圧倒的コストパフォーマンスのハイエンドCMSソリューション
Power CMS for MT 1.5 は Movable Type 4.2 に対応したプラグインセットです。ユーザーイ
ンターフェースの刷新によりブログエンジンの常識を覆す使いやすさを実現。クオリティの高いデ
ザインテンプレートが追加され、見栄えのするサイトを簡単に立ち上げることが可能になりました。

http://powercms.alfasado.net/

より使いやすくなったインターフェース

Web サイトの立ち上げをスピーディに

Web サイトの機能を強化

新しい Power CMS for MT では、サイトの構造を直感的に把

コンテンツ移行は驚くほどスムーズに。既存の HTML ページ

インデックス型全文検索により大量の文書を高速にサーチ。

リビジョン管理機能ではブログ記事 / ウェブページが更新され

握できる「BlogTree ダッシュボード」。右クリックで各種操

を一括インポートして、エントリーやブログ記事として保存

PDF 文書や Oﬃce 文書の検索も可能に。会員限定ページ設定

ると自動的にバックアップが作成されるので、いつでも元の状

作が行えます。また、ユーザー毎に管理画面の任意の画面にブッ

が可能になりました。また、デザインテンプレートセットが

やメールマガジンなど、ユーザーの満足度の向上に繋がる機能

態に復元できます。また、リモートサーバーへのバックアップ

クマークできる「CMS ブックマーク」で管理画面内の移動が

付属され、質の高い Web サイトを容易に立ち上げることがで

も追加・改善されました。新たに搭載されたモバイル機能では、

機能や内部リンク・外部リンクに対応したリンクチェッカなど

簡単になりました。

きます。

同一のソースから、PC、携帯向けページを自動生成できます。

が新たに追加。サイトの運用管理を強力にサポートします。

Web サイトの運用管理を強力にサポート

新機 能が加 わ り 、 よ り使いやすさが向上しました 。
BlogTree ダッシュボード
ブログ・カテゴリ・エントリーを階層型ツリー表示す
る BlogTree ダッシュボードでサイトの一覧性が向上。
ドロップダウン・サイドバー、CMS ブックマーク機能
が CMS のユーザビリティを向上させます。

Sta Pro Ent

リビジョン・コントロール

リモート・バックアップ

ブログ記事 / ウェブページが更新

データベースのダンプ・データと

されると自動的にバックアップが

ドキュメント・ルート以下のファ

作成されます。

イル一式を定期的に自動バック

さらにブログ記事 / ウェブページ

アップ。

に含まれる添付ファイルや画像などのファイルも同時に保

バックアップデータを FTP によって遠隔サーバーに自動

存されるので、いつでも元の状態に復元できます。

転送します。
Ent

Ent

リンクチェッカ

エンタープライズ・サーチ

内部リンク・外部リンクに対応し

インデックス型全文検索により大

たリンクチェッカが付属。

量の文書を高速にサーチ。

サイトの品質管理を強力にサポー
トします。

HTML/PDF 文書に加え、各種オフィスソフトのファイル
検索が可能です。

Pro Ent

Ent

会員限定ページ設定

携帯サイトを自動生成

会員専用ウェブサイト用のテンプ

第 3 世代携帯電話に対応したサイ

レートセットを適用するだけで、

トを自動生成します。クイックロ

すぐに会員専用ウェブサイトが開

グイン対応の会員制サイトや管理

設できます。

画面も提供。
Pro Ent

Pro Ent

一括インポータ

テンプレートセット

既存の HTML ページを一括イン

機能があらかじめ組み込まれたハ

ポートして、Power CMS のエン

イ・クオリティ且つシンプルなデ

トリーやブログ記事として保存可

ザインテンプレートセット 5 種類

能。ページに含まれる画像や、リ

が付属。写真やテキストの入れ替

ンクしている PDF ファイルなども Power CMS のアイテ

えのみですぐにクオリティの高いサイトをスピーディに立

ムとして取り込み可能です。

ち上げることが可能です。
Ent

Sta Pro Ent

目的に応じて選べる、2つのソリューション

Sta Standard 中小規模規模サイト向けCMS強化ソリューション

Pro Professional 大規模サイト向けCMS強化ソリューション

高機能WYSIWYGエディタを内蔵。
入力インターフェイスがさらに簡単に
Sta Pro Ent

高機能WYSIWYGエディタ(TinyMCE)を標準搭載。利用するボタンを変更するなどカ
スタマイズも可能です。
Microsoft Wordのように文章装飾でき、MT標準のWYSIWYGエディタにはない見
出しや表組(Table)作成にも対応しています。
Microsoft Excelからの表のペーストが可能。複数画像の一括アップロード、
ドラッグ＆
ドロップでの画像貼り付けにも対応しています。

