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はじめに
リフォームギャラリーについて

■リフォームギャラリー
貴社のこだわりの施工事例を、詳細の画像、説明文にて掲載し、広くお客様に公開します。
さらに、投稿施工事例は、毎年度のコンテスト表彰事例・応募事例として、お客様に
アピールする機会を増やします。
（地域・リフォーム箇所・こだわりポイントなどから施工事例を検索できます）

（施工箇所は青写真含め、10件まで登録可能です）
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ページ非公開

0 はじめに
公開までの流れ

記事作成

ページ公開
修正・更新

承認依頼受付メール
（自動返信）

リフォームギャラリーのページは、貴社でマイページから「作成」「修正・更新」が可能
です。作成・編集された記事の内容を協会が確認、承認ののち公開となります。

記事編集

保存

承認

協会確認

修正依頼

協会確認

修正依頼

承認依頼受付メール
（自動返信）

保存

承認依頼

承認依頼
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マイページ

アイテム(画像) アップロード

新規作成

承認

修正反映ページ
公開



パスワードのリセットは、

ご登録のメールアドレスを
入力してください。

0 はじめに
ログインの手順

ログインフォーム右下の
[パスワードをお忘れですか︖]をク
リックして、パスワードのリセット
をおこなってください。

パスワードをお忘れの場合

ベターライフリフォーム協会の
サイトへアクセスします。

https://www.blr.or.jp/

[マイページ]ボタンをクリック
してログインページへ移動しま
す。

ログインフォームが表示された
ら、ユーザー名とパスワードを
入力し、[サインイン]ボタンを
クリックします。

ユーザー名とパスワードは、入
会時発送されるスタートキット
内に封入 or 営業エリア登録時
に使用されたものを入力します。
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株式会社テスト

複数事業所をお持ちの方

ログインするとユーザーダッ
シュボードが表示されます。

画面左の[BLRリフォームギャ
ラリー]をクリックします。

1 リフォームギャラリーの作成
(1) リフォームギャラリーを開く
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[BLRリフォームギャラリー]
が表示されていない場合は、
[(他のサイトを選択..)]をク
リックで表示された一覧から
[BLRリフォームギャラリー]
を選択して、[OK]をクリッ
クします。

株式会社テスト

記事に使用する画像を先に登録しておくとよりスムーズです。

→ 次ページ「(２) 画像(アセット)の登録方法」を参照ください。



1 リフォームギャラリーの作成
(2) 画像(アセット)の登録方法

画像を追加したい場合は、再度
[アップロードするファイルを
選択または画面にドラッグ＆ド
ロップしてください。（複数
可）]をクリックします。

ここで登録された画像は、記事
編集画面のメインビジュアルや
施工画像の画像選択時に表示さ
れます。
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★20MB以上の写真はアップ
ロードできません。登録画像
は20MB未満の容量に写真を
圧縮してください。

上）アップロード中の表示
下）アップロード完了の表示

アップロード済みの画像は [アセット]の [一覧] から確認できます。

画像の削除については、必ず
p.19 を確認してください。

BLRリフォームギャラリーが表示
された状態で、[アセット]の[▼]
をクリックします。
アイテムが開かれるので、[アッ
プロード]をクリックします。

画像登録画面が表示されるので、
[アップロードするファイルを
選択または画面にドラッグ＆
ドロップしてください。（複
数可）]をクリックします。

※極力、Before・Afterの
図面画像を入れてください︕

画像があるフォルダを開き、登
録したい画像をクリックします。
画像が青く選択された状態で、

[開く]をクリックします。



BLRリフォームギャラリーが表
示された状態で❞記事❞の[▼]を
クリックします。

記事のアコーディオン開いたら、
[新規]をクリックします。

記事入力画面が表示されます。

1 リフォームギャラリーの作成
(3) 新規作成記事を開く

左記のような表示があれば、BLRリ
フォームギャラリーの[新規作成]クリ
ックで記事追加可能です。
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○○○建設株式会社1-00000-000

ページ内容を入力してください。
「*」がついているものは、
必須です。

1 リフォームギャラリーの作成
(4) ページ内容を入力する

①

①
②

②

③

④

③

④

⑤

⑤
⑥

⑥

▼入力画面︓ページトップエリア

▼表示イメージ︓ページトップエリア

①*記事のタイトルを入力

②*施工担当事業所を選択
※ログインしたユーザーに紐づ
いている事業所が選択できます。

③*メインビジュアル︓P.6で登
録した画像の中から1枚選択

④*本文を入力

⑤こだわりポイント︓当てはま
るポイントにチェックする（複
数可）

スライドはメインビジュアル＋
施工箇所(After) に登録された画
像が表示されます。
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[保存]ボタンを押した後、こだわりポイ
ントを変更する場合

