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第1章 Drupal Gardensについて 

 Drupal Gardens は初心者でも最新版 Drupal を簡単に使えるように設定されたホー

ムページ構築・運用環境です。短時間で自分のホームページを Drupal で構築し公開

でき、無料のスターターから本格的な業務サイトまで、さまざまプランがあります。

ただし、モジュールの追加やカスタマイズは制限されています。その場合は標準の

Drupalを使ってください。 

Drupal Gardensのサイト： http://www.drupalgardens.com/ 

 

 

 

http://www.drupalgardens.com/
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2014年 9月 28日現在の価格構成： https://www.drupalgardens.com/pricing 

 

 

概要 

Drupal Gardens は、Drupal を初めて使う人、CMS 経験者で Drupal を検討している人、

既に Drupal を使っているが急にサイトを作りたい人、個人や活動団体などのブログサイ

トなどを手軽に公開したい人、などにお薦めです。特に、高機能な Drupal を学びたい人

にはぴったりのホスティング環境です。 

インストールされている Drupal コアと拡張モジュールは、Drupal Gardens 以外の

Drupal サイトでも同じ操作です。 Drupal Gardens で覚えてから、さまざまな Drupal

環境へステップアップできる、入門として最適です。 

https://www.drupalgardens.com/pricing
https://www.drupalgardens.com/pricing


 

 5 

 

主な特徴 

管理画面のイメージ 

 

 

ThemeBuilde(Drupal Gardens 専用のテーマ編集環境)でテーマデザインを選択し、独自

の CSSでテーマを設定も可能です。 

 

フォントの編集 

 

 



 

 6 

デザインレイアウトを選択 

 

 

CSSの設定とカスタム CSS 

 

 

Drupal のデザインカスタマイズ機能は CSS を使った修正・拡張が自由にできます。ただ

し、本格的な Drupal のデザインテンプレートを追加インストールしてサイト構築するこ

とは難しいので、その場合は、標準的なDrupal環境でサイト構築します。 
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第2章 さあ、始めましょう！ 

無料アカウントからスタート 

http://www.drupalgardens.com/ 右上の「Sign up」 もしくは 「Create a 

free site 」をクリックします。電子メールと携帯番号が必要になります。 

 

 

 

以下の申請内容に記入し、「Continue」をクリックします。 

 

http://www.drupalgardens.com/
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使う拡張モジュールを設定します。「Pre-built template 」で選択するとモジュー

ル構成がテンプレート化し、さらに、ON/OFF 設定を変更し修正できます。ただし、

インストール後でもモジュール構成は自由に変更可能ですが、「Product 

template」を選択した場合のみ、「Product overview」、「Testimonials」、

「Customers」、「Product feature blocks」が使えます。 

 

「Campaign template」の場合 
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「Product template」の場合 

 

「Blog template」の場合 
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「Create your own template」の場合 

 

 

拡張モジュールが一番多い「Product template」を選択して、「Create site」を

クリックします。 その後、以下の携帯電話による認証コード確認が必要です。 自

分の携帯電話番号を入力します。 携帯電話番号が 090-1234-5678 の場合、

+819012345678  と入力します。090の 0は必要ありません。 
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携帯電話番号を入力後、その携帯電話に認証コードのメールが届きます。その番号を

記入します。 

 

 

認証コードが合っていれば、サイト構築がスタートします 
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登録したメールアドレスに以下のような通知が送信されます。ブラウザで指定された

URLに移行し、ログイン認証します。 

Thank you for registering with Drupal Gardens! 

 

You can log in to manage your account and sites using your e-mail 

address ( 

xxxxxx@xxxx) and the password you chose at registration. You may 

also log in by clicking on this link or copying and pasting it in your 

browser: 

 

https://www.drupalgardens.com/user/reset/xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

This is a one-time login, so it can be used only once. 

 

Once logged in, to manage your sites or create a new site, go to: 

 

https://www.drupalgardens.com/mysites 

 

Enjoy! 

 

- The Drupal Gardens team 

 

以下のような確認のメールが届きます。添付された URL にアクセスし、確認します。 

Thank you for creating your first Drupal Gardens site. 

Please click the link below by October 12, 2014 to avoid having your 

account and site deleted. 

 

https://www.drupalgardens.com/user/verify/2736861/141xxxxxxxx/xxx

xxxxxxxx 
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- The Drupal Gardens team 

P.S. If clicking the link in this message does not work, copy and paste it 

into your browser. 

 

その後、完了の通知メールがきます。 

The website xxxxxxxx.drupalgardens.com has been created successfully 

and is ready for use. 

