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簡単！ホームページ作成 講座 

作:今関了雅   



2/29 

自己紹介 

今関 了雅（Imazeki Ryoga) 
 
1991年生まれ 
 
静岡県掛川市出身 
大学進学と共に東京へ上京。 
 

情報学部として4年間ITを学び、在学中はWeb製作や 

某大手IT企業でアルバイトをしていました。 
 

2014年に新卒で都内の某広告会社に就職し、Webとスマホアプリ

のディレクターを経験。 
 
2015年に会社のTVCMキャンペーンサイトの責任者を経験。 
現在は実家の静岡に帰省し独立。 
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Summary 

1. ホームページの仕組み 

2.Webサーバー契約・設置（10日間無料お試しも有） 

3. 独自ドメイン取得・設定 (※省略可) 

4. WordPressインストール・設定 
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1. ホームページの仕組み 
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１．ホームページの仕組み 

インターネット上で情報を公開する仕組みを、ホームページと言います。 

ホームページのコンテンツ（内容）は、インターネット上に点在する、Webサーバー 
というホームページ公開専用のコンピュータのなかに保存されています。 
私たちの端末から、そのパソコンに命令を出し、情報を送ってもらうことで、 
ホームページを見ることができます。 
 

「総務省 安心してインターネットを使うために 国民のための情報セキュリティサイト」 より引用 
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１. ホームページの仕組み  

○○○.com 

家に例えると・・・ 

ホームページが「家」だとすると、家を建てるための 

土台となる「土地」が必要です。 

この「土地」が「Webサーバー」です。 

そしてその家の「住所」を表すのが「ドメイン」です。 

 

 

↓ホームページ 

↑Webサーバー 

←ドメイン 

豆知識：FC2ブログやアメブロなどは無料で利用できますが、アフィリエイトが禁止になったり
規約が変わり突然ブログが消されることがあります。 
独自のホームページを作れば消される心配はありません！  
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2.Webサーバー契約・設置 
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2. Webサーバー契約・設置 

10日間無料お試しが利用できます！ 

低価格で使いやすい、個人にオススメなWebサーバー「ロリポップ」 

https://lolipop.jp/ 
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2. Webサーバー契約・設置 （ロリポップ 無料お試し利用方法） 

ロリポップ トップ画面 

右上の[ 無料お試し ]をクリック 

STEP1 プラン選択 

「ライト」または「スタンダード」 
プランを選択 

STEP2 アカウント情報 入力 

「ドメイン」「パスワード」「メールアドレス」を入力 
※後で独自ドメインに変更可能 

STEP3 お申込み内容入力 

「名前」「住所」「電話番号」等入力 

STEP4 お申込み内容確認 

入力情報の確認 

申し込み完了！ 

登録したメールアドレスに確認のメールが届きますが、パスワードは記載されていないので 
必ずメモしてください！ 
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3. 独自ドメイン取得・設定 (※省略可) 
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3. 独自ドメイン取得・設定（ロリポップの無料ドメインでも良い方は省略してOKです）  

ロリポップの会社が運営しているドメインサービス「ムームードメイン」 

https://muumuu-domain.com/ 
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3. 独自ドメイン取得・設定 独自ドメインって何？ 

【無料のドメイン】 

http://ameblo.jp/yandereotto/ 
http://ameblo.jp/petit-price-ranking/ 

【独自ドメイン】 

http://imazeki-ryoga.com/ 
http://www.takoman.co.jp/ 

無料ドメインの場合はサービス名などがドメインに含まれてしまうが、 
独自ドメインの場合はサービス名などが含まれない任意の名前を 
つけることができる。 

↑サービス名 ↑任意の名前 ↑任意の名前 
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3. 独自ドメイン取得・設定 独自ドメインって何？ 

・GoogleやYahoo!の検索が順位が上がりやすい（SEO対策） 
 なぜ？ → Google（検索エンジン）では、原則的に上位１ページ内に表示するコンテンツの制限に、
「同じドメイン内のページを二つ以上表示させない」といった制限がある 
 
（例）Googleの検索結果の1ページ目にはアメブロは２つまでしか出てこない！ 

独自ドメインのメリットは？ 

「短いドメイン名で覚えて貰いやすい」、「ドメイン名でメールアドレスが作れる」、「サイト
の信頼性が高まる」「サイトの引っ越しができる」「かっこいい」…etc 

他にもたくさん・・・・ 
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3. 独自ドメイン取得・設定 ムームードメイン 

STEP1 使用したいドメイン名を入力 STEP2 利用可のドメインを選択 STEP3 ドメイン設定 

利用可能なドメインには「○」がつきます 
決済方法は「クレジットカード」 

「コンビニ振込」「銀行振り込み」
を選べます。 

STEP4 連携サービス 

無視で大丈夫です 

STEP5 内容確認 STEP6 決済 

各決済画面へ遷移 

取引完了！ 
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3. 独自ドメイン取得・設定 ロリポップに独自ドメインを設定しよう 

ロリポップの左メニュー[独自ドメイン]の[独自ドメイン設定]から設定できます。 
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3. 独自ドメイン取得・設定 「ロリポップFTP」からWordPressを設置するフォルダを作成 

