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Content Management system

ご案内



の基本概念

とオープンソース

Other CMS...

「つくりたいページ」にあわせて管理画面を作る。 管理画面にあわせて「作りたいページ」を作る。
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Website

 　　　　　　は、

「作りたいページ」にあわせて、管理画面を変更できる

CMS(content management system) です。

システムの制限によって、サイトの表現力をそこなう事があってはならないと我々は

考えています。

作りたいページにあわせて、項目の追加、削除など柔軟に対応がしやすいように設計

されており、Flash、画像、動画、PDFなど様々なメディアを扱う事ができます。名

前の通り、「Webの管理者」という意味から、記事の投稿だけでなく、さまざまなコ

ンテンツを管理する事ができます。

より感覚的に理解していただけるようデザインされたCMSです。

WebAdmin は、オープンソースコードを利用して機能を拡張することができ、今後

とも、さまざまな機能を組み込む事ができます。
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プラグイン互換性について

導入コストについて

WebAdmin と他 CMSとの導入コスト比較。

安価なCMSパッケージソフトと比較して、初期開発費用等がかかりますが、より高

度な機能を利用する場合は、逆にコストパフォーマンスが高くなる場合が多くなりま

す。また、柔軟に対応できるWebAdmin では、追加機能が容易に行う事ができ、追

加開発の費用も大幅にかかるケースは少なくなる場合が多くなります。

CMS
Platform

Plug-in Plug-in

Cost

Hi

HiLo

Other CMS Platform

Performance(Function)

Plug-in Plug-in一般的にCMSプラットフォームでは、様々なサードパー

ティー開発会社がプラグインを制作しているため、プラ

グイン同士のコンフリクトの可能性があります。

WebAdmin では、プラットフォーム自体に機能を組み

込むことにより最適化された機能追加を行えます。

CMSプラットフォーム自体のアップデートによりプラグ

インのコンフリクトの可能性があります。

WebAdmin では、自社の制作プラットフォームの為、

ソースファイルより原因追及を行う事が容易に行う事が

できます。 CMS Platform 
Version 2

Plug-in
ver.1

CMS Platform 
Version 3

Plug-in
ver.1
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文章構造について

文章構造の優先順位をカスタマイズすることができます。

デザインされた画面にあわせて、重み付けをする事ができます。

（特別なタグなどの知識は必要ありません。）

WebAdmin のメリット

・タグを使わないで、文章構造を守る記述をすることができます。

・項目ごとにテキストエリア分かれているので、入力する人によって文章構造の

　重み付けにブレが起こりにくくなります。

・タグ打ちのミス為にデザインを崩すリスクを回避する事ができます。

の場合

サイト名

　┗ ページタイトル

　　┗ 商品名

　　　┗ 説明文タイトル  

　　　　┗ 説明文
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オペレーションフロー概念図

データー公開方法

「公開」する
時間指定で公開可能

原稿を入手

原稿を管理画面より入力

原稿をチェックしたら「公開」

NGの場合、自分で修正するか、

step２に戻る。

承認者が確認

CMS

CMS
原稿

step 1

step 2

step 3

やり直しを指示
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概念図

概念図

CMSの利便性について
一度の入力で、同時にPCとMobile を更新。

一度の入力で、関連するページも更新。

CMS

Staff

Staff

PC

Mobile

CMS

IRnewsProducts IRnewsProducts IRNewsProducts

top

Product 
Infomation.

権限管理をする事で書き込み情報や、情報閲覧レベルなど、権限を変える事ができます。

管理者権限

※項目ごとに、権限の管理を細かく設定する事も可能。

概念図

ユーザー情報閲覧 ユーザー情報閲覧

ユーザー情報閲覧

商品情報編集

商品情報更新

商品情報編集 商品情報編集

商品情報更新

ユーザー情報編集

ユーザー情報編集
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管理画面の機能について

PDF＆画像サムネイル機能

管理画面より登録したファイルのサムネイルをみる事ができます。

対応ファイル：gif/jpeg/png/PDF など

(OSX Server では、Word,Excel,PowerPoint も対応 )

(ServerOS : Linux , BSD , OSX Server)

