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◆ ホームページ・ビルダー SP でできること
ホームページ・ビルダー SP を使うと、より直感的な操作でページを編集して、思い描くイメージどおりのホ
ームページを作成できます。

1

テンプレートを選択

2

ページを編集
●

3

設定をカスタマイズ

●

配置を調整

サイトを転送・公開
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●

パーツを貼る

パーツの位置変更、サイズ変更もマウス操作で行えま
す。

デザイン・業種を選択するだけでサイ
ト作成
テンプレートから好みのデザインを選択し、業種を選択す
るだけで、ホームページのサイトと必要なページを作成で
きます。

パーツをドラッグ&ドロップで貼り付け
新しいパーツの配置は、パーツ一覧からのドラッグ&ドロ
ップで完了します。

一般的なホームページも WordPress
サイトも作成可能
一般的なホームページも、 WordPress サイトも作成で
きます。

パソコン・スマートフォンに対応
テンプレートから作成したページは、スマートフォンにも対応
し、自動で最適な形式で表示されます。スマートフォン専
用ページを作成する必要がありません。スマートフォンで
の見え方は、ホームページ・ビルダー SP でも確認でき
ます。

※ホームページ作成時にどちらにするかを選択します。作成後に変更
することはできません。

パーツを好みにカスタマイズ
ページに配置されたパーツの設定変更はとても簡単で
す。パーツをクリックして をクリックし、表示されるビュー
で設定を変更します。
ビューでの設定変更がすぐページに反映されるので、変
更を確認しながらカスタマイズできます。

※地図など一部のパーツは、プレビュー画面で確認する必要がありま
す。
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◆ はじめの確認事項
ホームページ・ビルダー SP では、テンプレートを利用してホームページのページとサイトを作成します。
ホームページ・ビルダー SP で作成できるホームページには、 2 つのサイトタイプがあります。
はじめに、タイプの違いを確認し、自分のホームページのサイトタイプを決めます。
サイトタイプが決まったら、選択したタイプに応じたホームページの作成・公開手順を確認します。
ホームページの公開場所（サーバー）も準備します。

サイトタイプを決める
ホームページ・ビルダー SP では、「通常」「 WordPress 」の 2 つのサイトタイプのホームページを作成で
きます。
作成できるページはほぼ同じですが、サイトの公開方法や管理・運用方法、ページに配置できるパーツな
どに違いがあります。違いを確認し、どちらのタイプのホームページを作成するかを決めます。
●通常

●WordPress

以前から一般的によく使われている HTML をベー
スにしたホームページです。
ホームページ・ビルダー SP でページを編集してペ
ージを更新していきます。

WordPress を利用したホームページ（ WordPress
サイト）です。ホームページの枠組みはホームページ・ビ
ルダー SP で作成しますが、ブログを書くような感覚
でインターネットから文章や写真を投稿して、ページを
更新していきます。
●

●

●

記事を投稿して
更新する部分

サイトの公開先サー
バーに、 WordPress
のプログラムが必要
です。
サイトのページは、ホ
ームページ・ビルダー
SP で編集する部分
と、インターネットから
記事を投稿して更新
する部分とで構成さ
れています。
サイトのページには、
WordPress のウィジ
ェットエリア*1 が自動
的に配置されます。

ウィジェットエリア
が自動配置
される
*1 ウィジェットエリアの内容は、ホームページ・ビルダー SP では設定
できません。

●

★ポイント WordPress とは
インターネットのサーバーで動作する、ブログを書くよ
うな感覚で文章や写真を投稿して、ホームページを
更新するプログラムです。
ホームページ・ビルダー SP で作成したホームペー
ジの枠組みと、インターネットから投稿した文章や写
真とをまとめて 1 つのホームページにする役割をし
ます。

パソコン以外に、スマートフォンやタブレット端末などから
記事を投稿できます。

WordPress サイトは、どこ
からでも、いつでも、誰で
もが、ページを更新でき
るのが、大きな特長です。
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ホームページの作成・公開手順を確認する
ホームページの作成・公開手順は、サイトタイプによって異なります。
通常サイトの場合は、すべての操作をホームページ・ビルダー SP で行います。
WordPress サイトの場合は、ホームページ・ビルダー SP で行う操作（ SP ）と、 WordPress の管理画面
で行う操作（ WP ）とがあります。
●通常サイトの場合

1

サイトを作成する

●WordPress サイトの場合

1

SP

テンプレートのデザインを選択し、ホームページのペー
ジとサイトを作成します。

2

サイトの構成を確認・変更する

ページの構成を確認し、必要に応じてページを追加・削
除します。

3

ページを編集する

文字を編集したり画像を差し替えたりなど、ページに配
置されているパーツを編集します。

4

サイトを転送・公開する SP

サイトを公開先のサーバーに転送するための設定を行
い、サイトを転送して、ホームページを公開します。
手順 1 ：情報を準備する
手順 2 ：転送の設定をする
手順 3 ：サイトを転送・公開する

サイトの構成を確認・変更する

ページを編集する

SP

文字を編集したり画像を差し替えたりなど、ページに配
置されているパーツを編集します。
インターネットから記事を投稿する部分など、
WordPress サイト特有のパーツの編集も行います。

4

サイトを転送・公開する

SP WP

サイトを公開先のサーバーに転送するための設定を行
い、サイトを転送します。
転送後、 WordPress にログインし、 WordPress の
管理画面でデータの反映を行ってサイトを公開しま
す。
手順 1 ：情報を準備する
手順 2 ：設定の設定をする SP WP
手順 3 ：サイトを転送する SP
手順 4 ：転送したデータを反映する WP
インターネットから記事を投稿する WP

★ポイント WordPress の管理画面とは
ブラウザーなどからアクセスする、 WordPress の操
作画面です。ホームページ・ビルダー SP で作成し
た WordPress サイトの枠組みと、インターネットから
投稿した記事の文章や写真の管理をします。
WordPress の管理画面では、転送した
WordPress サイトのデータの反映、記事の投稿の
ほか、サイトバーの設定などを行います。
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SP