一度、すべてのチェックを外してから、
当てはまるポイントにチェックし直して
ください（1つ以上複数可）。

⑥* リフォーム箇所︓当てはま
る箇所にチェックする（1つ以上
複数可）



施工事例（1）は削除できません。
最後の施工箇所から削除します。

1 リフォームギャラリーの作成
(4) ページ内容を入力する

▼入力画面︓施工箇所（1）～（10）

▼表示イメージ︓施工箇所（Afterのみ）

施工箇所が複数ある場合、クリックし
てください。

⑦～⑪の入力欄が追加されます。
（最大10セット）並び替えできません

⑦

⑧

⑩

⑪

追加した施工箇所入力BOX右上の
[削除]をクリックしてください。

施工事例を削除する場合
▼表示イメージ︓施工箇所（Before/After）

施工箇所︓
Before

施工箇所︓Before画像キャプション

⑧⑦
⑩’

⑪’

ページ内容を入力してください。
「*」がついているものは、
必須です。施工事例の並び替え
はできません。

⑦*施工箇所タイトルを入力

⑧*施工箇所本文を入力

⑨施工箇所Before︓Beforeの画
像も準備できる場合にチェック
してください
⑩’施工箇所︓Before
→ Beforeの画像を選択
⑪’施工箇所︓Before画像キャプショ
ン
→ Beforeの画像についての簡単な説
明文を入力

⑩* 施工箇所Afterの画像を選択

⑪施工箇所After画像キャプ
ション︓画像についての簡単な
説明を入力

⑦

⑧

⑨

⑩’

⑪’

⑩

⑪
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チェックした場合、⑩’と⑪’が表示

※極力、Before・Afterの
図面画像を入れてください︕



⑫*所在地︓都道府県を選択後、
市区町村を選択

⑬*施工日数︓施工に掛かった
日数/期間を選択

⑭*施工完了(年月)︓施工が完
了した年月で完了日を選択
※カレンダーで年月日を指定い
ただきますが、実際に表示され
るのは年月までです。

⑮*物件種別を選択

⑯構造を選択

⑰築年数を選択

⑱工事床面積を半角数字で入力

⑲*費用(表示用)︓半角数字と
カンマのみで入力

⑳*費用(価格帯)︓⑲を元に価
格帯を選択
（リフォームギャラリーの絞り込
みなどに使用します）

㉑*居住者構成︓年齢別に居住
者人数を選択
（ペットがいる場合は入力
例︓犬1匹、猫1匹など）

㉒特に配慮した事項を入力

㉓備考を入力

1 リフォームギャラリーの作成
(4) ページ内容を入力する

▼入力画面︓詳細情報エリア

㉒

㉓

㉑

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

ページ内容を入力してください。
「*」がついているものは、
必須です。

▼表示イメージ︓詳細情報エリア
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⑫

㉑

⑬
⑭

⑮
⑯
⑰

⑱
⑲

⑳

㉒

㉓



1 リフォームギャラリーの作成
(5) 協会への依頼内容を入力する

①

②

リフォームギャラリーを公開するた
めに、協会へ承認依頼をします。
その際、協会から連絡をする場合が
ありますので、作成担当者さまの連
絡先を入力してください。

非表示 ↓

▼入力画面︓協会連絡情報
この線より下の内容は、表示されま
せん。

担当者情報を入力してください。
「*」がついているものは、
必須です。

①*投稿︓新規ページの投稿な
ので、[新規]を選択

②*担当者の連絡先を入力
・お名前
・メールアドレス
・電話番号

[保存]をクリックして、応募内
容を一旦保存します。
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↑「備考」より上が公開情報

○○○建設株式会社1-00000-000



○○○建設株式会社1-00000-000

：○○○建設株式会社1-00000-000

○○○建設株式会社1-00000-000

1 リフォームギャラリーの作成
(6) 公開依頼をする

依頼を行うため、以下の手順を
実施してください。

[プレビュー]をクリックします。
登録した内容で公開ページのイ
メージが表示されるので、内容
や誤字脱字

について
確認します。

内容に問題ないことを確認した
ので、[承認依頼]をクリックし
て、協会に公開の承認を依頼し
ます。

[保存]は依頼が飛びません。
一次保存して事業所内で確認する
際にご使用ください。

確認のアラートが表示されます
ので、[OK]をクリックします。
「承認依頼を送信しました。」
と表示されたら依頼完了です。

承認依頼を行うと、自動メールが届きます。
公開までしばらくお待ちください。

12

▲プレビューイメージ



ログインするとユーザーダッ
シュボードが表示されます。

画面左の[BLRリフォーム
ギャラリー]をクリックしま
す。

2

BLRリフォームギャラリーが表
示されるので、❞記事❞の[▼]
をクリックします。
記事が開かれますので、[一覧]

をクリックします。

リフォームギャラリーの編集
(1) 編集したい記事を開く

記事の一覧が表示されるので、
更新したい記事の[タイトル]を
クリックします。

非公開の状態では、このように
表示されています。

左記のような表示があれば、BLRリ
フォームギャラリーの[記事]クリック
で記事の一覧が表示可能です。
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株式会社テスト

