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よろしくお願いします



本日の内容





Webデザイン編：Fireworks デモ

HTMLコーディング編：Dreamweaver デモ

CSSコーディング編：コーディング
 

デモ

おまけ

Adobe製品はCS3を使います



効率

テーマ

今日から現場で使えるテクニック

（スピード）



Webデザイン編



[スタイル]を活用しよう

[シンボル]を活用しよう

[矩形スライス]で効率よく書き出そう

Fireworksの便利な使い方

デザインのひな形を用意しよう



デザインのひな形を用意しよう



デザインのひな形を用意しよう

サイトのロゴ タグライン

ナビ
パンくずリスト

フッタ



デザインのひな形を用意しよう

960px



[スタイル]を活用しよう

スタイルパネルです

自分で作ったスタイルを
登録することができます



[スタイル]を活用しよう

塗り、ストローク、フィルタ
を「スタイル」として登録

「読み込み」と「書き出し」が
できるので、共有することが
できます

テキスト（フォントやサイズや
色など）もスタイルとして
登録することができます



実際にご覧ください  
（デモ）



[シンボル]を活用しよう

ライブラリパネルです



[シンボル]を活用しよう

よく使うパーツを登録しておく

シンボルを書き換えると
ステージ上の全シンボルが
一気に書き換わる

シンボルを他のシンボルに
入れ替えることも可能



実際にご覧ください  
（デモ）



[矩形スライス]で効率よく書き出そう

ツールボックスです

ここにスライスツールがあります



[矩形スライス]で効率よく書き出そう

こっちのほうが楽です

オブジェクトを選択して
右クリックでもできます

矩形スライスの挿入



[矩形スライス]で効率よく書き出そう

複数 ひとつ



実際にご覧ください  
（デモ）



Webデザインはひな形を用意できる！

[スタイル]パネルはカスタマイズして使おう！

面倒でもマメに[シンボル]化しよう！

[スライス]を意識したレイヤー構造にしよう！

Webデザイン編のまとめ



HTMLコーディング編



[スニペット]を活用しよう

キーボードショートカットを活用しよう

Dreamweaverの便利な使い方

原稿を効率よく流し込もう

正規表現を活用しよう



[スニペット]を活用しよう

スニペットパネルです

よく使うコードを登録
しておくことができます

スニペットは共有する
こともできます



実際にご覧ください  
（デモ）



キーボードショートカットを活用しよう

これも欲しいデフォルトのショートカット

<p> 段落 + shift + P

<h1> 見出し + 1

<h2> 見出し + 2

<h3> 見出し + 3

<h6> 見出し + 6

:

<ul> リスト

<ol> 番号付リスト

<dl> 定義リスト

<div> ブロック要素



キーボードショートカットを活用しよう

キーボードショート
カットエディタです

キーボードショート
カットをカスタマイズ
することができます



キーボードショートカットを活用しよう

キーボードショート
カットエディタです

セットを保存する
ことができます



キーボードショートカットを活用しよう

キーボードショート
カットエディタです

一覧をHTMLで
書き出すことが
できます



実際にご覧ください  
（デモ）



正規表現を活用しよう

よく使うメタキャラクタの例

. すべての単一文字（ピリオド）

* 0回以上の繰り返し（アスタリスク）

+ 1回以上の繰り返し（プラス）

^ 行の先頭（キャレット）

$ 行の最後（ドル記号）



実際にご覧ください  
（デモ）



タグを手書きしない！
（時間がかかる、ミスが起こる）

ひな形はスニペットに登録しておこう！

キーボードショートカットは
カスタマイズして使おう！

よく使う正規表現は保存して使いまわそう！

HTMLコーディング編のまとめ



CSSコーディング編



グローバルナビ

パンくずリスト

カラムレイアウト

デモの内容



実際にご覧ください  
（デモ）



displayプロパティを使いこなそう！

ネガティブマージンで効率アップ！

CSSコーディング編のまとめ



http://css.bashalog.biz

もちろん、無料です！

本日より一般公開しています！



制作現場では

スピードアップの秘訣は
 

こと

効率アップを意識すれば

最後に

スピードが重要

ツールを知る

スキルも上がる



本編はここまでです



One More Thing？
おまけ

の裏側



多人数ブログ  
運営の秘訣



良い点

更新の負荷が分散される

取り上げる話題の幅が広くなる

みんなで盛り上げていく楽しさ



良くない点

更新する人×更新しない人

同じブログの中でネタがかぶる



ツールを導入しています
では



当番決め



連絡帳



使ってみると  
なかなか便利



そこで







本日より一般公開しています！

http://toubankun.c-brains.jp

もちろん無料です！



ご清聴ありがとうございました
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