ページの構成を確認し、必要に応じてページを追加・削
除します。

3

SP

SP

テンプレートのデザインを選択し、 WordPress サイト
のページとサイトを作成します。

2

SP

サイトを作成する

ホームページの公開場所（サーバー）を準備する
ホームページを公開するには、インターネットに接続できる環境と、ホームページの公開場所（サーバー）
が必要です。プロバイダーやレンタルサーバー会社などと契約し、サーバーを準備します。
▲

※サーバーの準備がまだの方には、ホームページ・ビルダー サービスのレンタルサーバープランをお勧めします。
P.7 ★ポイント ホームページ・ビルダー サービスとは

●通常サイト

●WordPress サイト
公開場所のサーバーに、 WordPress というプログラ
ムがインストールされている必要があります。そのた
め、サーバーは、 WordPress が動作する条件を満
たしたものを準備する必要があります。
▲

作成するホームページの規模・目的・機能によって、そ
れを満たすサーバーを準備します。
［例］動画や写真をたくさん使ったホームページを作成
したい
…容量が大きいサーバー
［例］オリジナルの URL （例「 justsystems.com 」）
を使いたい
…独自ドメインを取得できるサーバー
［例］問い合わせフォームやアクセスカウンターなどを設
置したい
… CGI が提供されているサーバー

P.8

WordPress サイトのサーバー動作環境

★ポイント ホームページ・ビルダー サービスとは
ジャストシステムが運営するホームページの公開・運営・管理サービスです。
「ぴったり 10GB プラン」「たっぷり 50GB プラン」などのレンタルサーバープランは、 WordPress が動作する条件を満
たしているのはもちろん、独自ドメインの取得や簡易 CGI の利用など、運用に便利なサービスをたくさん提供していま
す。
また、ホームページ・ビルダー SP との連携機能により、サイトの転送設定が簡単に行えます。
詳しくは、ホームページ・ビルダー サービスの Web ページ（http://hpbs.jp/）をご覧ください。
※ホームページ・ビルダー サービスの Web ページは、デスクトップ画面の［ホームページ・ビルダー サービスのご案内］をダブルクリ
ックしてもご覧いただけます。
※ J-License の場合は、ホームページ・ビルダー サービスとの連携はありません。

★ポイント Just アカウントとは
ジャストシステムのネットサービスをご利用いただくためのアカウントです。
メールアドレス（または User ID ）とパスワードで、ジャストシステムが提供する複数のネットサービスを利用できます。
ジャストシステム製品のユーザー登録、ホームページ・ビルダー サービスの申し込みなどを行うと、 User ID （お客様
番号）の発行とともに Just アカウントに登録されます。

- 7 -

WordPress サイトのサーバー動作環境
ホームページ・ビルダー
サービスをお使いの場合

そのほかのプロバイダーやサーバーをお使いの場合

次のプランのサーバーは
WordPress が動作する条件
を満たしており、 WordPress
サイトの公開サーバーとして
使用できます。

確認事項① WordPress 3.4 以上（日本語版）がインストールされて
いるか確認する
 インストールされている場合は、 WordPress が動作する条件
を満たしています。 WordPress サイトの公開サーバーとして使
用できます。
 インストールされていない場合は、「確認事項②」に進みます。
確認事項② 次の条件を満たしているか確認する
● PHP5.2.4 以上が利用できる
● MySQL5.0.15 以上が利用できる
● Apachemod_rewrite モジュールが利用できる*1
 条件を満たしている場合は、 WordPress サイトの公開サーバ
ーとして使用できます。
WordPress を使うために、 MySQL （データベース）の設定を
行っておいてください。

10GB プラン
50GB プラン
● ネットショッププラン
● ぴったり

● たっぷり

※ WordPress をあらかじめインストー
ルしておく必要はありません。ホー
ムページ・ビルダー SP からサイト
を転送時するときに、 WordPress
をインストールできます。

※ WordPress をあらかじめインストールしておく必要はありません。ホームページ・
ビルダー SP からサイトを転送するときに、 WordPress をインストールできま
す。

 条件を満たしていていない場合は、条件を満たしたサーバーを
ご検討ください。
*1 パーマリンクと呼ばれる簡潔な URL 形式を使用する場合に必要となります。
※詳しくは、プロバイダーやサーバー管理者にお問い合わせください。
※ WordPress の動作環境については下記 URL をご覧ください。

http://ja.wordpress.org/
※ WordPress サイトの動作確認済みレンタルサーバーの最新情報については下記 URL をご覧ください。

http://www.justsystems.com/jp/links/hpb/wpsv.html
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◆ ホームページ・ビルダー SP の画面
ホームページ・ビルダー SP の画面について、主な部分の名前と基本的な機能を紹介します。
1.
2.

3.

4.

* 画面は通常サイトのものです。

1. メニューバー
ドロップダウン形式でコマンドが表示されます。
サイトを開いているかいないかによってコマンドが変わり
ます。

▲

P.10

ナビバー

▲

2. ナビバー
上下の 2 段があり、よく使う機能のボタンが表示され
ます。
サイトを開いていないときは、下段のボタンは表示され
ません。

3. ビュー
サイトを構成しているページの一覧、ページに配置でき
るパーツの一覧が表示されます。
タブをクリックして一覧を切り替えます。
P.11

ビュー

4. ページ編集領域
ページを編集したり、ページの見え方を確認したりしま
す。ナビバーの［プレビュー］をクリックするごとに、編集
画面（ページ編集画面）／見え方の確認画面（プレビュ
ー画面）が切り替わります。
▲
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P.43

ページの見え方を確認する

ナビバー
上下の 2 段で構成されます。
上段には、ホームページ作成の流れに沿って必要な操作のボタンが表示されます。下段には、編集や表
示などに関する操作のボタンが表示されます。
※ナビバーが表示されていない場合は、メニューバーから［表示-ナビバー］を選択します。
※サイトを開いていないときやプレビュー画面では、下段のボタンは表示されません。

1.

2.

3.

4.