 

- Administrative message from Drupal Gardens – 

 

ログイン認証後に、もし以下の画面が表示された場合、「Go to site」をクリックし、

新規作成したサイトに移行します。 

 

 

 

もし、以下の画面が表示された場合は、右上にある 「My sites」をクリックします。 
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「Resend」をクリックし、認証を再設定します。 

 

 

認証が完了すると、サイトにログインできます。 
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まず、上部管理メニューの People をクリックしユーザ設定を確認します。作成した

ユーザの他に、Drupal Gardensサイト管理者「Garden admin」が登録済みです。

無料のスターターでは５名までユーザ追加できます。 

 

 

重要！ ユーザ登録設定 

Drupal をインストールした場合、デフォルトでは サイト訪問者がユーザ登録可能になっ

ています。 スパム行為でユーザ登録申請アクションを防ぐため、必ず変更しましょう。 

管理画面 －＞ Configuration －＞ PEOPLE  Account settings にて 
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「Only people invited by an administrator」 もしくは 「Visitors, but 

administrator approval is required」に設定します。 「Only people invited by 

an administrator」を推奨します。 

 

日本語の環境設定 

Drupal 7 は多言語対応ですが、デフォルトは英語環境です。日本語を使えるようにロケ

ールモジュールを有効にします。 

管理画面 －＞ modules －＞ Locale 

 

「Configure」をクリックするか、 管理画面 －＞ Configuration －＞ 

REGIONAL AND LANGUAGE Languages   

 

「Add language」をクリック、日本語を選択、「Add language」をクリックします。 
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日本語を「DEFAULT」に設定し「Save configuration」をクリックします。 

 

同じページの「Download contributed translations」をクリックするか、下記の「日本

語翻訳ファイルのダウンロードと設定」で翻訳サイトに移行します。 

 

 

日本語翻訳ファイルのダウンロードと設定 

日本語環境のファイルを以下のサイトからダウンロードします。 

日本語翻訳チームの URL https://localize.drupal.org/translate/languages/ja 

http://localize.drupal.org/
https://localize.drupal.org/translate/languages/ja


 

 18 

 

Drupal 7.31版の drupal-7.31.ja.poファイルをダウンロードします。 

管理画面 －＞ Configuration －＞ REGIONAL AND LANGUAGE  

Translate interface －＞ IMPORT タブ 
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ダウンロードした日本語ファイルを設定して「Import」をクリックします。場合に

よってはインポート時間がかかり、終了すると以下のような日本語画面になります。 

 

 

 

キャッシュをクリアさせるために、管理画面左上のホームのアイコンをクリックしま

す。これで管理画面が日本語表示になります。 
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第３章 コンテンツを作ってみよう 

利用できるコンテンツタイプ 

管理画面 －＞ コンテンツの追加 

「Product template」を選択してインストールしましたので、以下のようなコンテンツ

タイプが利用できます。 
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「Testimonial」は、推薦やお客様の声などのメッセージを Quote 欄に記入して、ティ

ーザー形式でページに表示させるコンテンツタイプです。製品や事業紹介などで便利です。 

 

 

デモデータの確認 

管理画面 －＞ Find content 

さらに、サンプルのデモページが入っております。 
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ニュースのページ作成 

管理画面 －＞ コンテンツの追加 －＞ News item 

例えば、以下のような内容を記入します。Tags は、言葉や文章をカンマ , で区切ります。

Tags に記入した言葉はタクソノミーに自動登録され、検索などのキーワードや SEO 対

策としてもメリットがあります。 
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ページをメニューに表示させるように設定します。「メニューリンクを生成」をクリック

し、表示させるメニューは「上位の項目」でNewsを選択します。 
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「Promotion settings」で「フロントページに掲載」にチェックが入っている事を確認

します。このページを作成保存すると、自動的にトップページに表示されます。 

 

「Publish」のクリックし、保存、公開します。トップページをみると、「News」のメ

ニューに作成したページが表示されません。 そこで、メニューの設定を変更します。 

管理画面 －＞ サイト構築 －＞ メニュー 

 

「Main menu」の「メニューを編集」をクリックします。 

Newsの編集をクリックします。 
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「展開して表示」にチェックを設定し保存します。 

 

メニューでMy Newsが表示されました。 

 

ニュースモジュールの概要 

ニュースモジュールのフィールドは Article コンテンツタイプと同じですが、ニュース発

行時の日時でコンテンツを管理する設定が追加になっています。 

 

 

ギャラリーのページ作成 

管理画面 －＞ コンテンツの追加 －＞ Gallery 
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以下のような内容を記載し、「メニューリンクを作成」にチェックし、「上位の項目」は

Galleryを選びます。「Publish」をクリックします。 

 

トップページのメインメニューで Gallery をクリックします。ギャラリーのページに移行

します。 

Gallery のメニューで、今作成した Gallery のページ（My Photo）を選択します。まだ、

写真を追加していませんので、そのページの「Add media」をクリックします。 

 

