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第1章　インストール編
1.ATHENAをインストールする

ATHENAのセットアップファイルを起動し、セットアップウィザードに従って、インストールを

行ってください。

① ダウンロード版のセットアップファイル起動方法

ダウンロード版のセットアップファイルは、弊社ウェブサイトより取得していただけます。

URLは、ソフトの購入時に送信されるダウンロード商品配信のお知らせメールに記載され

ていますので、そちらよりダウンロードを行い、保存したSetup.exe ファイルをダブル

クリックしてインストールしてください。

②CD-ROM版のセットアップファイル起動方法

CD-ROM版をPCのディスクトレイに挿入し、

「自動再生」画面が表示された場合は、『Setup.exe の実行』をクリックします。

『自動再生』画面が表示されない場合は、『マイコンピュータ』（またはコンピュー

ター）を起動して、ディスクドライブ上で右クリック後、『開く（O)』をクリックし、

『Setup.exe』をダブルクリックします。





2. ATHENAを起動する

①　ATHENAのインストールが終了していれば、デスクトップ上に

　ATHENAのショートカットが表示されます。ショートカットをダブルクリックして起動してください。

　　　　　

     　　　　　　　　　　　　　　　　　（ショートカット）

②　デスクトップの環境によっては、ショートカットが表示されない場合がございます。

　　※　PC出荷時の標準的な機器であれば、

　　　　　インストール完了後にショートカットは正しく表示されます。

　　ショートカットが表示されない場合は、Windowsスタート画面などから

　　「ATENA」と検索した上でプログラムを起動してください。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（画像は「Windows7」の環境の場合）



第2章　HTML作成編
1. HTMLを新規作成する

① ATHENAを起動し「新規作成」をクリックしてHTMLの新規作成を開始する。

　　　　　       

②　「サイト全体の設定」でHTMLの「サイト設定」を行います



　　　　　

　「サイト名」：　作成したいサイト名を記入

　「H１テキスト」：　HTMLサイトに表示されるH1のテキスト

　「トップページ見出し」：トップページの見出し用のテキストを登録

　「トップページ説明文」：サイトのディスクリプションの説明文を登録

　「サイトタイトル(左上)」：HTMLサイトの左上に表示されるテキストを登録

　「METAキーワード(半角カンマ区切り)」　：　アフィリエイトしたいターゲットキーワードを登録

　例）「美容　器具」と「美容　健康」がターゲットキーワードであった場合は以下のように登録。

　　　

　　　　　●METAキーワード設定例　：　「美容　器具　,　美容　健康」

　

　「META説明文」　：　META説明文を登録

　「サイトURL」：作成したいサイトURLを登録

　「アクセス解析タグ」：ご利用のアクセス解析ツールのタグを登録

　「テンプレート(*)」：作成したいHTMLのテンプレートの種類を選択します。

　　（※　　テンプレートは今後のアップデートにより随時追加される予定です。）



　「サイトマップ認証用METAタグ」：　

サイトマップ認証用METAタグには、「Googleウェブマスターツール」で取得したMETA　TAGを

貼り付けて登録します。

Googleウェブマスターツールに登録されていない方は、以下のサイトからご登録下さい。

　　　　　　　　　　　　　　（Googleウェブマスターツール）

③　共有スペースの設定

　「共有スペースの設定」はサイトのサイドバーに設置する画像やテキストなどを登録することが

　出来ます。例えば、「共有スペース」で「メインカラム(上段)」を選択して画像を登録すると

　下図のようにサイトのサイドバーの位置に画像が設置されます。

　

　　　　　　　　　　　　　　（共有スペースの設定）



　

　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　↑

　　　　　　　　　　　（「共有スペースの設定」で登録した画像がこの位置に表示される）

　

④　共通メニューの編集（ナビゲーション）

　共通メニューの設定では、HTMLサイトのナビゲーションのメニューの設置と

　サイドバーに設定する外部リンクへ集等の登録を行うことができます。

　「共通メニュー」の「トップメニュー」では下記見本サイトの赤枠の部分を設定できます。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（見本サイト）



　　　　ATHENAを起動した後に「メニュー　⇒　共通メニューの編集」を選択すると

　　　　以下の画面の「トップメニュー」から「新規」を押下することでトップメニュー（ナビゲー

　　　　ションメニュー）とページのURLを登録することができます。

　　　　　

⑤　共通メニューの設定（サイドバーの登録）

　　「④共通メニューの設定（ナビゲーション）」と同じ操作手順で「メニュー設定」を開いて

　　「サブメニュー」を選択すると見本サイトの以下の部分を編集できるようになります。

　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(見本サイト)
　　



　　　　　　「サブメニュー」の「新規」で登録したいサブメニューを登録して下さい。

　　　　　　◆　注意　◆

　　　　　　HTMLサイトのページ上部(サイドバーの上方)に
　　　　　常時表示させておきたい重要なもの(画像、テキスト)は
　　　　　「サブメニュー」に登録しないで下さい。