└ 6.┘└ 7. ┘

└ 8.┘

1. 新規作成
新しいサイトを作成します。

※プレビュー画面の表示倍率は変更されません。
※［ツール-オプション］の［編集ページの拡大表示］で、起動時の表示
倍率や拡大／縮小ボタンをクリックしたときの動きを設定できます。

3. 保存
サイトを上書き保存します。

表示倍率の変更
メニューバーから［表示-編集ページの拡大表示］を選択
すると、 800 ％～ 12 ％の表示倍率に変更したり、ページ
幅やページ全体が収まる表示倍率に変更したりできま
す。

4. プレビュー
ページ編集領域をプレビュー画面に切り替えて、ペー
ジの見え方を確認します。もう一度クリックすると、ペー
ジ編集画面に切り替わり、ページを編集できます。
5. サイトの公開
サイトを公開先のサーバーに転送します。
6. 操作を元に戻す／やり直す
直前に行った操作を元に戻したり、元に戻した操作をや
り直したりします。
※［ツール-オプション］の［操作の取り消し/やり直し］で、何回前まで戻
せるようにするかを設定できます。

ページを編集してレイアウトがひどく崩れたり、操作を元に
戻せなくなったりした場合に、メニューバーから［編集-前回
保存した状態に戻す］を選択すると、ページを前回保存し
た状態に戻すことができます。
※前回保存したときから現在までの編集内容は失われます。

10.

7. 編集領域の拡大／縮小／表示倍率をリセット
ページ編集画面の表示倍率を少しずつ拡大／縮小し
たり、起動時の表示倍率に戻したりします。

2. 開く
作成したサイトを開きます。

前回保存した状態に戻す

9.

5.

8. ターゲットブラウザの切り替え PC ／スマートフォン
ページ編集画面の表示を、パソコン用／スマートフォン
用に切り替えます。
ターゲットブラウザを切り替え後にプレビュー画面に切
り替えると、パソコン／スマートフォンでのページの見え
方を確認できます。
9. サイト設定
サイトのタイトルやキャッチフレーズを変更したり、ページ
のレイアウトを変更したりします。パンくずリストを表示する
かしないかも設定できます。
10. ブラウザー確認
ブラウザーを起動し、ブラウザーでの見え方を確認しま
す。クリックすると、インストールされているブラウザーの
一覧が表示され、起動するブラウザーを選択できま
す。
※インストールされていると選択できるブラウザーは、 Internet
Explorer ／ Firefox ／ Safari ／ Google Chrome ／
Opera です。

★ポイント ページ編集画面のフォント
［表示-編集表示の設定］で、ページ編集画面に表示される文字のフォント・サイズを指定できます。
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ビュー
3 種類のビューがあります。
○

ページ一覧 ビュー／パーツ一覧 ビュー
画面の左にドッキングして表示されます。タブをクリックしてビューを切り替えます。開いているビューの
タブをクリックすると、ビューが閉じます。
※ビューが表示されていない場合は、メニューバーから［表示-ページ一覧 ビュー／パーツ一覧 ビュー］を選択します。

○

パーツのプロパティ ビュー
ページ上のパーツを選択して をクリックしたときにフローティングして表示されます。タイトルバー右
端の をクリックすると、ビューが閉じます。
※メニューバーから［表示-パーツのプロパティ ビュー］を選択しても［パーツのプロパティ］ビューを表示できます。

●

ページ一覧 ビュー

●

パーツ一覧 ビュー

ページ一覧 ビュー
サイト内のページが一覧表示されます。ページのタイト
ルをクリックすると、クリックしたページの内容を編集でき
ます。

●

※タイトルの前のマークはサイトタイプやページのステータスによって変
わり、マークによって違いを見分けることができます。
通常サイトの場合は
が表示されます。

が表示され、 WordPress サイトの場合は
は、ページのステータスが「公開する」にな

っていることを示します。ステータスを「下書き」に変更すると
消えます。

が

をクリックするとページのタイトルやステータスを変更
でき、 をクリックするとページを削除できます。
［＋ページの追加］をクリックすると、ページを追加でき
ます。
［更新日時］には、サイトを保存した日時、［公開日時］
には、サイトを最後に転送した日時が表示されます。
▲
●

パーツのプロパティ ビュー
●

ページの構成や属性を変更する

パーツ一覧 ビュー
ページに配置できるパーツが一覧表示されます。上部
にある∨をクリックして配置したいパーツの種類を選択
し、パーツの一覧からページにパーツをドラッグ＆ドロッ
プして配置します。
▲

●

P.16

P.24

新しいパーツを配置する

パーツのプロパティ ビュー
ページ上で選択しているパーツに対して設定できる項
目が表示されます。
設定を変更すると、ページに変更が反映されます。
▲

※地図など一部のパーツは、プレビュー画面で確認する必要がありま
す。
P.24 パーツの設定を変更する

タブの上下位置を入れ替える
ドッキングしているビューのタブ上で右クリックし、［後方へ
移動］／［前方へ移動］を選択します。
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★ポイント ビューのドッキング・フローティングを切り替える
ビューのドッキング・フローティングは、簡単に切り替えることができます。
ビューをドッキングさせる
●

●

●

フローティングしているビューのタイトルバーをダブルクリックします。ビューが画面の横にドッキングします。
ビューのドッキング位置を変更する
ドッキングしているビューのタブを画面の反対の端にドラッグすると、ドッキング位置を画面の反対側に変更できます。
ビューをフローティングさせる
ドッキングしているビューのタブ上でダブルクリックするか、タブをページ編集領域までドラッグします。ビューがフローティ
ングします。ビューのタイトルバーをドラッグして使いやすい位置に移動します。
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◆ サイトを作成する
テンプレートを使ってホームページのページとサイトを作成します。

