
【ビフォーアフター 版】 
まとめ記事の作り方 

2015年3月10日 改訂 

推奨ブラウザーはWindows、Macともに 
「Google Chrome」となります。 

他のブラウザーでは動作しない可能性がございます。 
 

ご不明な点がございましたら、以下URLよりお問い合せくださいませ。 

http://iemo.jp/contact_us 

http://iemo.jp/contact_us
http://iemo.jp/contact_us


iemoでは、事業者の皆さまがお持ちの無数の家に関する「ビフォーアフター」
事例を簡単なまとめの形式で作っていただくことで、日本最⼤の「ビフォーアフ
ター」集積場を作りたいと考えています。 
 
「ビフォーアフター」版は、特にリフォームやリノベーションを手がける事業者
さまに最適なフォーマットとしてご用意いたしました。 
 
次ページ以降で記事の作り方をご説明しています。一見「記事を作るのは⼤変そ
う…」と思われるかもしれませんが、一度作ってみると意外に簡単ですので、ま
ずは1記事ご執筆いただければ、と存じます。記事作成に際してわかりにくい点
などがございましたら、私どもがサポートいたしますので、遠慮なくご連絡くだ
さいませ。 
 
iemoに、御社が手がけた素敵な「ビフォーアフター」事例が一つでも多く掲載
されることを心より楽しみにしております。 
 
 

 iemo 株式会社 

はじめに 



【必要な素材】 
1. 画像３枚 

●リフォームしたお宅のメイン画像 
●紹介するお宅のビフォー画像 
●紹介するお宅のアフター画像 
 

2. リフォーム費用等のデータ 

ビフォーアフター 版 推奨フォーマット 

これらを揃えた後に、次ページ以降の説明通りに作
業することで、推奨フォーマットに沿ったまとめを
作ることができます。 
 



［以降はログイン後、ページ上部ナビの「まとめを作る」をクリックした後の画面になります。］ 
まとめ記事作成画面の構成 

②メニューバー 

①記事概要 

省略 

③記事文 
 
 



① まとめのタイトルを入力（35字程度推奨） 
記事のテーマを記載してください。その際に［ビフォーアフター］の⽂字をタイトルに組み込むよう
にしましょう。（英語ではなく『カタカナ』での表記を推奨しています） 
テーマには下記のキーワードを組み込んでください。 
 
1. 施工箇所 
 
 
 
 
 
 
2. 目的 
 
 
 
 

 
 

① 説明⽂を記入（100～150字推奨） 
リフォームで行ったことと、ビフォーから どのように変わったのか、変化について説明して下さい 
 
 

 キッチン 
 浴室 
 トイレ 
 洗面化粧室 
 リビング・ダイニング 
 寝室・居室 
 窓まわり 

 玄関まわり 
 外構（塀、窓） 
 太陽光 
 ベランダ／バルコニー 
 駐車場 
 収納リフォーム 
 外装 

 家の老朽化・設備の老朽化 
 デザインリフォーム 
 間取り変更 
 リノベーション 
 バリアフリー 

 エコリフォーム 
 防犯 
 設備の使い勝手の改善 
 家族構成の変化 

記事作成手順①記事概要 



② 

① メニューバーで追加アイテムを選択 

登録するアイテムの種別をクリックす

ると、各アイテム追加ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 編集ボックス 

登録した各アイテムにマウスオーバー

すると編集用ツールが表示されます。 

① 

② 

   アイテムの修正を行う 

   アイテムの削除を行う 

   アイテムを一番上に移動する 

   アイテムを一つ上に移動する 

   アイテムを一つ下に移動する 

   アイテムを一番下に移動する 

   ドラッグアンドドロップにより、 
   自由な場所にアイテムを移動する 
 

見出し 
段落の内容が一見してわかるような「見
出し」をつける際に利用します。 
 
本文 
画像に関連のないテキスト（例：見出し
を補足する⽂章）を入力する際に使いま
す。 
画像に関するテキストは、画像をマウス
オーバー後、「修正」を押して、「写真
の説明」欄に利用します。 
 