　　　　　※　常時、サイドバーの上方に表示させたい画像やテキストは

　　　　　　　　「ページ追加」の機能で投稿を行って下さい。

　　　　　　テンプレートの仕様上、「サブメニュー」に登録したものは

　　　　　　「ページ追加」や「見出し追加」により設定された内容の下方に

　　　　　　必ず表示されます。予めご注意下さい。

⑥　共通メニューの設定（フッターメニュー）

　「⑤」　と同じ操作手順でフッターを登録することが可能です。

２. 各ボックス機能の使い方

　　新規サイト作成の準備が終わると、HTML編集画面を起動することができます。

　　HTML編集画面では、各種ボックスを選択してHTMLに貼り付けるだけで

　　ランキング比較表やチェックボックス等を簡単にHTML本体に投稿することができます。

○　チェックボックス

　チェックボックスをクリックして「チェックボックス設定」でタイプを選択した後に「OK」を押下すると

　HTMLにチェックボックスが貼り付けられます。

　　※　　「チェックボックスのタイプ」は

　　　　　今後のアップデートによりバリエーションが追加されていきます。

　　

　チェックボックスをHTMLに貼り付けた後に以下の場所を自由に編集することができます。

　「<li>ここにリストが表示されます　※必要に応じて編集・追加・削除してください※</li> 」

　※　編集した内容を確認する場合は「メニュー　⇒　プレビューを表示する」で

　　　　確認することができます。



○　ランキングボックス

　　

　ランキングボックスを選択すると、「ランキングボックス一覧」が起動します。

　「新規ランキングボックス作成」で、ランキングのタイトル、商品タイトル、画像選択を行った後に

　「商品データ」で「１位～１０位」の「見出し」と「内容」を「追加」で作成していきます。



　見出しと内容の追加が完了した後に「保存」でランキングボックスを保存して下さい。

　保存されたランキングは「ランキングボックス一覧」でタイトルを選択した後に

　「エディター貼り付け」でHTMLに投稿できます。

　

○　Q&A　ボックス

　

　　

　　Q&Aボックスについても、「ランキングボックス」と同様の操作方法により簡単にボックスを

　　作成することが可能です。

　　「Q&Aタイトル設定」にタイトルを入力した後に、「質問と回答を追加」で「質問」「回答」を

　　それぞれ作成していきます。

　　HTMLの貼り付けは「Q&Aボックス一覧」で「エディターに貼付け」で行えます。



○　　STEPボックス

　

　STEPボックスの作成は、ランキングボックスやQ&Aボックス等と同様の手順で作成、

　HTMLへの貼り付けが行えます。

　

　STEPボックスを起動して「STEP追加」を押下すると「全体のタイトル」と「見出しタイトル」「画像　　

　ファイル」「STEPボックスの説明文」を入力する画面が表示されます。

　必要事項を全て登録し「保存」を押下すると、HTMLに貼り付けることができるようになります。



○　テキストボックス

　

　　テキストボックスのボタンをクリックすると、テキストボックスのエディタが起動します。

　　テキストボックスでは、「種類」から「ベーシックタイプ」「POINTタイプ」・・・などの種類を

　　選択することが可能です。

　　※　今後のアップデートにより、選択できる「種類」が追加されていく予定です。

　　　「見出し」と「文章」にテキストを登録して「OK」で保存すると、ワンクリックで好きな

　　テキストボックスをHTMLに貼り付けることができるようになります。

　



３. パーツ

　

　「パーツ」をHTMLに貼り付けたい場合は、ATHENAを起動した画面の上記赤枠の部分

　から選択して操作することが可能です。

　○お気に入りボタン：

　　お気に入り登録を行うボタンを簡単にHTMLへ貼り付けることができます。

　

　○カウントダウンタイマー：　

　　「販売終了まであと xx　時間・・・」等の、閲覧者を心理的に焦らせるような効果のある

　　カウントダウンタイマーを簡単にHTMLに貼り付けることができます。

　　

　　「終了日時」や「メッセージ」等の必要な項目を設定したら「OK」で設定した

　　カウントダウンタイマーを保存することが出来ます。

　　



　○　「いいね！ボタン(FACEBOOK)」　「TWEETボタン(TWITTER)」
　　　「いいね！＋TWEETボタン」

　　「一定のSEO効果がある」とされている「いいねボタン」や「TWEETボタン」

　　も簡単にHTMLへ貼り付けることができます。

　　貼り付けた後は「メニュー」の「プレビューを表示する」で内容を確認してみましょう。

４.　ボタン画像、CSSボタン、CSS見出し、CSSテーブル

　①　　Athenaからデザインマスターを起動する

　

　「ボタン画像」「CSSボタン」「CSS見出し」「CSSテーブル」は

　弊社「デザインマスター」の機能となります。

　ボタン用画像やテーブル、見出しなどを簡単に作成できるツールです。

　「ボタン画像」「CSSボタン」「CSS見出し」「CSSテーブル」のどちらのボタンからも

　デザインマスターを起動することができます。

　　※　「CSSボタン」「CSSテーブル」のみAthena独自の機能を利用できます。　

　　　　　（詳細は「②」を参照）

　「デザインマスター」操作方法については、恐れ入りますが、

　以下のマニュアルをご参照下さい。

　　　○　デザインマスター　使い方マニュアル

　　　http://cdn.internal.co.jp/assets/files/support/designmaster/pdf/manual.pdf



　②　「CSSボタン」「CSSテーブル」

　