サイトを作成する
テンプレートのデザインを選択し、業種やサイトタイプなどの選択を行って、ホームページのサイトとページを
作成します。

1 サイトの作成を始める

3 基本情報を入力する

1. ナビバーの［新規作成］をクリックします。

2 テンプレートを選択する
2. 左側の一覧からテンプレートの種類を選択し、右側の
一覧から作成したいデザインを選択します。

1. ［サイト情報］の［サイト名］に、サイト名を入力します。

サイト名
ホームページ・ビルダー SP でサイトを開くときなどに表示
されるサイトの名称です。サイトの内容や目的がわかる名
前を付けておきましょう。

3. 次へ をクリックします。

※サイト名は、あとから変更できます。

2. ［業種］の∨をクリックし、業種を選択します。
ここでは［飲食店］を選択します。
業種の選択
選択した業種によって、サイトのページ構成や内容が異な
ります。
［例］ クリニック：治療方針、診療案内
企業：特定商取引法に関する記述 など
！注意 業種はあとから変更できません
作成するサイトの目的にできるだけ近い業種を選択し
ておいてください。
つづく 
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3. プレビュー をクリックし、［ページ］のタイトルを順番に
クリックして［プレビュー］でページの内容を確認し、 閉
じる をクリックします。

4 サイトを作成する
1. 完了 をクリックします。

テンプレートの保存を案内する画面が表示されます。
2. 閉じる をクリックします。

ホームページのページとサイトが作成され、ページ編集
画面にサイトのトップページが表示されます。

4. ［基本情報の入力］で、［タイトル］と［キャッチフレー
ズ］を入力します。

タイトル
タイトルは、サイトの閲覧時にブラウザーのタイトルバーに表
示されたり、検索サイトの検索結果に表示されたりします。

つづく 

キャッチフレーズ
キャッチフレーズは、サイトのトップページの閲覧時にブラウ
ザーのタイトルバーに表示されたり、検索サイトの検索結
果に表示されたりします。
ページのヘッダー部分にも表示されます。
※タイトルとキャッチフレーズは、あとから変更することができます。

5. ［サイトタイプ］で、［通常］または［ WordPress ］を
選択します。
ここでは［通常］を選択します。
▲

P.5 サイトタイプを決める

！注意

サイトタイプはあとから変更できません
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2. ページ一覧のタイトルを順番にクリックし、ページ編集画
面でページの内容を確認します。

5 ページの構成と内容を確認する
1. 画面左の［ページ一覧］ビューのページ一覧で、サイト
内のページの構成を確認します。

！注意 同じサイト内のページを同時に複数開くことは
できません
ほかのページを開いたときに、現在開いているページは
自動的に閉じられます。

★ポイント サイト名、タイトル、キャッチフレーズを変更する
サイト作成後にサイト名を変更するには、メニューバーから［サイト-サイトの一覧］を選択し、一覧で目的のサイトを選択し
て 変更 をクリックします。タイトル、キャッチフレーズを変更するには、サイトを開いているときに、ナビバー下段の［サイト
設定］をクリックします。
★ポイント サイトを閉じる
メニューバーから［ファイル-サイトを閉じる］を選択します。
★ポイント

サイトを開く

1. ナビバーの［開く］をクリックします。

2. 一覧から開きたいサイトを選択して 開く をクリックします。
※サイト名の前には、サイトタイプを示すマークが表示されます（通常サイト

／ WordPress サイト

）。

サイトが開き、ページ編集画面にサイトのトップページが表示されます。

★ポイント サイトを削除する
試しに作成したサイトなど、必要がなくなったサイトは削除することができます。
削除したいサイトを閉じ、メニューバーから［サイト-サイトの一覧］を選択し、一覧から削除したいサイトを選択して 削除
をクリックします。サイトの一覧からサイトが削除され、パソコン内に保存されていたサイトのデータも削除されます。
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ページの構成や属性を変更する
ページを追加したり、階層化したりして、ホームページを好みの構成にします。また、作成途中のページを
「下書き」というステータスにして、公開しないページに設定することもできます。
ここでは、「季節のメニュー春」というページを新しく追加し、作成済みの「メニュー」ページの下の階層に
配置し、公開しない「下書き」のページにする例を説明します。
※作成済みのページのタイトルを変更したり、ページを階層化したりしたいときは、操作 2 から始めます。

1 ページを追加する

目的のページが見つからない場合
●

［業種］の∨をクリックしてほかの業種に切り替えて、近
いページがないかを探します。ページに配置されるパー
ツや文章は業種によって異なるため、作成したサイトに
近い業種を選択すると、このあとのページ編集の手間
が少なくなります。

●

最小限のパーツだけが配置されたシンプルなページを
追加して自分でページをカスタマイズします。シンプル
なページを追加するには、［ページ一覧］ビューで［＋ペ
ージの追加］をクリックし、表示されるメニューから［新規
作成］を選択します。タイトルなどを設定して OK をクリ
ックすると、［ページ一覧］ビューにページが追加されま
す。

1. ［ページ一覧］ビューで［＋ページの追加］をクリック
し、表示されるメニューから［テンプレートから］を選択
します。

3. 追加 をクリックします。
［ページ一覧］ビューのいちばん下に「メニュー 1 」と
いうタイトルのページが追加され、ページ編集画面にペ
ージの内容が表示されます。また、ページ上部のサイ
トナビゲーションの最後に、「メニュー 1 」という項目
が追加されます。

作成済みのページと似た内容のページを追加する
［ページ一覧］ビューでページのタイトルを右クリックし、表
示されるメニューから［ページの複製］を選択します。［ペ
ージ一覧］ビューに「○○のコピー」という名前のページが
追加されます。

2. ［業種］の∨をクリックして業種を選択し、一覧から追加
したいページを選択します。
ここでは、サイト作成時に選択した業種［飲食店］を選
択し、［メニュー］のページを選択します。

つづく 
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2 ページのタイトルや属性を変更する

3 ページのタイトルや属性を確認する

1. ［ページ一覧］ビューで、追加されたページをクリック
し、

1. 「季節のメニュー春」ページで、ページのタイトルと属性
の変更を確認します
ページ上のページタイトルとサイトナビゲーションの最後
の項目が「季節のメニュー春」に変更されます。また、
パンくずリストが「トップ＞メニュー＞季節のメニュー
春」と階層関係になります。