メディアのアップロード「Update images」、URL参照「Embed form URL」、アッ

プロ－ドされている画像を検索「Browse library」の中から、Browse library を選択し

ます。 
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例えば、compass.png を選択し、「Submit」をクリックします。さらに、「Add 

media」を選択して、Controlキーを押しながら複数の画像を選択して画像を複数枚追加

します。 
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画像をクリックすると Colorboxモジュールで表示され、スライドショーも可能です。 

 

 

ギャラリーおよびメディアモジュールの概要 

管理画面 －＞ コンテンツ －＞ タブの メディア  
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「Add file」をクリックします。 「Add files」で画像を追加し、Tags にキーワードを

設定します。「Start upload」でアップロード。 

 

アップロードした画像ファイルを「編集」をクリックします。 
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画像の属性として概要文章、ライセンス、Tags、URLへのリンクなどを設定します。 

 

「コンテンツの追加」で「Gallery」を追加し、「Add media」で登録した画像を追加

します。 

 

第４章 ホテル情報のコンテンツを作ってみよう 
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コンテンツタイプの追加 

管理画面 －＞ サイト構築 －＞ コンテンツタイプ －＞ コンテンツタイプの追加 

「名前」にホテルと記入し、「編集」をクリックして、hotel_info と記入します。 

 

「掲載オプション」は「フロントページへ掲載」をチェックOFFにし、「表示設定」の

「作成者と日付情報を表示」もチェックOFFにします。「コメントの設定」は「クロー

ズド」に設定し、「保存しフィールドを追加」をクリックします。 

 

「都道府県」というフィールドで、「システム内部名称」は field名を 47ken 、「フィ

ールドタイプ」をリスト、「ウィジェット」はチェックボックス/ラジオボタンで追加し

ます。 

 

都道府県の選択項目を、例えば以下のように記入し、保存します。 
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10|福島県 

20|栃木県 

30|茨城県 

40|群馬県 

50|長野県 

 

「部屋数」のフィールドとして、「システム内部名称」を hotel_rooms 、「フィールド

タイプ」を整数、「ウィジェット」をテキストフィールドで保存します。次のページはデ

フォルトでOKです。 

 

 

タブで「表示管理」をクリックし、「フィールド」の＋をドラッグして下記のような順番

にし、保存します。ウェイト表示で設定も可能です。この表示管理は、公開されるページ

の表示管理です。コンテンツ作成時の表示は、上記のフィールド設定の順番を調整します。 
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コンテンツの新規作成 

管理画面 －＞ コンテンツの追加 －＞ ホテル 

ホテルの情報を記載して、「Publish」で保存します。保存後のページは以下のようにな

ります。 
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同様の手順で、ホテルのコンテンツをいくつか追加作成します。 

 

Simpleviews でホテルのページを作成 

管理画面 －＞ サイト構築 －＞ Simple views －＞ Add view 

サンプルとして、以下のような設定で、Submitをクリックします。 

 

パスの hotel-list をクリックします。 
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ホテル一覧が表示されます。 

 

 

 

第５章 CSSの設定 

背景の色を変更 

テーマのバックグランドを変更します。 

管理画面 －＞ テーマ －＞ タブ Styles －＞ Background 
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上記のように、タブ Styles の Backgroundが表示されている状態で、ページの背景の黒

の部分、例えば、左にある Feedbackのメニューの下あたりをクリックし、

Background: の黒のカラーアイコン  をクリックすると、以下の色変更画面が表示

されます。好きな色を選択します。 

 

 

以下のように変更されます。その他の場所も変更して下さい。 
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見出し、h6 を変更 

 

管理画面 －＞ テーマ －＞ タブ Advanced －＞ Custom CSS 

 

「Custom CSS」の設定欄に以下の「見出し 6 header6」を記入し、「更新」をクリッ

クします。 
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h6{ 

 border-left:7px solid #ccc; 

 border-bottom:1px dashed #ccc; 

 padding:.6em .8em 

} 

 

文章の中で、H6を定義した箇所は以下のような表示になります。 

 

 

補足資料 １ Viewsモジュールとは 

Views モジュールの概要 

Views モジュールはデータベースからコンテンツを抽出（SQL 文の select）し、ソート

をはじめ、さまざまな機能が豊富です。さらに、Drupal 8 からはコアに組み込まれまし

た。非常に簡単なサンプルでそのパワフルさと使いやすさを体験しましょう。 

 

簡単な設定サンプル 

管理画面 －＞ モジュール －＞ Views  モジュールを実行させます。 
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管理画面 －＞ サイト構築 －＞ Views －＞ Add new View で作成します。 

以下のように設定します。「View name」 は、ホテル一覧、「編集」をクリックして、

hotel_list を記入します。 
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「Continue & edit」をクリックします。「Edit Page details」をクリックして表示さ

せます。 
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都道府県と部屋数のコンテンツを表示させるために、「FIELDS」の「追加」をクリック

します。都道府県と部屋数を選択し、「Apply (all display)」をクリックします。 

 