＆Flash 連携

データーを Flash より表示が可能。

Flash との連携が行える事で、より幅広い

表現を行うことができます。

雲の上を飛ぶ鳥！
こんな事があっていいのか！雲より高く

飛ぶ鳥が都内に現れ話題になっている。

目撃者曰く、、、。

記事を投稿
Staff

Flash

HTML

http://www.xxxx.com

雲の上を飛ぶ鳥！
こんな事があっていいのか！雲より高く

飛ぶ鳥が都内に現れ話題になっている。

目撃者曰く、、、。

雲
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管理画面の機能について

カラーパレット機能

色のカスタマイズも、カラーパレッ

トより、色を選択する事ができる。

感覚的に入力操作を行う事ができま

す。

項目の追加機能

繰り返し項目が追加されるような場

合に、管理画面にて項目の追加が行

えます。

これにより、様々な条件が増えた場

合にも対応する事ができます。
項目の追加

追加1

追加 2

Google map連携機能

Google mapを利用して、座標を登録する事ができます。
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WebAdmin 利用用途

利用用途
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■会社案内（コーポレイトサイト）

　ニュースリリース管理

　IR情報管理（PDF投稿機能）

　社内報

　サービス＆製品紹介

　GoogleMapによる事業所紹介

■利用実績

　コーポレイトサイト

　ブランドサイト

　エンターティメントサイト

　インターネット情報サービス

　ニュースサイト

　イントラ向け社内報サイト

　オンラインショッピングサイト

　メッセージ投稿サイト

　ブログサイト

WebAdmin は、柔軟なシステムの為、様々な利用用途があります。

Flash などやGoogleMapなど連携することで、表現の幅も広がります。

御気軽にご相談ください。

■Googlemap連携

　地図からの店舗案内

　住所からでなく地図から地点を探す

　地点に対してコメント登録

■バイラル広告

　ブログツール管理機能

■製品・商品カタログ /PR

　Webマガジン

　更新できる Flash 画像カタログ

　（画像閲覧サービス）

■お問い合わせ /申し込み

　問い合わせ内容管理

　ステータス管理

　問い合わせ内容掲載

　問い合わせ /申し込み通知メール

■製品・商品カタログ

　更新できる Flash 画像カタログ

　Webマガジン

　ブログツール更新機能

　製品カタログ、検索機能

■会員登録

　Mypage 機能

　プロフィール編集機能

　ユーザー管理機能

■キャンペーン関連

　投稿コメント管理機能

　アンケート機能（自動集計）

　問い合わせ管理機能

　携帯メールお知らせ機能

　キャンペーン投稿管理機能

　Flash との連携による投稿機能

　ゲーム内容管理機能



推奨環境＆提供形態

提供形態

WebAdmin ASP
サーバーにWebAdmin が既にインストールされた、ASP形式でご提供しています。

お客様のニーズに併せたWebAdmin を利用した柔軟なWebアプリケーションサー

ビスを提供を行っております。併せてサーバーとWebAdminの管理を行いますので、

ご安心してご利用いただけます。

WebAdmin ライセンス
任意の上記条件を満たしたサーバーにWebAdmin を利用したウェブサイトを構築す

る事ができます。こちらでも、様々なニーズにお応えするシステムを構築致します。

サーバー推奨動作環境

サーバーOS:Linux,BSD,MacOSX
WebServer:Apache + PHP(4.3.x or 4.4.x or 5.x）
Database:MySQL(4.1.x or 5.x)
利用ライブラリーとソフトウェア :Xpdf,GD,mbstring 関連ライブラリー ,ImageMagick

※その他必要な機能に応じてソフトウェアとライブラリーを利用。

Windows XP / Vista :Internet Explorer 6、Internet Explorer 7、
                                       Opera 7 以降、Mozilla FireFox 2 以降

Macintosh OSX :safari 2.0 以降 ,Mozilla FireFox 2 以降
JavaScript/Cookie が正常に動作すること（必須）モニター解像度は　1280×1024　以上（推奨）

管理画面閲覧推奨環境
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株式会社キュービット　sales@cubit.jp

〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿３－３７－１９カルチェブラン恵比寿 B1[101]

お問合せ先
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