をクリックします。

2. ［タイトル］に、「季節のメニュー春」と入力します。
タイトル
ページのタイトルは、ページの閲覧時にブラウザーのタイト
ルバーに表示されます。

3. ［ステータス］の∨をクリックして、［下書き］を選択しま
す。
下書きのページ
●

通常サイトの場合は、ページが転送されません。サイトを
公開したときには代わりに、「作成中です」という仮のペ
ージが表示されます。

●

WordPress サイトの場合は、 WordPress の管理画面
でデータを反映するときに、「公開しない」ページに設定
されます。

2. ［ページ一覧］ビューで、ページのタイトルと属性の変更
を確認します。
［ページ一覧］ビューのページタイトルが「季節のメニュ
ー春」に変更され、「メニュー」ページと「季節のメニュ
ー春」ページとが階層関係になります。また、「下書き」
のステータスにしたため、タイトルの前のマークから
（公開する）が消えます。

ページの内容が完成したら、［ステータス］を［公開する］
に変更して公開してください。

3. サイトナビゲーションの項目も、ページ構成に合わせて
階層化します。
▲

4. ［親ページ］の∨をクリックして、［メニュー］を選択しま
す。
「メニュー」ページと「季節のメニュー春」ページとが、
「親」－「子」の階層関係を持つようになります。

P.29

サイトナビゲーションの項目を変更する

▲

＊画面は通常サイトのものです。 WordPress サイトの場合は、「コメント
の投稿を許可する」という項目も表示されます。
P.18 ★ポイント コメントの投稿を許可する－ WordPress サイ
トの場合－

5. OK をクリックします。
★ポイント

ページを削除する

［ページ一覧］ビューで削除したいページをクリックし、

をクリックします。

※トップページは削除できません。
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★ポイント コメントの投稿を許可する－ WordPress サイトの場合－
WordPress サイトのページには、ページの下部にコメント欄を設けることができます。
※トップページには設定できません。

1. ［ページ一覧］ビューでコメントの投稿を許可するページをクリックし、
［ページの変更］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［コメントの投稿を許可する］をオンにし、 OK をクリックします。
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をクリックします。

◆ ページを編集する
ページに配置されているパーツの設定を変更したり、位置や大きさを調整したりして、ページの内容を目
的に応じたものに編集します。
WordPress サイトの場合は、インターネットから記事を投稿する部分など、 WordPress サイト特有のパー
ツの設定も行います。
最初にパーツの種類と基本操作を確認しておきましょう。
パーツの種類

○

パーツの基本操作

▲

○

P.20
▲

P.23

主なパーツを編集していきます。

●

画像を編集する・差し替える

●

サイトナビゲーションの項目を変更する

●

表を編集する

●

地図を設定する

●

お問い合わせフォームを設定する

●

インターネットから記事を投稿する部分の設定をする

●

ページのレイアウトを変更する

P.25
▲

P.26
▲

▲

文字を編集する

▲

●

P.29

P.32
▲

P.33
▲

P.35
▲

▲

P.42
P.43

、

▲

▲

ページを編集したときは、ページの見え方を確認し、サイトを上書き保存します。

P.45

！注意 WordPress サイトのページは、 WordPress の管理画面でも編集できるため注意が必要です
WordPress サイトは、ページの枠組みをホームページ・ビルダー SP で作成しますが、枠組み部分は、 WordPress の
管理画面でも編集できます。
そのため、 WordPress の管理画面で枠組み部分を編集し、そのあとホームページ・ビルダー SP で同じ部分を別の
内容に編集してサイトの公開・データの反映を行うと、枠組み部分は、ホームページ・ビルダー SP で編集した内容で
上書きされてしまいます。 WordPress の管理画面で編集した内容は失われます。
WordPress の管理画面で枠組み部分を編集した場合は、そのあとホームページ・ビルダー SP で枠組み部分の編
集・サイトの公開・データの反映をしないでください。
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パーツの種類
ページに配置されているパーツには、主には次のものがあります。
※ページ上のパーツにポインターを合わせると、操作の対象となる部分がハイライト表示され、左上にパーツの種類が表示されます。
）が表示され、パーツの設定を変更したりパーツを削除したりできます。

▲

パーツをクリックすると、「フォーカス枠」と操作ボタン（
P.23 パーツ編集の基本操作
●

通常サイトのページ

①

②
③

⑦

④

⑤
⑥

④

④

③

①

＊＜ページ共通＞は、サイト内で共通のパーツです。あるページのパーツの設定を変更すると、ほかのページのパーツにも変更が反映さ
れます。

インターネット上のほかのサイトにリンクする項目を追加
することもできます。
P.29
▲

①テキストボックス
文字を入力できるパーツです。ページ上で直接文字
を書き換えることができます。
P.25
▲

④画像
写真と文字とを組み合わせた合成画像や写真の画像
②サイト情報＜ページ共通＞
です。別の画像ファイルに差し替えたり、画像を編集した
サイトのキャッチフレーズと、社名・店名などのロゴ画像が
りできます。
P.26
表示されます。
キャッチフレーズを変更するには、ナビバー下段の［サイ ⑤ページタイトル
ページ上に表示されるページタイトルは、［ページ一
ト設定］をクリックします。
覧］ビューのページタイトルと連動しています。
ロゴ画像を変更するには、お持ちのロゴ画像ファイルに
ページタイトルを変更するには、［ページ一覧］ビューで
差し替えるか、目的のロゴになるよう画像を編集しま
P.26
す。
タイトルを変更したいページをクリックし、 をクリックし
▲

▲

ます。
⑥ページ内容
文章や画像など、ページの内容を配置する領域です。
⑦サイドバー
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▲

③サイトナビゲーション＜ページ共通＞
サイト内のページの一覧です。各ページにはリンクが設
定されており、クリックするとそのページにジャンプしま
す。
一覧の並び順を変更したり、特定のページを一覧に表
示しないようにしたりなど、カスタマイズできます。