Ent Enterprise エンタープライズ/イントラサイト向けCMS強化ソリューション

MTに登録されたユーザーに一括で
メールマガジンを作成・送信。
配信予約機能により指定日時送信も可能。
Pro Ent

MTに登録したユーザーを対象としたメールマガジンを配信可能です。メールマ
ガジンはブログ毎に配信対象メンバーを指定でき、指定日時送信も可能です。ま
た、バックナンバーをブログのエントリーとして保存することも出来ますので、配
信したメールの内容をサイトで自動的に公開できます。

エティタの編集領域に適用されるスタイルシートを登録できます。実際のサイトのデザ
インを適用することにより、サイトの見た目そのままにブログ記事/ウェブページの編集
が可能です。

エントリー投稿画面のカスタマイズがとっても簡単!
ファイルのアップロードも投稿画面から。
Sta Pro Ent

「概要」には何を入れよう?「キーワード欄」には何を入れよう? もう悩まなくて済みます。
Sta Pro Ent

PowerCMS for MT ならエントリー投稿画面にフィールドやメニュー、日付、添付ファイルをいく

リスト系ページをページ分割。

つでも自由に(しかも簡単に!)追加可能です。
拡張フィールドはエントリー単位で追加します。エントリーの編集画面からフィールドをその場で

スタティックパブリッシングでのページ分割をサポート。インデックス・アーカイブや日付、

追加でき、
「画像・ファイルの添付」、
「チェックボックスグループ」などカスタムフィールドにない形

カテゴリどの「ブログ記事リスト」系アーカイブでエントリーの件数毎にページを自動的に

式のコントロールも扱えます。

分割して生成します。
設定は管理画面で分割したいテンプレートにチェックを入れるだけ。ウェブサーバーの設
定変更やPHPによる分割など面倒な設定は必要ありません。

「添付ファイル」
コントロールには「名前」
「説明」をあわせて登録できます。
「説明」
フィールドではWYSIWYGエディタの利用も可能です。
アップロードしたファイルはMTの「アイテム」に自動的に保存され、
ファイルが画像の場合はサムネイルも自動的に生成されます。追加した
フィールドの値はブロックタグのループで順番に取り出されるため、
フィールドを追加してもテンプレートを修正する必要はありません。

Sta Pro Ent

カスタマイズした投稿画面をいくつでも登録。

エントリーにウェブページを関連付け、複数ページからなる一連のページを簡単に作成。
ページ送りナビゲーションも自動生成。

フィールドを追加してカスタマイズした投稿画面は「エントリーテンプレート」
としてMovable Type

ブログ記事を親に持つ複数のウェブページを作成できるので、複数ページからなる一連の記

エントリーの種類を選択するだけでカスタマイズされた投稿画面が簡単に呼び出せます。

Pro Ent

に登録しておくことが可能です。新規エントリー投稿時には、サムネイルアイコン一覧から作成する

事の作成が簡単です。
ブログ記事を親として、
ウェブページを子として関連づけて作成できます。グループ化された
ページ間の移動のためのページ送りナビゲーションもテンプレートで自動生成出来ます。
この機能によって、ニュース系ポータルサイトなどでよく見られる複数のページから構成され
る一連の記事の作成が出来ます。管理画面の一覧表示では「ブログ記事」
「ウェブページ」そ
れぞれを表示できるため、それぞれの管理をシンプルに行うことが可能です。

Sta Pro Ent

強力なインポーターで初期データの登録/リニューアルをすばやく。

Microsoft Excelなどのアプリケーションで作成したCSV/TSV (Tab Separated Value)ファイルからエントリー/カテゴリーのインポー
トが可能。カテゴリーの階層指定やカスタムフィールドのインポートも可能です。

Sta Pro Ent

確認画面付きのアンケートフォームを3分で作成。

付属の「フォームテンプレート」を利用すれば、拡張フィールドとして作成したフォームのコントロールをそのままアンケートフォームとして利
用できます。投稿されたデータを処理するCGIプログラムも付属していますので、アンケートフォームの作成はわずか3分で完了します!