デフォルト設定で、「Apply (all display)」をクリックします。プレビューで以下のよ

うになります。 
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「ファーマット」の「フォーマット」「環境設定」をクリックし、「Grouping 

field Nr.1」に「都道府県」を選択して「Apply (all display)」をクリックします。 

 

 

「ファーマット」の「表示」の「環境設定」をクリックし、「Inline fields」で

「部屋数」と「都道府県」にチェックし、「Apply (all display)」をクリックしま

す。 
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「保存」をクリックします。これでシンプルな Viewsが作成されました。 

 

 

 

Drupalのキャッシュをクリアさせると、メインメニューに「ホテル一覧」が表示さ

れます。 

 

 

「ホテル一覧」を表示させると以下のようになります。 
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テーブル表示 

現在の「Unformatted list」からテーブル形式に変更し、ソートを設定しましょう。 

管理画面 －＞ サイト構築 －＞ Views －＞ ホテル一覧 「操作」編集 

 

「フォーマット」の「Unformatted list 」をクリックします。 
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テーブルを選択して、「Apply (all displays)」をクリックします。 

 

「SORTABLE」で部屋数にチックし、「Grouping field Nr.1」で「都道府県」を選択

し、「Apply (all displays)」をクリックします。 

 

Viewsを「保存」します。 
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「部屋数」をクリックするとソートモードになります。 

 

補足資料 2 

英語のオンラインマニュアル 

クイックスタートガイド(Getting started with Drupal Gardens) 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start 

 

サイトの作成 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/create 

 

メインテナンスモードの設定 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start
http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/create
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http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/configure 

 

ページの追加とコンテンツ作成 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/add-content 

 

サイト名とスローガン、問合せフォームの追加、テーマデザインの適用 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/personalize 

 

コンテンツ検索 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/management 

 

ユーザの登録管理と権限アクセス設定 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/access 

 

ヘルプ 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/help-n-jargon 

 

用語の解説 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/configure
http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/add-content
http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/personalize
http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/management
http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/access
http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/help-n-jargon


 

 48 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/drupal-terms 

 

ヘルプページの使い方 

http://www.drupalgardens.com/documentation/using-help-pages 

 

Drupal Gardens と Drupal の違い 

http://www.drupalgardens.com/documentation/drupal-gardens-and-drupal 

 

サインインから始める 

http://www.drupalgardens.com/documentation/logging-and-getting-around-your-

site 

 

サイト構築のヒント 

http://www.drupalgardens.com/documentation/develop/tips 

 

サイトでのトラブル対応 

http://www.drupalgardens.com/documentation/support/tips 

 

http://www.drupalgardens.com/documentation/quick-start/drupal-terms
http://www.drupalgardens.com/documentation/using-help-pages
http://www.drupalgardens.com/documentation/drupal-gardens-and-drupal
http://www.drupalgardens.com/documentation/logging-and-getting-around-your-site
http://www.drupalgardens.com/documentation/logging-and-getting-around-your-site
http://www.drupalgardens.com/documentation/develop/tips
http://www.drupalgardens.com/documentation/support/tips
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デザインのカスタマイズ 

http://www.drupalgardens.com/documentation/themebuilder 

 

コンテンツの操作 

http://www.drupalgardens.com/documentation/working-content 

  Create content 

  Editing content  

  Content types  

  Common content settings  

  Tips: Site-internal links  

  Headers and footers  

  Site information  

  Formatting text fields  

  Restricting access to site content  

  Editing image properties in the WYSIWYG editor  

  Embedding media into your site  

  Crop, rotate, and scale embedded images  

  Adding captions to an image field  

http://www.drupalgardens.com/documentation/themebuilder
http://www.drupalgardens.com/documentation/working-content
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/basic-add
http://www.drupalgardens.com/documentation/editing-content
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/content-type
http://www.drupalgardens.com/content/settings
http://www.drupalgardens.com/documentation/tip-site-internal-links
http://www.drupalgardens.com/documentation/appearance/headers-footers
http://www.drupalgardens.com/documentation/appearance/site-information
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/WYSIWYG
http://www.drupalgardens.com/documentation/permissions/restrict
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/WYSIWYG/images
http://www.drupalgardens.com/documentation/embedding-items-on-your-site
http://www.drupalgardens.com/documentation/image-editor
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/image/caption
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  Adding tokens to content  

  Allowing mobile devices to post content to your site  

  Field types  

  Field widget types  

  Image styles  

  Managing URL redirects  

  Playing audio files using HTML5 

 