画像 
画像を表示させる際に利用します。画像
にはタイトルと、説明⽂をつけることが
できます。（画像をマウスオーバーし、
「修正」を押す） 
 
ボタン 
商品を販売しているショップや、紹介し
た画像に関連するサイトに訪問するため
のボタンが作れます。 
 
動画 
Youtubeの動画が追加できます。 
 
Twitter 
ツイートが追加できます。（個別ツイー
トのURLを入力） 

記事作成手順②メニューバー 



1. 見出し①を入力（メニューバーから「見出し」を選択 ） 
特徴や素材、タイプなど具体的な説明をします。 

2. メイン画像を登録 
（メニューバーから「画像＞アップロード」を選択 ） 
施工後の全体がわかる写真を入れます。 

3. 説明⽂①を入力（200字以内） 
（挿入したメイン画像にカーソルをあて、「修正」を選択） 
設備説明、工事についての説明を入れます。 リフォームした
ことによって、どのような暮らしの改善が みられたのかも説
明します。 

4. 見出し④を入力 
［ビフォー］の⽂字の後に施工前の難点を説明します。（英
語ではなく『カタカナ』での表記を推奨しています） 

5. ビフォー画像を登録 
施工前の写真を入れます。 

6. 説明⽂②を入力（200字以内） 

施工前の難点を具体的に説明します。 
7. 見出し⑦を入力 

［アフター］の⽂字の後に、叶えられたコトを説明します。
（英語ではなく『カタカナ』での表記を推奨しています） 

8. アフター画像を登録 
ビフォーと同じ⾓度で撮ったアフターの画像を登録します。 

9. 説明⽂③を入力（200字以内） 
アフターで叶えられた特徴的なポイントを具体的に説明しま
す。 

10. 見出し⑩（「リフォームDATA」）を入力 
11. 「本⽂」を使って、DATAを入力 

材料費／工事費／リフォーム面積／建物種別など、リフォー
ムに関する情報を記載します。 

12. 見出し⑫（「設計・施工」）を入力 
13. 「本⽂」を使って、下記を入力 

会社名／住所／電話番号／営業時間／会社URLなど、施工会
社に関する情報を記載します。 

14. 「ボタン」を使って、外部サイトなどのリンクを掲載 
見学会・説明会などの応募フォーム、企業サイトなどの外部
リンクを掲載します。（記事の流れから自然に誘導できるよ
うにしましょう） 

記事作成手順③記事⽂ 

① 

② ③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ ⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 



アイテムをいくつか作成していく際、「このアイテムと次の間に差
し込みたい」という時は以下の方法で行うと便利です。 
 
 ① 

② 

③ 

挿入したい場所を決めます。 

挿入したい場所（アイテムと
アイテムの間）の左側をマウ
スオーバーすると、「追加」
という矢印が出てきますので、
クリックします 

するとアイテムを選ぶバーが
出てきますので、登録したい
ものをクリックし 
作成完了すると間に差し込ま
れます。 
これにより、毎回一番上で作
成してから移動する手間が省
けます♪ 

【補足】アイテムの作成について 

なお、各アイテムは作成したあとに、上下に移動することもできます（6ページ「記
事作成手順②メニューバー」の右下「編集ボックス」に詳しい解説があります） 
 



公開前にチェックしてほしい「５つのポイント」 
 
記事が完成したら、公開するために下記の5つのポイントに従って読みなおしてみましょう。 
より多くの読者に読んでもらえる記事を目指すために⼤切なポイントをご紹介します。 
 
1：「iemoの読者層」を意識していますか？  
 
iemoの読者は96%以上が女性で、20代後半から30代の方が中心。 
家具やインテリア・雑貨、収納アイデアといったジャンルに興味がある、暮らしを楽しみたい方々ばか
りです。 
 
