
SWELL【カスタマイズ】
dainoblog

① WordPress設定

サイト基本情報

サイトのタイトル 「元・医療事務員ダイスケの気ままなフリーランスライフ」

キャッチフレーズ 設定せず

サイトアイコン 現状、設定せず

ホームページ設定 ホームページの表示 「最新の投稿」

② サイト全体設定

基本カラー

メインカラー
「#3a5671」

淡いネイビー

テキストカラー D（※ デフォルトという意味）
リンクカラー D

背景色 D

基本デザイン

サイト全体の見た目
全体の質感 オフ

コンテンツの背景を白にする オフ

フォント設定

ベースとなるフォント D

フォントサイズ(PC・Tab) D

フォントサイズ(Mobile) D

コンテンツ幅の設定 D

サブメニューの表示形式 D

ページ背景 設定せず

NO IMAGE画像 設定せず

タイトルデザイン

サブコンテンツのタイトルデザイン 下線

ウィジェットタイトル

サイドバーのタイトルデザイン（PC） 下線

サイドバーのタイトルデザイン（SP） PC表示に合わせる

フッターのタイトルデザイン 下線

スマホメニュー内のタイトルデザイン 下線

コンテンツヘッダー 設定せず

お知らせバー

お知らせバーの表示位置
表示しない

設定するのもあり

表示内容の設定

お知らせバーの文字の大きさ D

表示タイプ D

お知らせ内容 設定せず

リンク先のURL 設定せず

背景効果 なし

カラー設定 D

パンくずリスト

パンくずリストの位置
下部

Apple公式サイトも下部に設置している

「ホーム」の文字列 「ホーム」

その他の設定
「パンくずリストの背景効果を無くす」にチェック

デフォルトでは背景色がグレーだけ
ど、これをオンにすると無色になる
（Appleサイトもそう）

ページャー ページャーの形 四角

ページャーのデザイン 背景グレー

スマホ開閉メニュー カラー設定

文字色 D

背景色 D

背景の不透明度 D

メニュー展開時のオーバーレイカラー

メニュー展開時のオーバーレイカラーの不透明度 D

表示設定 メインメニュー上に表示するタイトル D（「MENU」）

下部固定ボタン・メニュー

右下固定ボタン

目次ボタンの表示設定 表示する（円形）

目次ボタン下のテキスト 「目次」

ページトッププボタンの表示設定 表示する（円形）

ページトップボタン下のテキスト 「上へ」

スマホ用固定フッターメニューの設定

特殊メニューボタンの表示設定

メニュー開閉ボタン D

検索ボタン D

ページトップボタン D

目次メニュー D

開閉メニューのラベルテキスト D

検索ボタンのラベルテキスト D

ページトップのラベルテキスト D

目次メニューのラベルテキスト D

固定フッターメニューの背景色 D

固定フッターメニューの文字色 D

固定フッターメニューの背景不透明度 D

③ ヘッダー

カラー設定
ヘッダー背景色 D

ヘッダー文字色 D

ヘッダーロゴの設定 ロゴ画像の設定
設定せず

アイコンなど作って設定するほうがいい

レイアウト・デザイン設定

ヘッダーのレイアウト(PC) 「ヘッダーナビを下に」

ヘッダーのレイアウト(SP) 「ロゴ：中央/メニュー：左」