サイト構築の概要 

http://www.drupalgardens.com/documentation/content/basic-add 

 Blocks 

 Books 

 Menus 

o Adding menu links 

o Creating sub-menus 

o Configuring sub-menu display behavior 

 

http://www.drupalgardens.com/documentation/tokens
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/mobile/allow
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/field
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/field-widget
http://www.drupalgardens.com/documentation/working-image-styles
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/url/redirect
http://www.drupalgardens.com/documentation/audio/html
http://www.drupalgardens.com/documentation/content/basic-add
http://www.drupalgardens.com/documentation/blocks
http://www.drupalgardens.com/documentation/books
http://www.drupalgardens.com/documentation/menus
http://www.drupalgardens.com/documentation/menus/link
http://www.drupalgardens.com/documentation/menus/sub
http://www.drupalgardens.com/documentation/menus/hover
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ユーザ管理 

http://www.drupalgardens.com/documentation/managing-user-accounts 

  Registering users  

  Inviting new users  

  Approving new users  

  Blocking or canceling users  

  Finding user accounts  

  Permissions  

  Roles  

  User avatars 

 

機能（モジュール）について 

http://www.drupalgardens.com/documentation/feature 

 Community features 

o Aggregator 

o Follow us 

o Get feedback 

http://www.drupalgardens.com/documentation/managing-user-accounts
http://www.drupalgardens.com/documentation/registering-users
http://www.drupalgardens.com/documentation/inviting-new-users
http://www.drupalgardens.com/documentation/approving-new-users
http://www.drupalgardens.com/documentation/blocking-or-canceling-users
http://www.drupalgardens.com/documentation/finding-user-accounts
http://www.drupalgardens.com/documentation/permissions
http://www.drupalgardens.com/documentation/roles
http://www.drupalgardens.com/documentation/users/avatars
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/community
http://www.drupalgardens.com/documentation/aggregator
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/follow-us
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/get-feedback
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o Google Analytics 

o Mailing list 

o Social networking widgets 

o Social sharing 

o Stay notified 

o Twitter feed 

 Content display features 

o Taxonomy 

o Colorbox 

o Date 

o External links 

o Simple Views 

o Views 

 Content features 

o About 

o Blog 

o Comments 

o Contact us 

o Customers 

o FAQ 

http://www.drupalgardens.com/documentation/modules/google-analytics
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/mailing-list
http://www.drupalgardens.com/documentation/social/widget
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/social-sharing
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/stay-notified
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/twitter-feed
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/display
http://www.drupalgardens.com/documentation/taxonomy
http://www.drupalgardens.com/documentation/features/colorbox
http://www.drupalgardens.com/documentation/custom-date-and-time-fields
http://www.drupalgardens.com/documentation/external-links
http://www.drupalgardens.com/documentation/simple-views
http://www.drupalgardens.com/documentation/views
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/content
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/about
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/blog
http://www.drupalgardens.com/documentation/comments
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/contact-us
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/customers
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/faq
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o Forums 

o Media gallery 

o Mollom 

o News 

o Product feature blocks 

o Product overview 

o Rotating banner 

o Testimonials 

 Developer resource features 

o JavaScript libraries 

 Form and rating features 

o Fivestar 

o Flag module 

o Webforms 

 Module listing 

2014年 9月 15日現在のモジュール構成です。各モジュールの機能などの情報

は drupal.org/project/モジュール名で確認してください。 

 acquia_connector 7.x-2.2 

 addthis 7.x-2.1-beta1 

http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/forums
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/media-gallery
http://www.drupalgardens.com/documentation/mollom
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/news
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/product
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/product-overview
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/banner
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/testimonials
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/develop
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/javascript
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/rate
http://www.drupalgardens.com/documentation/fivestar
http://www.drupalgardens.com/documentation/module/flag
http://www.drupalgardens.com/documentation/feature/webforms
http://www.drupalgardens.com/documentation/module/list
http://drupal.org/project/acquia_connector
http://drupal.org/project/addthis
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 backports 7.x-1.0-alpha1 

 block_everything 

 colorbox 7.x-2.5 

 comment_goodness 7.x-1.3 

 comment_notify 7.x-1.2 

 contextual_flyout_links 7.x-1.2 

 ctools 7.x-1.4 

 date 7.x-2.7 

 dialog 7.x-1.x-dev 

 domain_301_redirect 7.x-1.1 

 edit_profile 7.x-1.0-beta2 

 entity 7.x-1.2 

 entityreference 7.x-1.0 

 extlink 7.x-1.12 

 extlink_extra 7.x-1.0-beta5 

 feedback 7.x-1.x-dev 

 field_collection 7.x-1.0-beta5 

 field_collection_table 7.x-1.0-beta1 

 field_collection_views 7.x-1.0-beta3 

 field_permissions 7.x-1.0-beta1 

http://drupal.org/project/backports
http://drupal.org/project/colorbox
http://drupal.org/project/comment_goodness
http://drupal.org/project/comment_notify
http://drupal.org/project/contextual-flyout-links
http://drupal.org/project/ctools
http://drupal.org/project/date
http://drupal.org/project/dialog
http://drupal.org/project/domain_301_redirect
http://drupal.org/project/edit_profile
http://drupal.org/project/entity
https://drupal.org/project/entityreference
http://drupal.org/project/extlink
http://drupal.org/project/extlink_extra
https://drupal.org/project/field_collection
https://drupal.org/project/field_collection_table
https://drupal.org/project/field_collection_views
http://drupal.org/project/field_permissions
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 filter_tips_dialog 