株式会社テスト

複数事業所をお持ちの方

[BLRリフォームギャラリー]
が表示されていない場合は、
[(他のサイトを選択..)]をク
リックします。サイトを選択
が表示されるので、[BLRリ
フォームギャラリー]を選択
して、[OK]をクリックしま
す。



○○○建設株式会社1-00000-000

入力した内容やP.7～9を参考に、
修正・更新したい内容に変更し
ます。

2 リフォームギャラリーの編集
(2) ページ内容を編集する

▼表示イメージ ▼入力画面
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こだわりポイントの修正・更新の場合

一度、すべてのチェックを外してから、
当てはまるポイントにチェックし直して
ください（1つ以上複数可）。



2 リフォームギャラリーの編集
(3) 協会への依頼内容を入力する

①

②

非表示 ↓
リフォームギャラリーを更新・修正
版を公開するために、協会へ承認依
頼をします。

その際、協会から連絡をする場合が
ありますので、編集担当者さまの連

絡先を入力してください。

▼入力画面︓協会連絡情報 この線より下の内容は、表示されま
せん。

担当者情報を入力してください。
「*」がついているものは、
必須です。

①*投稿︓ページの更新投稿な
ので、[更新]を選択

②*担当者の変更があれば編集
して入力
・お名前
・メールアドレス
・電話番号

③更新/削除理由を入力

③
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↑「備考」より上が公開情報



○○○建設株式会社1-00000-000

○○○建設株式会社1-00000-000

○○○建設株式会社1-00000-000

2 リフォームギャラリーの編集
(4) 更新依頼をする

承認依頼を行うと、自動メールが届きます。
更新・修正版の公開までしばらくお待ちください。
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▲プレビューイメージ

依頼を行うため、以下の手順を
実施してください。
[プレビュー]をクリックします。
登録した内容で公開ページのイ
メージが表示されるので、内容
や誤字脱字

について
確認します。

内容に問題なければ以下をク
リックします。
[保存]︓修正・更新した内容を
一時保存します。
[承認依頼]︓修正・更新した内
容を保存し、記事公開の承認を
依頼します。

確認のアラートが表示されます
ので、[OK]をクリックします。

※OKをすると、一時保存の状
態になり、非公開になります。

[保存]は依頼が飛びません。一次
保存して事業所内で確認する際に
ご使用ください。

[承認依頼]の場合、確認のア
ラートが表示されますので、
[OK]をクリックします。
「承認依頼を送信しました。」
と表示されたら依頼完了です。



ログインするとユーザーダッ
シュボードが表示されます。

画面左の[BLRリフォーム
ギャラリー]をクリックしま
す。

3

BLRリフォームギャラリーが表
示されるので、❞記事❞の[▼]
をクリックします。
記事が開かれますので、[一覧]

をクリックします。

リフォームギャラリーの削除
(1) 削除したい記事を開く

記事の一覧が表示されるので、
削除したい記事の[タイトル]を
クリックします。

左記のような表示があれば、BLRリ
フォームギャラリーの[記事]クリック
で記事の一覧が表示可能です。
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株式会社テスト

株式会社テスト

複数事業所をお持ちの方

[BLRリフォームギャラリー]
が表示されていない場合は、
[(他のサイトを選択..)]をク
リックで表示された一覧から
[BLRリフォームギャラリー]
を選択して、[OK]をクリッ
クします。



3 リフォームギャラリーの削除
(2) 協会へ削除依頼をする

①投稿の[削除依頼]をクリック
します。

②更新/削除理由に削除を行い
たい理由を記入します。

ページが公開されている場合、
一度非公開にいたします。
確認のアラートが表示されます
ので、[OK]をクリックします。

確認のアラートが表示されます
ので、[OK]をクリックします。
「承認依頼を送信しました。」
と表示されたら依頼完了です。

協会が削除を行いますので、
[承認依頼]をクリックします。

承認依頼を行うと、自動メールが届きます。
削除されるまでしばらくお待ちください。
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①

②

○○○建設株式会社1-00000-000

○○○建設株式会社1-00000-000



4 注意
画像の削除について

BLRリフォームギャラリーが表
示された状態で、❞アセット❞
の[▼]をクリックします。
アセットが開かれるので、[一
覧]をクリックします。

登録した画像の一覧が表示され
ます。

削除したい画像のチェックを入
れて、[削除]をクリックします。

確認のアラートが表示されるの

で、[OK]をクリックします。
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ログインユーザーに関連している事業所のリフォームギャラリーに使用し
ている全画像がここで管理されています。
他のギャラリーページで使用している画像も表示されます。
削除前に必ず確認してください。

画像(アセット)の削除方法


	リフォームギャラリー投稿マニュアル
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19