しかし、はじめからリフォームやリノベーションなどに強い興味を持っている方とは限りません。 
 
改めて記事を読み直して、より多くの読者に興味を持ってもらえる記事になっているかをチェックして
みましょう。 
 
★iemoのサイト特性や読者層については下記でも紹介しています。ぜひ参考にしてください。 
http://iemo.jp/14219 
 
 
２：「ですます調」で書いていますか？女性が読みやすい記事ですか？ 
 
上記の通り、読者の⼤半が女性。女性が読みやすい⽂体はやはり「ですます調」です。 
ブログのようなくだけすぎた⽂体や、漢字を多用して「である調」で書いた堅い⽂体は、女性にとって
は読みにくいとされています。 
 
また、宣伝要素が多い記事に抵抗感を抱く女性も少なくありません。 
 
女性目線に立ってみて、この⽂章が読みやすいかどうかということもチェックしてみましょう。 
 
 
３：「スマホ」で読まれることを意識していますか？ 
 
iemo読者の⼤半はスマホでiemoを閲覧しています。 
あまりにも⽂章が長いと、スマホでとても読みにくくなります。 
（せっかく→不要？）書いた記事を最初から最後まできちんと読んでもらうために、適切な⽂字数で書
くことをおすすめします。 
 
【各パーツの適切な⽂章量】 
 
◯タイトル…35字程度 
 ・書き方のコツは下記でも紹介しています。ぜひ参考にしてください。 
  http://iemo.jp/13895 
 
◯説明⽂…100～150字（PCで改行を入れても、スマホでは改行なしで表示されます。ご注意くださ
い） 
 ・書き方のコツは下記でも紹介しています。ぜひ参考にしてください。 
  http://iemo.jp/13901 
 
◯写真に添えるテキスト…200字程度（こちらはスマホで改行されますが、100字くらいを目安に改行を
入れたほうが読みやすくなります） 
 
 
 

 
 
 
 

http://iemo.jp/14219
http://iemo.jp/13895
http://iemo.jp/13901


公開前にチェックしてほしい「５つのポイント」 
４：専門用語はわかりやすく説明していますか？ 
 
業界でふつうに使われている言葉は、読者にとっては馴染みのないものが少なくありません。 
読める人のほうが多いと思われる漢字でも、ルビ（よみがな）をふっておくと親切です。 
 
【注釈や説明を加えたほうがいい用語例】 
・ヘリンボーン 
・コーキング 
・ラーチ材 
・可動間仕切り 
→例えば「ヘリンボーン」は「ヘリンボーン（V字形に長方形を縦横に連続させた模様）」とすると親
切です。 
 
【ルビをふっておくと親切な用語例】 
・無垢(むく)材 
・珪藻土（けいそうど） 
 
【言い換えたほうが親切な用語例】 
・樹種→木材の種類 
・耐候性がある→形、変色、劣化等の変質を起こしにくい性質 
 
 
５：誤字脱字や表記ゆれはありませんか？ 
 
誤字脱字が多い記事は、信ぴょう性を疑われてしまいます。 
記事を書いたら、必ず読みなおすようにしましょう。 
 
また、「キレイ」と「きれい」、「素敵」と「すてき」など、 
同じ言葉で異なる表記で書かれる「表記ゆれ」も、読者にとっては非常に読みづらく感じてしまいます。 
記事内で統一の表記がなされているかどうかも確認しましょう。 
 
★iemoでは統一の表記ルールも用意しています。併せてチェックしておきましょう。 
http://iemo.jp/14056 
 
 
上記の5つのポイントをクリアしていると判断できたら、「まとめを公開する」ボタンを押して
記事公開しましょう！ 
 
 
★「ビフォーアフター」というタイトルで公開した記事は… 
ご自身のまとめページのほか、下記よりチェックすることができます。 
http://goo.gl/jKrlZc 
※他の事業者さまの記事なども、ぜひ参考にしてみてください。 
 

 
 
 
 
 

http://iemo.jp/14056
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