P.21

⑦サイドバー

●

WordPress サイトのページ

①

②
③

⑦⑨

④

⑤
⑥

⑧

③
①

⑩

＊＜ページ共通＞は、サイト内で共通のパーツです。あるページのパーツの設定を変更すると、ほかのページのパーツにも変更が反映さ
れます。

理画面から行います。

▲

P.20

①テキストボックス～⑥ページ内容

インターネットから記事を投稿する部分の設定をする
インターネットから記事を投稿する

⑨ウィジェットエリア＜ページ共通＞（ WordPress サイト）
サイドバーに配置される WordPress サイト特有のパ
ーツです。ウィジェットエリアの内容は、 WordPress の
管理画面で設定します。
※ホームページ・ビルダー SP では、ウィジェットエリアのデザインや配置
を変更することができます。
P.75

⑩ログインボタン＜ページ共通＞（ WordPress サイト）
WordPress サイト特有のパーツです。 WordPress
サイトのページから WordPress の管理画面にログイ
ンするためのボタンです。
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※文字列は変更できませんが、デザインや配置、文字スタイルなどを
変更することができます。
P.75
▲

⑧投稿一覧（ WordPress サイト）
WordPress サイト特有のパーツです。インターネット
から記事を投稿して更新する部分です。
どのような記事を投稿するかの設定はホームページ・ビ
ルダー SP で行い、記事の投稿は WordPress の管

P.38
P.62

▲

▲

⑦サイドバー
レイアウトを調整するための空白のパーツです。
WordPress サイトの場合は、自動的にウィジェットエリ
アが配置されます。
サイドバーの位置や幅を変更することで、ページのレイ
アウトを変更できます。
P.42

▲ ▲

①テキストボックス／②サイト情報／③サイトナビゲーショ
ン／④画像／⑤ページタイトル／⑥ページ内容

●

メニュー

⑪

●

お問い合わせ

●

プライバシーポリシー

⑭
⑮

⑫
●

アクセス

⑬
⑯

＊＜ページ共通＞は、サイト内で共通のパーツです。あるページのパーツの設定を変更すると、ほかのページのパーツにも変更が反映さ
れます。

※パンくずリストは、サイトのトップページからそのページまでの階層関係
を示すものです。上の階層のページにはリンクが設定されおり、クリッ
クするとそのページにジャンプできます。

問い合わせフォームを設定する

⑮ Google マップ（地図）
地図のパーツです。表示する地図を設定します。
P.33 地図を設定する
※テンプレートから作成したページには、 Google マップが配置されて
いますが、 Yahoo!地図を配置することもできます。

▲

⑯リスト
複数の項目が 1 つのまとまりとして管理されている
パーツです。ページ上で直接文字を書き換えることが
できます。
項目の追加や削除、順番の入れ替えは、ショートカットメ
ニューを利用して行います。
P.25

▲

⑬定義リスト
定義項目と説明項目との組み合わせが 1 つのまと
まりとして管理されているパーツです。ページ上で直接
文字を書き換えることができます。
組み合わせ項目の追加や削除、順番の入れ替えは、シ
P.25
ョートカットメニューを利用して行います。

P.35

▲

▲

⑫テーブル（表）
表のパーツです。セル内の文字は、ページ上で直接書
き換えることができます。
行／列の追加や削除、行／列の入れ替えは、ショートカ
ットメニューを利用して行います。 P.32

⑭フォーム（問い合わせフォーム）
フォームに入力された内容を送信できるパーツです。
送信方法を設定したり、用途に合わせてフォームの項目
を変更したりします。
▲

⑪パンくずリスト＜ページ共通＞
初期設定では、トップページ以外は、パンくずリストが表
示されます。パンくずリストを表示するかしないかは、ナ
ビバー下段の［サイト設定］をクリックして設定できま
す。

このほか、ボタン、マルチメディア（動画・音楽）、 SNS ボタン*1 、 HTML ソース（ YouTube 、アフィリエイト）といったパー
ツがあり、ページに新しく配置することができます。
*1 WordPress サイトの場合は、ホームページ・ビルダー SP 上で SNS ボタンを配置することができません。 WordPress の管理画面で SNS ボタンの
配置を行います。

※これら以外に、ヘッダー、コンテンツヘッダー、フッターといったページの基本的なパーツがあります。
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パーツ編集の基本操作
ページ上のパーツにポインターを合わせると、操作の対象となる部分がハイライト表示され、左上にパーツ
の種類が表示されます。
パーツをクリックするとパーツが選択され、周りに「フォーカス枠」と呼ぶ枠と、パーツを操作するボタン（操
作ボタン）が表示されます。
● テキストボックス


● 画像



※メニューバーから［編集-パーツの選択］の［次のパーツへ］／［前のパーツへ］や［上のパーツへ］／［下のパーツへ］を選択すると、次
／前のパーツや親子関係にあるパーツにフォーカス枠を移動できます。パーツが重なってクリックしづらいときに利用すると便利です。
Tab キー／ Shift ＋ Tab キーを押すのも同じです。
ただし、この操作でテキストボックス・リスト・定義リストなどにフォーカス枠を移動した場合、書式設定などの操作ボタンは表示されませ
ん。 F2 キーを押すかパーツをクリックすると、書式設定などの操作ボタンが表示されます。

パーツをサイズ変更・移動する
フォーカス枠が表示されている状態で、枠の周りの○にポインターを合わせ、ポインターが
／ に変わるところでドラッグすると、パーツの枠サイズを変更できます。
※枠の周りの

／

／

をドラッグすると、パーツのマージンを変更できます。

枠線上や枠内でポインターが
に変わるところでドラッグすると、パーツを移動できます。ただし移動先
で、ポインターが に変わる位置にはドロップできません。

パーツを削除する
フォーカス枠の周りの

をクリックします。
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パーツの設定を変更する
フォーカス枠の周りの
をクリックすると、［パーツのプロパティ］ビューがフローティングで表示されます。
ビュー内の各項目の設定を変更します。
設定を変更すると、変更がページ編集画面に反映されます。
※地図など一部のパーツは、プレビュー画面で確認する必要があります。