ヘッダー境界線 「影」

トップページでの特別設定
「する（文字色：白）」

ヘッダーの背景を透明にする設定

ヘッダーの追従設定
ヘッダーを追従させる（PC） 「✓」

ヘッダーを追従させる（SP） 「✓」

ヘッダーバー設定

※
「ヘッダーバー」はPC表示中にの
み表示されます

ヘッダーバー背景色 D

ヘッダーバー文字色 D

表示設定

SNSアイコンリストを表示する
「✓」

ヘッダー上領域のSNS共有ボタン

コンテンツが空でもボーダーとして表示する
オフ

これがオンになっているとSNSアイコン
を非表示にしていてもボーダー（バー）
が画面上部に表示されてしまう

キャッチフレーズ設定 キャッチフレーズ設定 「表示しない」

ヘッダーメニュー（グローバルナビ）設定

マウスホバーエフェクト 「ラインの出現（中央から）」

ホバー時に出てくるラインの色 「メインカラー」

ヘッダーメニューの背景色 「背景色は設定しない」

サブメニューの背景色 「ホワイト」

ヘッダーメニュー（SP）設定 スマホ表示時のループ設定 オフ

検索ボタン設定
検索ボタンの表示位置（PC） 「ヘッダーバー内のアイコンリストに表示」

検索ボタンの表示設定（SP）
「表示しない」

出してもいいけど、トップページをス
ッキリさせたいのでオフにしている

メニューボタン設定
アイコン下に表示するテキスト 設定せず

メニューボタン背景色 D

カスタムボタン設定

アイコンクラス名 D

アイコン下に表示するテキスト 設定せず

カスタムボタン背景色 D

④ フッター

カラー設定

フッター背景色
「#f5f5f7」

Apple風グレー系

フッター文字色 D

ウィジェットエリアの背景色 D

ウィジェットエリアの文字色 D

コピーライト設定 「Dainoblog」（D）

その他の設定

「フッター」と「フッター直前ウィ
ジェット」の間の余白をなくす オフ

フッターにSNSアイコンリストを表示する 「✓」

⑤ サイドバー
サイドバーを表示するかどうか

トップページにサイドバーを表示する 「✓」

投稿ページにサイドバーを表示する 「✓」

固定ページにサイドバーを表示する

「✓」

固定ページにはサイドバーを非表示
にしたい場合などあると思う

一括で固定ページすべてをサイドバ
ー非表示としてもいいけど、特定の
固定ページのみ非表示にしたい場合
は固定ページの編集画面からも設定
できるので、ここで設定しなくても
大丈夫。

アーカイブページにサイドバーを表示する 「✓」

サイドバーの位置 「左」

サイト型ブログの場合、トップペー
ジにサイドバーを出さず1カラム表
示とするほうがかっこいい

⑥ トップページ

メインビジュアル

メインビジュアルの表示内容 「画像」

表示設定

周りに余白をつける オフ

 Scrollボタンを表示する オフ

メインビジュアルの高さ設定
「ウィンドウサイズにフィットさせる」

画面いっぱいに表示される

画像（動画）の上に表示されるボタンの丸み 「なし」

フィルター処理
「なし」

「ドット」などもかっこいい→お好みで

オーバーレイカラー D

画像スライダー設定 ※ スライド画像を2枚以上設定すると、追加の設定が出現します

各スライドの設定

スライド[1]