エントリーを公開状態にしたまま、
「次のバージョン」を準備できる。
Pro Ent

エントリーの「次」バージョンを作成して保存できます。ワークフロープラグインとの組み合わせにより、現在公開中のエントリーを下書きに戻すことなく、公開権限のない下位のユーザーが公開中のエントリーを修正→承認依頼→上位のユーザーが公開
といった運用の流れをつくることができます。また、
「次」バージョンのエントリーを指定日に公開する(指定日に準備していた原稿に一気に差し替える)ことも出来ます。サイト更新のスケジューリングやワークフローが一層組み立てやすくなりました。

Sta Pro Ent

高速なキーワード/タグ検索を標準装備。

PowerCMS for MT には高速で多機能なキーワード/タグ検索プログラムが付属しています。例えば特定のカテゴリー内のキーワード(タ
グ)を含むエントリーの検索や検索結果のページ送り、日付による絞り込みなど、MT標準の検索機能では実現出来なかったサイト内検索が手
に入ります。検索結果のフィード取得も可能です。

Sta Pro Ent

エントリーの並び順はドラッグ＆ドロップで自由自在に設定。

エントリーの表示順を変更するためにいちいち日付を変更したり連番を振る必要はありません。
表示順の設定はエントリーをグループ化してドラッグ＆ドロップで指定するだけ。直感的な操作で
エントリーの表示順を自在に制御できます。
特定の条件のエントリーが新規作成された際、
グループの先頭または末尾に自動追加する機能も
備えています。

Sta Pro Ent

承認ワークフローを実現。

例えば「ライター」
と
「編集者(管理者)」の間で承認依頼/差し戻しが可能です。ステータスをレビュー(承認依頼)に変更すると
「ライター」は
エントリーの編集が出来なくなり、
「編集者(管理者)」へ通知メッセージが送られます。
「編集者(管理者)」が差し戻すことで「ライター」へは
メッセージが送信され再びエントリーの編集が可能になります。

Sta Pro Ent

管理画面をロック、ステージングサーバー→公開サーバーへデータを転送。

「システム管理者」以外のユーザーに一時的に管理画面の操作を出来なくする
「管理画面ロック機能」、
ステージングサーバー、公開サー
バーへのデータ転送(同期)機能を備えています。管理画面をロックした後、1クリックでステージングサーバー、公開サーバーへデータを転
送できます。

Sta Pro Ent

アクセス解析を管理画面で。

ページビューベースのアクセス解析の他、サイト内検索のキーワードやフレーズ、
クリッ
クされた「タグ」などのレポートが作成できます。ホットエントリーやホットなタグをテン
プレートタグで出力することも可能です。

Sta Pro Ent

時限公開によるページの自動公開・削除。条件タグで指定日にページを切り替えることも。

エントリーの時限公開が可能です。設定した日時にページを非公開できるだけでなく、設定した日時にページの内容を自動的に差し換える
こともできます。

Sta Pro Ent

サイトのアクセシビリティを向上/確保。

アクセシビリティプラグインにより、入力されたテキストを機械処理によって音声読み上げ
にやさしいフォーマットに自動変換します。全角半角文字の統一や機種依存文字等は自動
判別して適切な文字に置き換えますので、
コンテンツ作成者の学習コスト、制作コストを軽
減できます。
※サイト運営のための各種ガイドラインや、
ガイドラインにあわせたフィルター、チェックプログラムの作成など
は別途承ります。

Sta Pro Ent

豊富なオプションプラグインが付属。

制作現場での「こうしたい」
「こうならないの?」から生まれた様々なプラグインが付属しています。サイトのニーズにあわせてご活用くださ
い。オプションプラグインは今後不定期に追加リリースの予定です。