 fivestar 7.x-2.0-alpha2 

 flag 7.x-2.1 

 flexible_blogs 7.x-1.0 

 follow 7.x-1.0-alpha1 

 font_management 7.x-1.x-dev 

 form_builder 7.x-0.9 

 gardens_features 7.x-1.x-dev 

 gardens_moderation 

 gardens_statsd 

 google_analytics 7.x-1.3 

 htmlpurifier 7.x-1.x-dev 

 imagemagick 7.x-1.0-alpha2 

 improved_text_trim 

 javascript_libraries 7.x-1.2 

 libraries 7.x-2.0 

 link 7.x-1.0 

 logintoboggan_email_login 

 mailing_list 7.x-1.0-beta1 

 mast 7.x-1.0-rc1 

http://drupal.org/project/fivestar
http://drupal.org/project/flag
http://drupal.org/project/flexible_blogs
http://drupal.org/project/follow
http://drupal.org/project/form_builder
http://drupal.org/project/google_analytics
http://drupal.org/project/htmlpurifier
http://drupal.org/project/imagemagick
http://drupal.org/project/javascript_libraries
http://drupal.org/project/libraries
http://drupal.org/project/link
http://drupal.org/project/mailing_list
http://drupal.org/project/mast
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 media 7.x-1.3 

 media_browser_plus 7.x-1.0-beta3 

 media_crop 7.x-1.4 

 media_gallery 7.x-1.0-beta8 

 media_oembed_thumbnail_style 

 media_youtube 7.x-1.0-alpha5 

 metatag 7.x-1.0-beta7 

 migrate 

 migrate_extras 

 modulefield 7.x-1.0-rc1 

 mollom 7.x-2.6 

 multiform 7.x-1.0 

 oauth 7.x-3.0 

 oembed 7.x-0.1-beta3 

 options_element 7.x-1.9 

 original_author 7.x-1.0-rc1 

 pathauto 7.x-1.2 

 pathauto_live_preview 

 plupload 7.x-1.0 

 redirect 7.x-1.0-beta4 

http://drupal.org/project/media
http://drupal.org/project/media_browser_plus
http://drupal.org/project/media_crop
http://drupal.org/project/media_gallery
http://drupal.org/project/media_youtube
http://drupal.org/project/metatag
http://drupal.org/project/migrate
http://drupal.org/project/migrate_extras
http://drupal.org/project/modulefield
http://drupal.org/project/mollom
http://drupal.org/project/multiform
http://drupal.org/project/oauth
http://drupal.org/project/oembed
http://drupal.org/project/options_element
http://drupal.org/project/original_author
http://drupal.org/project/pathauto
http://drupal.org/project/plupload
http://drupal.org/project/redirect
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 references 7.x-2.0-beta3 

 remote_stream_wrapper 7.x-1.0-beta4 

 role_indicators 

 rotating_banner 7.x-1.x-dev 

 saferpermissions 7.x-1.3 

 save_draft 7.x-1.x-dev 

 seo_ui 7.x-1.0 

 server_variables 

 services 7.x-3.4 

 session_cookie_lifetime 7.x-1.3 

 simpleviews 

 simplified_menu_admin 7.x-1.0-beta2 

 simplified_modules 7.x-1.0-beta1 

 site_verify 7.x-1.0 

 sqbs 

 statsd 

 tac_alt_ui 

 tac_redirect_403 

 taxonomy_access 7.x-1.x-dev 

 timeago 7.x-2.1 

http://drupal.org/project/references
http://drupal.org/project/remote_stream_wrapper
http://drupal.org/project/rotating_banner
http://drupal.org/project/saferpermissions
http://drupal.org/project/save_draft
http://drupal.org/project/seo_ui
http://drupal.org/project/services
http://drupal.org/project/session_cookie_lifetime
http://drupal.org/project/simplified_menu_admin
http://drupal.org/project/simplified_modules
http://drupal.org/project/site_verify
http://drupal.org/project/statsd
http://drupal.org/project/tac_redirect_403
http://drupal.org/project/taxonomy_access
http://drupal.org/project/timeago
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 token 7.x-1.2 

 token_filter 7.x-1.1 

 ux_elements 7.x-1.0-beta1 

 views 7.x-3.8 

 views_bulk_operations 7.x-3.1 

 views_load_more 7.x-1.1 

 votingapi 7.x-2.11 

 webform 7.x-3.15 

 webform_alt_ui 7.x-1.0-alpha5 

 wordpress_migrate 

 wysiwyg 7.x-2.1 

 xmlsitemap 7.x-2.0-rc1 

 