　　　「CSSボタン」： 

　　　CSSボタンを選択すると下図のようにボタン設定画面が起動します。

　　　赤枠の「新規で自由に作成する」を選択するとデザインマスターが起動します。

　　　

　　　

　

　　　　また、上記の例のようにボタン上のテキストとURLの登録を行って「エディターにHTMLを

　　　　出力」を選択すると、作成中のHTMLにボタン画像を貼り付けることができます。

　　　　「CSSテーブル」：

　　　　「CSSテーブル」についても「CSSボタン」と同様に、起動すると設定画面が起動します。

　　　　「横並び３列型」を選択して編集画面を起動しましょう。

　　　　※　ここで「自由作成型」を選択して「OK」を押下すると

　　　　　　　デザインマスターが起動します。

　　



　　　　編集画面は以下の図のように表示されますので、１列目、２列目・・・とCSSテーブルの

　　　　内容を順次登録していきます。

　　　　

　　　　登録が全て終われば、「エディターにHTMLを出力」を押下することで

　　　　現在編集中のHTMLにCSSテーブルを貼り付けることが出来ます。



５.　ファイル出力とアップロード

○　ファイル出力

　

　編集したHTMLとサイトデータを出力します。

　データの出力先はデフォルトで「C:\ProgramData\ATHENA」直下となります。

　ファイル出力を行うと「C:\ProgramData\ATHENA」直下に

　「data」と「output」というフォルダが作成されます。

　※　　保存場所　（C:\ProgramData\ATHENA\output\・・・・・）

　　

　　「ファイル出力」をクリックすると下図のように「プレビュー」「アップロード」「OK」

　　の選択肢が表示されます。

　「プレビュー」は作成したHTMLの様子を表示し、「アップロード」は事前に設定したサイトへ

　データとHTMLを転送します。「OK」はプレビューもアップロードも行わずにHTMLを保存します。

　　※　アップロードの設定は後述の「8.アップロード設定」を参照。



6.　ライブラリ

　ライブラリでは、HTMLサイトに使用したい画像を自由に登録することができます。

　登録は「追加」から行って下さい。

　また、「画像作成」を選択すると、デザインマスターが起動して画像作成機能を

　利用して画像を作成することも可能です。

　　



7.　ページ追加
　トップページのHTMLにコンテンツを追加したい場合は、「ページ追加」機能を利用します。

　①　ATHENAを起動して「ページ追加」を選択します。

　　　　※　「ページ追加」を行う場合は、図のようにページを追加したい場所(ディレクトティ)
　　　　　　が選択されている状態であることを確認した上で操作を行って下さい。

　

　②　サイドバーに見出しを追加したい場合は「見出しを追加する」を選択し、

　　　　記事をサイドバーに投稿(表示)したい場合は「一般ページを追加する」を選んで下さい。　　

　　　もうページ追加を開くと下図のように追加した「見出し」と「記事」が「サイト構成」に

　　　表示されます。

　　



　この場合、実際のHTMLでは以下のように表示されます。

　　

　③　サイトの構成を変更したい場合

　　サイドバーに表示されている投稿済み「見出し」「記事」の位置を変更したい場合は

　　「サイト構成設定」を選択して下さい。ドラッグ＆ドロップで見出し・記事の位置関係を

　　自由に変更することが可能です。

　　

　　

　サイトの構成を変更した後は、必ず「プレビューを表示」で変化を確認しましょう。



8.　アップロード設定

①　アップロードを選択してFTPクライアントを起動

②　「FTPクライアント」を起動したら「接続」を押下

③　FTPリストで「新規作成　⇒　FTP詳細設定」と進み、接続先FTPの登録を行う。　　



第３章　解決編

1. サポートページのご活用

①　サポートページ

ATHENAのサポートページは以下のURLにてご案内致しております。

　　【ATHENA　サポートページ】

　　http://www.internal.co.jp/support/athena/

②　アップデート

ATHENAに新しい機能等が追加された際には

サポートページにおいてアップデートを公開する場合がございます。

その場合には、下記サポートページから

アップデートをダウンロードされた上でアップデートをお試し下さい。

 　【http://www.internal.co.jp/support/athena  /update/】

※　アップデートを実行される場合は、事前に全てのソフトウェアを停止して下さい。

　　また、アップデートが正しく進行しない場合には、PCを再起動した後に

　　再度アップデートをお試し下さい。

③　お問い合わせ

　

サポートページをご参照いただいても改善がみられない場合には

下記ページよりATEHNAのサポート窓口までお問い合わせ下さい。

【その他のお問合せ】
http://www.internal.co.jp/support/athena/other.phtml

http://www.internal.co.jp/support/athena
http://www.internal.co.jp/support/athena/other.phtml
http://www.internal.co.jp/support/radiograbber/update/