※ビューを閉じるには、ビューのタイトルバー右端の

をクリックします。

※ビューを表示したまま別のパーツをクリックすると、クリックしたパーツの設定に切り替わります。

新しいパーツを配置する
ページ上にない新しいパーツを配置したいときは、画面左の［パーツ一覧］ビューを利用します。
［パーツ一覧］ビューのタブをクリックしてビューを表示させ、ビューの上部にある∨をクリックしてパーツの
種類を選択します。
パーツの一覧が表示されるので、配置したいパーツを選択してページにドラッグ&ドロップします。
※ドロップ先で、ポインターが

に変わる位置にはドロップできません。

● パーツの種類を選択

●

パーツをページにドラッグ&ドロップして配置



ページにパーツを配置したら、

をクリックしてパーツの設定を変更します。
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文字を編集する
テキストボックスやリスト/定義リストの文字、表（テーブル）の中の文字は、ページ上で直接書き換えること
ができます。
1. テキストボックスなどのパーツをクリックします。
文字の周りにフォーカス枠と操作ボタンが表示され、ク
リックした位置にカーソルが表示されます。

●

テキストボックスやリスト/定義リスト、表のパーツでは、フォーカス枠の周りに次のような書式設定などの操作ボタンが表示さ
れます。書式設定などの操作ボタンを利用して、段落や文字の属性の変更、リンクの設定／解除などができます。
▲

●

2. 目的に合った内容を入力し、 Backspace キーや
Delete キーを押して不要な文字を削除します。

P.78 書式設定などの操作ボタン

をクリックして表示される［パーツのプロパティ］ビューで、パーツのデザインや配置、スタイルを変更できます。

リスト/定義リストの項目を追加・削除する、順番を入れ替える
リストや定義リストは、項目単位で追加や削除、順番の入れ替えができます。
●項目を追加する

3. 追加された項目の文字列を、目的に合った内容に書
き換えます。

項目の追加は、既存の項目を複製して行います。
1. 複製したい項目をクリックします。

●項目を削除する

2. 右クリックして表示されるメニューから［リスト項目の複
製］を選択します。

1. 削除したい項目をクリックします。
2. 右クリックして表示されるメニューから［リスト項目の削
除］を選択します。
●項目の順番を入れ替える
1. 順番を入れ替えたい項目をクリックします。
2. 右クリックして表示されるメニューから［リスト項目を前
へ］または［リスト項目を後へ］を選択します。
項目が 1 つ前または 1 つ後ろへ移動します。
※順番の入れ替えは、書式設定などの操作ボタンの先頭にある

操作 1.でクリックした項目の下に、項目の複製が追
加されます。

（リストの場合）／
も行えます。

（定義リストの場合）をクリックして

★ポイント リストの先頭記号・番号・画像を変更する
リストの先頭の記号（●／○／■）や番号（ 1 ／ i ／ I ／ a ／ A ）、画像は、別のものに変更することができます。
リストのパーツをクリックして
をクリックし、［パーツのプロパティ］ビューで［リストから選択］を選択して記号または番号
を選択するか、［画像から選択］を選択して画像ファイルを指定します。
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画像を編集する・差し替える
サイト情報パーツのロゴ画像や、トップページの合成画像（写真と文字とを組み合わせた画像）を編集した
り、商品紹介の画像を差し替えたりします。

画像を編集する
ここでは、トップページの合成画像の、文字と画像を編集します。

1 画像の編集を始める
1. 画像をクリックし、

2 文字を編集する
1. 画面右側のオブジェクト スタックで、文字のオブジェク
トをダブルクリックします。

をクリックします。

2. ［画像の選択］の 画像の編集 をクリックします。

2. ［文字］シートの入力欄で文字を編集します。

3. ホームページ・ビルダー SP に付属のウェブアート
デザイナーで編集するか、通常お使いの画像エディタ
ーで編集するかを選択し、 エディターを起動 をクリッ
クします。
ここでは、［ウェブアート デザイナー］を選択します。

3. 必要に応じて、フォントやサイズ、ほかのシートで文字の
色や縁取りなどを設定します。
ウェブアート デザイナーが起動します。

4. ダイアログボックスのタイトルバー右端の
し、ダイアログボックスを閉じます。

をクリック

3 画像を差し替える
1. 画面右側のオブジェクト スタックで、元の画像のオブジ
ェクトをクリックし、 Delete キーを押します。
元の画像が削除されます。
つづく 
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2. 画面左側のテンプレート ギャラリーで［素材］タブをク
リックし、［フォルダ］をクリックします。
3. 上のフォルダーの一覧で、差し替えたい画像のあるフ
ォルダーを選択します。

6. キャンバス上の文字や画像をドラッグして位置を移動し
たり、周りの□や■（右上以外）をドラッグして拡大縮小
したりします。 Shift キーを押したまま右上以外の□
や■をドラッグすると、縦横比を保ったまま拡大縮小で
きます。

4. 下の画像の一覧で、目的の画像をダブルクリックしま
す。
キャンバスに画像が挿入されます。

5. オブジェクト スタックで、挿入した画像のオブジェクトを
ドラッグし、文字のオブジェクトの下に移動します。
オブジェクトの前後関係が変更され、画像の前に文字
が表示されます。

●

キャンバスからはみ出している部分は切り取られます。
画像の使いたい部分がキャンバスに重なるよう、位置や
大きさを調整してください。

●

ウェブアートデザイナーのメニューバーから［表示-テン
プレート ギャラリー］を選択すると、テンプレート ギャラリ
ーが非表示になり、キャンバスを見渡しやすくなります。

4 画像の編集を反映する
1. 編集が終わったら、ウェブアート デザイナーのメニュー
バーから［ファイル-ホームページ・ビルダーへ戻る］を
選択します。
2. 変更を保存するかを確認するメッセージが表示される
ので はい をクリックします。
ウェブアート デザイナーが終了し、ページ上の画像に
編集が反映されます。

3. ［代替テキスト］を、編集後の画像に合う内容に書き換
えます。
代替テキストは、画像が表示されないときに表示され
る説明文です。
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画像を差し替える
1. 画像をクリックし、