サイトとユーザ管理 

  Managing your sites and accounts 

  Administration theme and overlay 

  Applying bulk actions to view items  

  Changing your site's displayed language  

  Collecting custom user-profile information  

http://drupal.org/project/token
http://drupal.org/project/token_filter
http://drupal.org/project/ux_elements
http://drupal.org/project/views
http://drupal.org/project/views_bulk_operations
http://drupal.org/project/views_load_more
http://drupal.org/project/votingapi
http://drupal.org/project/webform
http://drupal.org/project/webform_alt_ui
http://drupal.org/project/wordpress_migrate
http://drupal.org/project/wysiwyg
http://drupal.org/project/xmlsitemap
http://www.drupalgardens.com/documentation/managing-your-sites-and-accounts
http://www.drupalgardens.com/documentation/site-management/admin-theme
http://www.drupalgardens.com/documentation/applying-bulk-actions-view-items
http://www.drupalgardens.com/documentation/language
http://www.drupalgardens.com/documentation/collecting-custom-user-profile-information
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  Configuring bandwidth optimization  

  Configuring site search settings  

  Controlling field access permissions  

  Controlling session cookie expiration  

  Drupal Gardens alerts  

  Drupal Gardens service providers  

  File upload limit  

  Formatting dates and times  

  Importing a site from WordPress  

  Incorporating e-commerce into your site  

  Maintenance mode  

  Managing accounts  

  Managing subscriptions  

  Managing websites  

  Optimizing your site for search engines  

  Redirecting URLs to your domain  

  Starting scheduled tasks with cron  

  Supported web browsers  

  Using analytics variables 

 

http://www.drupalgardens.com/documentation/configuring-bandwidth-optimization
http://www.drupalgardens.com/documentation/site-search
http://www.drupalgardens.com/documentation/controlling-field-access-permissions
http://www.drupalgardens.com/documentation/cookie/expire
http://www.drupalgardens.com/documentation/drupal-gardens-alerts
http://www.drupalgardens.com/documentation/service-providers
http://www.drupalgardens.com/documentation/upload/limit
http://www.drupalgardens.com/documentation/region/datetime
http://www.drupalgardens.com/documentation/import/wordpress
http://www.drupalgardens.com/documentation/ecommerce
http://www.drupalgardens.com/documentation/maintenance-mode
http://www.drupalgardens.com/documentation/manage/accounts
http://www.drupalgardens.com/documentation/manage/subscriptions
http://www.drupalgardens.com/documentation/manage/websites
http://www.drupalgardens.com/documentation/site-management/seo
http://www.drupalgardens.com/documentation/seo/redirect
http://www.drupalgardens.com/documentation/cron
http://www.drupalgardens.com/documentation/support/browser
http://www.drupalgardens.com/documentation/using-analytics-variables
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フォント設定について 

http://www.drupalgardens.com/documentation/themebuilder/pro-fonts 

 

便利な情報 

ビデオ解説 

さまざまビデオマニュアルの情報（英語）は以下のＵＲＬでご覧ください。 

http://www.drupalgardens.com/videos 

Content 

 Creating webforms - 3.5 minutes  

 Creating media galleries - 2.5 minutes  

 Adding a social widget to content - 2 minutes  

 Adding a social widget to a block - 2 minutes  

 Hiding content bylines - 1 minute  

 Date and time formats - 2.75 minutes  

 Editing content - 0.75 minutes  

 Playing audio using HTML5 - 5.5 minutes  

 

http://www.drupalgardens.com/documentation/themebuilder/pro-fonts
http://www.drupalgardens.com/videos
http://www.drupalgardens.com/videos/1032816
http://www.drupalgardens.com/videos/1032811
http://www.drupalgardens.com/videos/1032786
http://www.drupalgardens.com/videos/1010526
http://www.drupalgardens.com/videos/918411
http://www.drupalgardens.com/videos/918406
http://www.drupalgardens.com/videos/918311
http://www.drupalgardens.com/videos/838121
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Site creation and maintenance 

