
→

次へ→

体験版マニュアル

ご使用いただいた感想とアンケートにご協力ください。
https://www.hakushindo.jp/form/alst-demo/

当マニュアルでは個人写真ページ編集をサンプルとして各機能の説明をしています。
スナップ写真ページ編集につきましては下記動画マニュアルをご参照ください。
尚、個人写真ページとスナップ写真ページの編集機能に差異はございません。

スナップ写真ページ編集動画マニュアル→ https://www.hakushindo.jp/video/video-alst_demo.mp4
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←戻る 次へ→

次へ→



https://demo.albumst.jp/login

①ログイン画面の説明

←戻る /目次/ 次へ→

体験版マニュアル

←ログイン画面はここです。クリックするとログイン画面にジャンプします。

発行されたIDとパスワードを入
力して【サインイン】をクリッ
クしてください。

対応しているブラウザは
・Microsoft Edge

・Google Chrome

・Safari

です。IEには対応しておりません。

album-zemi●●●@test.com

https://demo.albumst.jp/login


②アルバム一覧の説明

←戻る /目次/ 次へ→

このエリアをクリックすると
ページ一覧の画面に移ります。

カーソルを合わせるとアイコン
が出現しますが、体験版では機
能していません。

リンク先は
ダミーです。

ログアウトしてログ
イン画面に戻ります。



③ページ一覧の説明

←戻る /目次/ 次へ→

④編集画面の説明-1へ移動
⑰校正機能の説明-1へ移動

このエリアをクリックすると
【サンプル1】ページの編集画面
に移動します。

このアイコンをクリックすると
【サンプル1】ページの校正画面
に移動します。
※この校正機能は編集者と学校
の間で内容の確認と、修正指示
をやり取りするための機能です。
指示の書き込みは主に学校側が
行い、編集者はそれを受け取る
側になります。



④編集画面の説明-1

←戻る /目次/ 次へ→

初めて開いた際にはこの画面が表示されます。
お使いになる写真枠を選択してください。



⑤編集画面の説明-2

←戻る /目次/ 次へ→

配置した部品の重ね順や、位置揃えに使用します。

数値入力で配置した部品大きさや位置、傾きな
どを調整します。

配置した部品の複製、削除ができます。

このアイコンで画面左端の
メニューが切り替わり、
様々な機能をお使いいただ
けます。
【写真枠】写真枠の追加や
編集、装飾ができます。
【タイトル】タイトルの選
択と配置ができます。
【文字】テキストボックス
の追加や文字の入力、編集、
装飾ができます。
【写真】写真のアップロー
ド、配置ができます。
【×】アイコンを収納しま
す。



⑥編集画面の説明-3

←戻る /目次/ 次へ→

写真枠の上に表示されている写真番号とガイ
ド線の表示、非表示を切り替えます。

グリッドの切り替え（2ｍｍ、1ｍｍ、なし）と配置した部品や写真
枠の大きさ変更時にグリッドへの吸着をON、OFF切り替えます。

画面表示の拡大縮小とスクロールにより表示部分を画面表示の拡大縮小とスクロールにより表示部分を
調節することができます。

プルダウン式の選択でページの
切り替えができます。

写真枠と背景を選び直すことができます。



⑦写真ツールの説明-1

←戻る /目次/ 次へ→

この場所に使用する画像をドラッグ＆ドロップするとアップロードされます。
※アップロードできるファイル形式は、JpegもしくはPngです。

写真ツールを使用す
る場合はこのアイコ
ンをクリックしてく
ださい。



⑧写真ツールの説明-2

←戻る /目次/ 次へ→

アップロードされた画像はここに表示されます。

ドラッグ＆ドロップで写真枠に写真を重ねると写真を
はめ込むことができます。使用した画像の右下には①
と表示されます。



⑨写真ツールの説明-3

←戻る /目次/ 次へ→

アップロードした画像を【ファイル名順】もしくは
【撮影日時順】で並べ替えることができます。

このボタンで写真枠に付いている番号順に、写真を流し込みます。配置の順
番は上の並び替えで選択している順番です。



⑩写真ツールの説明-4

←戻る /目次/ 次へ→

写真の入った写真枠をダブルクリックするとトリミング
作業ができます。位置の移動、拡大縮小、傾きの調整が
できます。写真枠に対して写真が足りているときは青色
表示ですが、足りなくなると赤色に変わります。
作業が終わったら枠外をクリックすると元の画面に戻り
ます。



⑪テキストの流し込み-1

←戻る /目次/ 次へ→

このアイコンをクリックすると
個人ページの名前の流し込み作
業ができます。

ご用意いただいたCSVファイルを
【CSVデータを読み込む】
ボタンをクリックして選択して
ください。

名簿を１行１名のCSVデーター
としてご用意ください。



⑫テキストの流し込み-2

←戻る /目次/ 次へ→

CSVが読み込まれた状態で【実行】ボタンをクリックすると、上の行から順番にナンバ
リングされた写真枠に付随しているネームスペースに流し込みされます。



⑬文字の編集

←戻る /目次/ 次へ→

文字の入力、修正、サ
イズの変更ができます。

文字ツールを使用する場合はこのアイコンをクリックするか、
編集画面のテキストボックスをクリックしてください。
※このアイコンをクリックした場合、テキストボックスが自動
で追加されます。

名前のテキストボックスを選択する場合は、一度写真枠を選
択してから、文字の部分をクリックしてください。

横書き、縦書きの選択。
揃え方と行間、文字間
の調節ができます。

文字の装飾の設定がで
きます。



⑭写真枠の編集-1

←戻る /目次/ 次へ→

写真枠をクリックすると選択されて編集ができます。
画面左側のメニューを使用する他、位置の移動や大きさの変
更、傾きの調整ができます。

グレーで表示されている写真枠を透明にしま
す。Png画像など切り抜かれた画像を配置す
る際に使用します。

写真枠ツールを使用する場合はこのアイコンをクリックす
るか、編集画面の写真枠をクリックしてください。
写真枠の操作はスナップも同様です。
※このアイコンをクリックした場合、写真枠が自動で追加
されます。



⑮写真枠の編集-2

←戻る /目次/ 次へ→

枠の形を選択できます。
※☆と♡は体験版では使
用できません。

写真枠の分割と結合がで
きます。分割間隔で分割
時のセパレーションの幅
を設定できます。

写真枠の装飾の設定が
できます。
※枠ぼかしは体験版で
は使用できません。

新規で写真枠を追加する際、この
チェックを入れておくと、氏名欄
付きの写真枠が追加されます。



⑯タイトルの配置

←戻る /目次/ 次へ→

一覧からタイトルを選択して、
ドラッグ＆ドロップで自由な位
置に配置ができます。

このアイコンをクリックす
るとタイトルの配置ツール
が使用できます。



⑰校正機能の説明-1

←戻る /目次/ 次へ→

指示を入れたい場所を指定する
ツールです。長方形ツールで囲む
か、フリーハンドツールでしるし
を付けます。

このボタンは学校側（指示を書き込む側）が使用するボタン
です。
【承諾】はもう直す場所がない場合クリックします。
【校正指示登録】は直し箇所がある場合にクリックします。

表示されているレイアウトと画像はダ
ミーです。本来は編集画面で編集した
ものが表示されます。

付けたしるしを
削除することが
できます。

画面の拡大縮小、表示部分の
スクロールができます。



⑱校正機能の説明-2

        ご使用いただいた感想とアンケートにご協力ください。
→ ←戻る /目次/https://www.hakushindo.jp/form/alst-demo/

しるしを付けた場所に指示を書き込む
ことができます。
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