑把な配置レベルでも問題ございません。
（ご指定のデザインによっては実現できない場合もございます。）

こちらはログインボタンをクリックした後に表示される画面で、
招待メール等に記載されている URLは、通常以下のものです。
https://lms.quizgenerator.net/?action=login



マイページ 学習者が利用する画面

お知らせ

マイページ

マイページのデザインを右側エリアに指定してください。
詳細なデザインが難しい場合は、大雑把な配置レベルでも問題ございません。
（ご指定のデザインによっては実現できない場合もございます。）

こちらはログイン直後に表示される画面で、
URLは、通常以下のものです。
https://lms.quizgenerator.net/sys/index.php



学習する 学習者が利用する画面

「学習する」画面のデザインを右側エリアに指定してください。
詳細なデザインが難しい場合は、大雑把な配置レベルでも問題ございません。
（ご指定のデザインによっては実現できない場合もございます。）

こちらは「学習する」リンクをクリック後に表示される画面で、
URLは、通常以下のものです。
https://lms.quizgenerator.net/sys/?action=courseAll



成績管理
学習者/管理者
が利用する画面

「成績管理」画面のデザインを右側エリアに指定してください。
詳細なデザインが難しい場合は、大雑把な配置レベルでも問題ございません。
（ご指定のデザインによっては実現できない場合もございます。）

こちらは「成績管理」リンクをクリック後に表示される画面で、
URLは、通常以下のものです。
https://lms.quizgenerator.net/sys/?action=score



{追加で変更したいページがあれば追記ください}



{追加で変更したいページがあれば追記ください}



{追加で変更したいページがあれば追記ください}



{追加で変更したいページがあれば追記ください}



{追加で変更したいページがあれば追記ください}