 Using Fonts.com fonts - 1.75 minutes  

 Using Typekit fonts - 1.5 minutes  

 Creating drop-down menus - 2 minutes  

 Selecting a theme - 4 minutes  

 Switching your website's language - 4.75 minutes  

 Using image styles - 2 minutes  

 Creating a rotating banner - 6.5 minutes  

 Views: Custom front page - 5 minutes  

 Views: Related content - 5.25 minutes  

 Views: Glossary or archive - 3.5 minutes  

 Views: Introduction - 4.5 minutes  

 Creating image galleries - 5 minutes  

 Subscribing to RSS feeds - 5 minutes  

 Views Introduction - 4.75 minutes  

 Using Webforms - 5.26 minutes  

Administrator topics 

 Custom domain redirection - 2.75 minutes  

 Transferring ownership of your website - 2 minutes  

 Editing billing information - 0.75 minutes  

http://www.drupalgardens.com/videos/918426
http://www.drupalgardens.com/videos/918421
http://www.drupalgardens.com/videos/838126
http://www.drupalgardens.com/videos/761216
http://www.drupalgardens.com/videos/761206
http://www.drupalgardens.com/videos/761191
http://www.drupalgardens.com/videos/761181
http://www.drupalgardens.com/videos/410751
http://www.drupalgardens.com/videos/410746
http://www.drupalgardens.com/videos/410741
http://www.drupalgardens.com/videos/410731
http://www.drupalgardens.com/videos/343941
http://www.drupalgardens.com/videos/343936
http://www.drupalgardens.com/videos/343911
http://www.drupalgardens.com/videos/210376
http://www.drupalgardens.com/videos/1032801
http://www.drupalgardens.com/videos/838031
http://www.drupalgardens.com/videos/838011
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 Viewing your invoices - 0.75 minutes  

 Canceling your website - 3 minutes  

 Exporting your website - 4 minutes  

Community screencasts 

 Drupal Gardens - Deutsche Tour  

 How to set-up Drupal Gardens Feedback link - 3 mins  

 Creating a "News" section - 9.5 minutes  

 Book Module Demonstration - 9 min  

 CSS Selectors and Advanced Tab - 2 min  

 Power theming with parent/child selector tool - 4 min  

 Tutorial: add video - 5.5 min  

 Drupal Gardens Tour - 9.5 min  

 Change the hover state - 3 min  

 Custom subject in contact form - 1.5 min  

 Sidebar menus tutorial - 4 min  

 Add link to main menu - 2 min  

 Add an external RSS feed - 2 min  

 Set automatic URL aliases - 7 min  

 Add a user role - 3.5 min  

http://www.drupalgardens.com/videos/837846
http://www.drupalgardens.com/videos/761196
http://www.drupalgardens.com/videos/343961
http://www.drupalgardens.com/videos/312366
http://www.drupalgardens.com/videos/217701
http://www.drupalgardens.com/videos/158976
http://www.drupalgardens.com/videos/156936
http://www.drupalgardens.com/videos/110896
http://www.drupalgardens.com/videos/110776
http://www.drupalgardens.com/videos/110766
http://www.drupalgardens.com/videos/110746
http://www.drupalgardens.com/videos/110741
http://www.drupalgardens.com/videos/110736
http://www.drupalgardens.com/videos/110726
http://www.drupalgardens.com/videos/110721
http://www.drupalgardens.com/videos/110716
http://www.drupalgardens.com/videos/110696
http://www.drupalgardens.com/videos/110691


 

 63 

 

フォーラム 

ニュース、サポート、アイデアなどのトピックスがあります。 

http://www.drupalgardens.com/forums 

 

FAQ 

http://www.drupalgardens.com/faq 

 

解説サイト 

Drupal Gardensのテーマについて 

http://jessebeach.drupalgardens.com/content/quick-intro-drupal-gardens-themes 

 

Drupal Gardensでのページ、ラッパー、スタック、カラムの設定について 

http://jessebeach.drupalgardens.com/content/page-wrappers-stacks-and-

columns-drupal-gardens-themes 

 

Drupal Gardensのデザインテーマで Grid Systemを使う 

http://www.drupalgardens.com/forums
http://www.drupalgardens.com/faq
http://jessebeach.drupalgardens.com/content/quick-intro-drupal-gardens-themes
http://jessebeach.drupalgardens.com/content/page-wrappers-stacks-and-columns-drupal-gardens-themes
http://jessebeach.drupalgardens.com/content/page-wrappers-stacks-and-columns-drupal-gardens-themes
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http://jessebeach.drupalgardens.com/content/grid-system-drupal-gardens-themes 

 

Drupal Gardensでサブメニューを使う 

http://jessebeach.drupalgardens.com/content/enabling-sub-menus-drupal-

gardens 

 

Drupal Gardensでドロップダウンメニューの設定 

http://jessebeach.drupalgardens.com/content/drop-down-menus-drupal-

gardens-how-style-every-little-pixel 

 

 

  

http://jessebeach.drupalgardens.com/content/grid-system-drupal-gardens-themes
http://jessebeach.drupalgardens.com/content/enabling-sub-menus-drupal-gardens
http://jessebeach.drupalgardens.com/content/enabling-sub-menus-drupal-gardens
http://jessebeach.drupalgardens.com/content/drop-down-menus-drupal-gardens-how-style-every-little-pixel
http://jessebeach.drupalgardens.com/content/drop-down-menus-drupal-gardens-how-style-every-little-pixel
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お問合せ、謝辞、ライセンス 

お問合せ 

この資料について、お問合せ 

メール <hodota@gennai3.co.jp>  程田和義まで 

住所 〒210-0844  神奈川県川崎市川崎区渡田新町 1-4-9-201 

 

ライセンス 

Drupal は Dries Buytaert による登録商標です。その他本マニュアルで使われている製品

および名称については、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 

 