スライド画像[1]（PC） メインの画像を設定

スライド画像[1]（SP）

メインテキスト[1] 「「Webな毎日」へログインしよう」

サブテキスト[1] 街中がバーチャルオフィス

ブログパーツID[1] 設定せず

alt属性値[1] 設定せず

リンク先URL[1] 設定せず

ボタンテキスト[1] 設定せず

テキストの位置 [1] 「中央」

テキストカラー[1] D

テキストシャドウカラー[1] D

ボタンカラー[1] D

ボタンタイプ[1] 「白抜き」

スライド[2] ※ dainoblogでは設定せず（メイン画像1枚だけ）

記事スライダー

記事スライダーを設置するかどうか  「設置する」

ピックアップ対象のカテゴリーID 設定せず

並び順 「ランダム」

記事の表示設定

タイトルや日付などの表示位置 「画像の下側」

カテゴリー表示位置  「サムネイル画像の上」

日付の表示設定
公開日を表示する オフ

更新日を表示する オフ

著者の表示設定 著者を表示する オフ

スライド設定

スライダーの枚数設定（PC） 「5」

スライダーの枚数設定（SP） 「2」

スライドのアニメーション速度 「1500」

スライドが切り替わる間隔 「5000」

その他の設定

矢印ナビゲーションを表示する オフ

ページネーションを表示する
「✓」

スライド下のドット

スライド間の余白をなくす オフ

上下の余白量 「小」

記事スライダーエリアの文字色 D

記事スライダーエリアの背景色 D

記事スライダーエリアの背景画像 設定せず

背景画像の透過設定 「1」（D）

ピックアップバナー

※

位置設定を「ピックアップバナー」
に設定しているメニューがある場合
にのみ有効です

バナーレイアウト すべてD

バナーデザイン すべてD

その他 すべてD

その他 コンテンツ上の余白量 「標準」（D）

⑮ エクスポート/インポート
設定せず

⑭ 追加CSS
設定せず

⑬ ウィジェット

ヘッダー内部

共通サイドバー

トップページ専用サイドバー

追尾サイドバー【SWELL】目次：目次

スマホ開閉メニュー下

トップページ上部

トップページ下部

フッター直前

フッター（ PC ）1【SWELL】新着記事

フッター（ PC ）2 テキスト

フッター（ PC ）3テキスト

⑫ メニュー

メニュー

「ヘッダーメニュー」

「フッターメニュー」

すべての位置を表示メニューの位置

グローバルナビ「ヘッダーメニュー」

スマホ用ヘッダー設定せず

スマホ開閉メニュー内設定せず

フッター
「フッターメニュー」

通常、グローバルナビと同様で問題ない

固定フッター（SP）設定せず

ピックアップバナー設定せず

⑪ 高度な設定
すべて設定せず

⑩ SNS情報
SNSリンク設定

SNSの共有ボタンとして表示させた
いものを入力する

Facebook ページURL

Twitter ページURL「https://twitter.com/daisuke7753」

Instagram ページURL

楽天ROOM ページURL

LINE ページURL

LINE公式アカウントやオープンチャットのURL

「https://line.me/ti/
g2/2jCxdLMRlFpWaFgYWZYwdT7Ue76KqJG6Y0INdA?
utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_c
ampaign=default」

Pinterest ページURL

Github ページURL

YouTube ページURL
「https://www.youtube.com/channel/
UCx6PTzIACMINayoGsXxQGVg」

Amazon欲しいものリスト ページURLhttps://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/14PZYT8R40NMN?ref_=wl_share