ロリポップの左メニュー[WEBツール] 
→[ロリポップ！FTP]をクリック 

新規フォルダ作成をクリック 

STEP1 ロリポップ 
STEP2 ロリポップFTP 

STEP3 ロリポップFTP 

任意のフォルダ名を入力し、[保存]をクリック 
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4. WordPressインストール・設定 
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4. WordPressインストール・設定 WordPressとは？ 

管理画面から直観的にページを作ることができる！ 

そもそもWordPressって何？ 

※ザックリ説明します。 

WordPressとはCMSの代表格。 

CMS（【 Contents Management System 】 コンテンツマネジメントシステム）とは、サイト製

作に必要な専門スキル（HTML,PHPなど）がなくても、ページの作成が簡単&効率的に

できる優れものです。 

本来サイト製作はHTML等を打ち込む必要があった
が・・・。 

WordPressを使うと・・・ 
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4. WordPressインストール・設定 WordPressインストール設定 その１ 

ロリポップ 

ロリポップ左メニュー 
[簡単インストール]→[WordPress] 
をクリック 

WordPressの[利用する]をクリック 

WordPressの設定 

※16ページ（ロリポップFTPから
WordPressを設置するフォルダを作成 
）で設定したフォルダを指定 

ユーザー名とパスワードは忘れないよう
にメモしてください 

次ページへ 
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4. WordPressインストール・設定 WordPressインストール設定 その2 

確認ページ 

[承諾する]にチェックを入れ、[インストール]をクリック 
「正常にインストールが完了いたしました」という画面が出たら完了です。 

【管理者ページURL】はブックマークしておきましょう 

管理者ページURLからWordPressのログイン画面に遷移 

19ページで設定した「ユーザー名」と「パスワード」を入力 

ログイン後、管理者ページにアクセスできます。 
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1. ホームページの仕組み 

2.Webサーバー契約・設置（10日間無料お試しも有） 

3. 独自ドメイン取得・設定 (※省略可) 

4. WordPressインストール・設定 
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おまけ FTPソフトを利用してフォルダをWebサーバーにアップロード、バックアップをとる方法 

ロリポップ 

ロリポップ左メニュー[アカウント情報]をクリック 

Windowsの方は「WinSCP」 

Macの方は「Cyberduck」 

参考：Win WinSCPのSSH設定について  
https://lolipop.jp/manual/user/ssh-w-winscp/ 

ホスト名 = FTPサーバー 
ポート番号：2222 
ユーザー名：FTP・WebDAVアカウント 
 

パスワード：FTP・WebDAVパスワード 
プロトコル：SCP 
 

[保存]してサーバーにアクセスし。任意のフォルダをアップロード 
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番外編 WordPress 簡単な使い方紹介 

WordPressは機能がたくさんあるので1冊書籍を用意することをオススメします。 

書店やAmazonにたくさんあります。 

リクエストがございましたら「WordPressによるサイト製作セミナー」を開催します！ 
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番外編 WordPress 簡単な使い方紹介 サイトのデザイン変更 

WordPress管理画面の左メニューの[外観]→[テーマ]→[新規追加]よりお好きなデザインを 
選択できます。 
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番外編 WordPress 簡単な使い方紹介 記事の投稿方法 

WordPress管理画面の左メニューの 
[投稿]→[新規追加]をクリック 

記事内容を入力し、[公開]をクリック 

豆知識：見出しを使用したい場合は「テキスト編集モード」を使用して<h1></h1>でテキストを囲む。 
大見出し：<h1>   中見出し:<h2>     小見出し  <h3> 
 
(例)<h1>正しい睡眠のとり方</h1> 

テキスト編集モード 
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番外編 WordPress 簡単な使い方紹介 アフィリエイト広告の設定方法（GoogleAdsense編） 

WordPress管理画面の左メニューの[外観]→[ウィジェット]をクリック。 
「テキスト」ウィジェットにGoogleAdsenseのコードを貼り付けて[保存]をクリック。 

サイトにアフィリエイト広告が 
表示されます。 
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番外編 WordPress 簡単な使い方紹介 サイトのアクセス解析（GoogleAnayltics） 

WordPress管理画面の左メニューの[外観]→[テーマの編集]をクリック。 
右側の「header.php」ファイルの<head>~</head>の間にGoogleAnalyticsの 
「トラッキングコード」を貼り付け。 
[ファイル更新]をクリック。 

参考：【図解】５分で完了！Google AnalyticsをWordPressにサクッと設置・設定する方法 
http://blog.zius.jp/wordpress/90/ 
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お疲れ様でした！ 

※WordPressは大変便利ですが、カスタマイズしすぎると機能しなくなる場合があります。 
知識やスキルに自信がない方はカスタマイズを最小限にしてください。 

サイトのデザインよりも大事なのはサイトの中身（コンテンツ）です！！ 

「どんな方に見てもらいたいか」、「どんな情報を知りたいのか」を意識しながら 
サイト製作を行いましょう。 
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Webサイト管理者におススメのサイト。 「Web担当者Forum」  

http://web-tan.forum.impressrd.jp/ 

Web担当者Froum（フォーラム） 
通称：ウェブタン 
 
検索結果に上位表示をさせる「SEO対策の方法」
や「どんな記事を投稿すればよいか」などWeb管
理者に必要な情報を毎日更新！ 
 
わかりやすいマンガ解説などもあります。 
 
 
 
 
 

Web管理者向けのサイトはたくさんありますが、とりあえずこれだけ見てれば大丈夫です！ 