ユーザーインターフェイスの刷新によりブログエンジンの常識を覆す使いやすさを実現
エディター
高機能WYSIWYGエディタを標準搭載。

ページ分割
インデックス・日付・カテゴリなどのリスト系アーカイブ
を一定のブログ記事件数で分割可能。

グループ機能強化
複数ページからなる一連の記事の作成・管理が簡単。

次バージョン
エントリーを公開状態にしたまま、エントリーの「次」バ
ージョンを作成・公開日時指定が可能。

メールマガジン
MTに登録されたユーザーに一括でメールマガジンを
作成・送信できます。

カスタマイズ
エントリーの投稿画面のカスタマイズがとても簡単。複
数ファイルの添付も思いのままです。

エントリーテンプレート
カスタマイズしたエントリー投稿画面を複数登録して
すぐに呼び出せます。

Power CMS for MT はウェブサイトの
制作・運用の現場で開発されたMovable

Blog Tree ダッシュボード

インポーター

階層型ツリー表示でサイトの一覧性が向上。

CSVファイルからエントリー、階層付きカテゴリーのイ
ンポートが行えます。

サイトリニューアル

Typeのためのプラグインセットです。

既存のHTMLページの一括インポートが可能。

Movable Typeを「CMS(コンテンツ管

リビジョン・コントロール

理システム)」
として活用するための様々

エントリーの更新時に履歴を自動保存。

な機能を提供します。

エンタープライズ・サーチ

フォーム作成
確認画面付きのフォームをわずか3分で作成。

高速/条件指定検索
高速で詳細な条件指定が可能な検索プログラム。

インデックス型全文検索により大量の文書を高速サーチ。

新しいPower CMS for MTでは、サイト
の構造を直感的に把握できる
「BlogTreeダッシュボード」
とユーザー

リモート・バックアップ
データベースのダンプ・データとドキュメント・ルート以下の
ファイル一式を定期的に自動バックアップ。

リンクチェッカ

毎に管理画面の任意の画面にブックマー

内部リンク・外部リンクに対応したリンクチェッカが付属。

クできる
「CMSブックマーク」で管理画

メンバーログイン

面内の移動がスムーズに。 単なる管理
ツールの枠をこえて「制作・開発」
「管理」
「運用」までを幅広くサポートします。

表示順設定
ドラッグ＆ドロップでブログ記事/ウェブページの表示
順設定を行えます。

ログインユーザーだけに公開されるページを作成可能。

ワークフロー
承認フロー、ステージングサーバーや公開サーバーへ
のデータ転送が管理画面から行えます。

アクセス解析
ページビューを確認できるだけでなく、アクセス状況を
MTタグで呼び出すことも出来ます。

アクセシビリティ

モバイルサイト
第3世代携帯電話に対応した携帯サイトを自動生成します。

テンプレートセット
シンプルで高品質な汎用的なテンプレートセットが付属。

音声読み上げに最適化されたテキストへの自動変換や
HTML文法チェックを標準装備。

インストーラー
付属のインストーラーで設定は一瞬。

必要なシステム構成
●Movable Type 4.1及び4.2 (4.2での利用を推薦)
●Movable Type Enterprise 4.1及び4.2
●Perl バージョン 5.8 以上

●PHP バージョン4.0 以上 (検索機能/ログ解析機能に必要)
●MySQL 5以降、PostgreSQL 8以降、Oracle Database 10g（Enterpriseのみ）
Microsoft SQL Server 2005（Enterpriseのみ）
※Unix及びWindows両プラットフォームに対応しています

Movable Type は 米Six Apart, Ltd.の商標です。

The Yahoo! User Interface (YUI) Library is a set of utilities and controls, written in JavaScript, for building richly interactive web applications using techniques such as DOM scripting, DHTML and AJAX. The YUI

Library also in-cludes several core CSS resources. All components in the YUI Library have been released as open source under a BSD license and are free for all uses. TinyMCE is a platform independent web based
Javascript HTML WYSIWYG editor control released as Open Source under LGPL by Moxiecode Systems AB. Microsoft Excelは、米国Microsoft Corp.の商品名称です。

なお、本文書においては、文書の体裁上の都合により製品名の表記において商標登録表示、
その他の商標表示を省略している場合がありますので、
予めご了承ください。

アルファサード有限会社

http://alfasado.net/

〒106-0032 東京都港区六本木 7-3-16 田中ビル 302号
電話：03-3403-0676 FAX：03-3403-0677

製品の最新情報

Standard
http://alfasado.net/powercms/
Professional http://alfasado.net/powercms_pro/

お問い合わせ先

powercms@alfasado.jp