Feedly ページURL

RSS ページURL

お問い合わせページ ページURL
「https://dainoblog.com/?
page_id=800」

⑨ 記事一覧リスト

トップページなどに表示される記事一覧の設定

リストのレイアウト設定

リストレイアウト (PC/Tab)「カード型」

リストレイアウト(SP)「カード型」

最大カラム数(PC/Tab)「2カラム」

最大カラム数(Mobile)「2カラム」

「READ MORE」のテキスト「READ MORE」

投稿情報の表示設定

タイトルを隠すオフ

公開日を表示する「✓」

更新日を表示する「✓」

著者を表示するオフ

抜粋文の文字数 (PC/Tab)「120文字」

抜粋文の文字数 (Mobile)「非表示」

カテゴリーの表示設定

カテゴリー表示位置「サムネイル画像の上に表示」

サムネイル画像上に表示される時の追加設定すべてD

親子カテゴリーの表示優先度D

カテゴリーアーカイブでの表示設定D

サムネイル画像の比率設定すべてD

マウスホバー時の設定すべてD

タブ切り替え設定（トップページ）表示するタブの設定

「新着記事タブ」を追加する
「✓」

これがオンになっているから、新着記事が
どんどん表示されていく

「人気記事タブ」を追加する「✓」

「タームタブ」の設定設定せず

「新着記事タブ」の表示名「新着記事」

「人気記事タブ」の表示名「人気記事」

タブデザイン「下線」

タブ切り替え設定（その他のページ）すべてオフ

投稿一覧から除外するカテゴリー・タグすべて設定せず

⑧ アーカイブページ
タイトル設定

表示位置「コンテンツ内」

コンテンツ内タイトルデザイン「 下線」

タームナビゲーションカテゴリーページに表示する「✓」

⑦ 投稿・固定ページ

タイトル

投稿ページ

タイトルの表示位置「コンテンツ内」

タイトル横に表示する日付

「更新日」

タイトル横に日付を表示する（PC）「✓」

タイトル横に日付を表示する（SP）「✓」

タイトル下に表示する情報

タイトル下にカテゴリーを表示する「✓」

タイトル下にタグを表示する「✓」

タイトル下に公開日を表示する「✓」

タイトル下に更新日を表示する「✓」

タイトル下に著者を表示するオフ

固定ページ
タイトルの表示位置「コンテンツ内」

コンテンツ内タイトルデザイン「下線」

アイキャッチ画像

固定ページ本文の始めにアイキャッチ画像を表示オフ

投稿ページ

本文の始めにアイキャッチ画像を表示「✓」

アイキャッチ画像なければ「NO 
IMAGE画像」を代わりに表示するオフ

コンテンツのデザイン

見出しのデザイン設定

見出しのキーカラーD

見出し2のデザイン「付箋風」

見出し3のデザイン「2色の下線（メイン・グレー）」

見出し4のデザイン 「左に縦線」

セクション見出しのデザイン設定
セクション見出しのキーカラーD

セクション用見出し2のデザイン「装飾なし」

太字太字の下に点線をつけるオフ

テキストリンクテキストリンクにアンダーラインを付けるオフ

目次

目次を表示するかどうか
投稿ページに目次を表示「✓」

固定ページに目次を表示「✓」

目次のタイトル「目次」

目次のデザイン「ストライプ背景」

目次のリストタグ
「ulタグ」

「olタグ」にするとナンバリングあ
りの箇条書きになる

擬似要素(ドット・数字部分)のカラー「テキストカラー」

どの階層の見出しまで抽出するか「h3」

見出しが何個以上あれば表示するか「2」

目次広告の表示設定
目次広告の位置「目次の前に設置する」

目次がなくても広告を表示するかどうか
投稿ページで表示する「✓」

固定ページで表示するオフ

SNSシェアボタン

表示設定

シェアボタンを表示する位置
記事上部に表示するオフ

記事下部に表示する「✓」

画面端に固定表示するオフ

表示するボタンの種類

Facebook「✓」

Twitter「✓」

はてブオフ

Pocketオフ

Pinterestオフ

LINE「✓」

シェアボタンのデザイン「ボックス」

URLコピーボタン「表示しない」

「記事下部シェアボタン」の上に表示するメッセージ「友だちにも知らせる？」

Twitter用の追加設定
シェアされた時のハッシュタグ設定せず

via設定（メンション先）設定せず

記事下エリア

SNSアクションエリア設定表示するボタン

Twitterフォローボタン「✓」

Instagramフォローボタンオフ

Facebookいいねボタンオフ

TwitterのユーザーID「daisuke7753」

前後記事へのページリンク設定

前後記事へのページリンクを表示オフ

ページリンクにサムネイル画像を表示するオフ

同じカテゴリーの記事を取得するオフ

前後記事へのページリンクのデザインD

著者情報エリアの設定

著者情報を表示オフ

著者ページへのリンクを表示するオフ

著者情報エリアのタイトルD

関連記事エリアの設定

関連記事を表示オフ

関連記事エリアのタイトル「関連記事」

関連記事のレイアウト「カード型」

並び順「新着順」

関連記事の取得方法「カテゴリー」

コメントエリアの設定

コメントエリアを表示

オフ

コメントさせたいならオンにしてもいい

リスト獲得したいなら「お問い合わせ」から感想送って
もらい、アドレス入力を必須とするほうがいい（そのた
めコメント機能はオフ）

コメントエリアのタイトルD