4. 差し替えたい画像ファイルを選択して OK をクリック
します。

をクリックします。

2. 必要に応じて、［サイズを設定］や［縦横比を固定す
る］をオンにします。
●

●

［幅］と［高さ］には、差し替え前の画像の幅／高さが設
定されています。
［サイズを設定］をオンにすると、差し替え前の画像と
同じ幅／高さになるよう、画像が自動的に拡大縮小さ
れます。
［縦横比を固定する］もいっしょにオンにすると、差し替
え前の画像と同じ幅になるよう、画像の縦横比を保っ
たまま拡大縮小されます。
［幅］と［高さ］の値を変更して、指定したサイズの画像
の大きさにすることもできます。

画像が差し替わります。

3. ［画像の選択］の ファイルの選択 をクリックします。

5. ［代替テキスト］を、差し替えた画像に合う内容に書き
換えます。
代替テキストは、画像が表示されないときに表示され
る説明文です。
操作 2.で画像のサイズを設定しなかった場合、差し替え
後に［サイズを設定］をオンにして、画像のサイズを指定す
ることができます。
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サイトナビゲーションの項目を変更する
サイトナビゲーションの項目（メニュー項目）は、自由に追加・削除したり階層化したりできます。
インターネット上のほかのサイトにリンクする項目をサイトナビゲーションに追加することもできます。
※サイトにページを追加・削除すると、サイトナビゲーションも連動して自動的に項目が追加・削除されます。ページを追加・削除したときは、
自動追加されたサイトナビゲーションの項目を確認し、必要に応じて項目名や並び順・階層を変更しましょう。

項目の表示順・階層・項目名を変更する
ここでは、 P.16 で追加した「季節のメニュー春」ページのサイトナビゲーション項目を、ページの構成に合
わせて「メニュー」のサイトナビゲーション項目の下の階層に配置します。また、「春のメニュー」という項目
名で表示されるようにします。
5. ［ページの順番］にある ↑上へ を何回かクリックし、
「春のメニュー」を［メニュー］のすぐ下に移動します。

1 項目を変更する
1. サイトナビゲーションをクリックし、

をクリックします。

2. メニュー項目の一覧で「季節のメニュー春」を選択し
ます。
3. ［ページの編集］にある 変更 をクリックします。
4. ［メニュー名をページタイトルと同一にする］をオフに
し、［メニュー名］を「春のメニュー」と変更して OK
をクリックします。

メニューは、一覧の上から順に、上から下、左から右に表示
されます。

↑上へ または ↓下へ をクリックするたびに、ページ
が 1 つ上または 1 つ下に移動します。
6. ［ページの編集］にある 階層 をクリックし、［下げる］を
選択します。

※［メニュー名をページタイトルと同一にする］をオンにすると、ページタ
イトルと連動したメニュー名になります。

メニュー項目の一覧と、ページ上のサイトナビゲーショ
ンの項目とが「春のメニュー」に変更されます。

「春のメニュー」の先頭に階層関係を示す「┗」が表示
され、下の階層に移動します。
ページ上のサイトナビゲーションから「春のメニュー」の
項目が消えます。

階層化をやめて上の階層に戻す
下の階層に移動した項目を選択し、［ページの編集］にあ
る 階層 をクリックして［上げる］を選択します。
つづく 
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2. サイトナビゲーションの「メニュー」にポインターを合わ
せ、「春のメニュー」が表示されることを確認します。

2 プレビュー画面で確認する
メニューの階層状態はページ編集画面では確認でき
ません。プレビュー画面で確認します。
※ここでは、［パーツのプロパティ］ビューを閉じています。

1. ナビバーの［プレビュー］をクリックします。

3. ナビバーの［プレビュー］をクリックし、ページ編集画面
に戻します。

項目を新しく追加する
サイト内のページにリンクする項目を追加したり、インターネット上のほかのサイトにリンクする項目を追加し
たりすることもできます。項目を追加したあとは、必要に応じて、順番の変更や階層化を行います。
ここでは、ページ下のサイトナビゲーションに項目を追加する例を説明します。
●サイト内のページにリンクする項目を追加する
1. サイトナビゲーションの［パーツのプロパティ］ビューで
メニュー項目の追加 をクリックし、［ページ］を選択し
ます。

3. OK をクリックします。
［パーツのプロパティ］ビューのメニュー項目の一覧
と、ページ上のサイトナビゲーションに、項目が追加され
ます。
●インターネット上のほかのサイトにリンクする項目を追加
する
1. サイトナビゲーションの［パーツのプロパティ］ビューで
メニュー項目の追加 をクリックし、［リンク］を選択しま
す。
2. ［ URL ］にインターネット上のアドレス（ URL ）を入力
し、［メニュー名］を入力します。

2. ［ページ］の一覧でリンクするページを選択し、［メニュ
ー名をページタイトルと同一にする］のオン／オフを設
定します。
オフにした場合は、［メニュー名］を入力します。

3. OK をクリックします。
［パーツのプロパティ］ビューのメニュー項目の一覧
と、ページ上のサイトナビゲーションに、項目が追加され
ます。
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★ポイント 項目を削除する
［パーツのプロパティ］ビューのメニュー項目の一覧で項目を選択し、［ページの編集］にある 削除 をクリックします。
★ポイント 項目をコピー（複製）する
［パーツのプロパティ］ビューのメニュー項目の一覧でコピー元の項目を選択し、［ページの編集］にある 複製 をクリッ
クします。メニュー項目の一覧に「○○のコピー」という項目が追加されるので、項目を選択して 変更 をクリックし、メ
ニュー名などを変更します。
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表を編集する
表の行や列は、追加や削除、順番の入れ替えができます。
マウス操作で列の幅、表の幅を調整することもできます。
●行や列を追加・削除・入れ替える

●列の幅、表全体の幅を調整する

1. 表をクリックして表内にカーソルを移動し、右クリックしま
す。
行や列を操作するメニューが表示されます。

1. 表をクリックし、列の右端や表の右端にポインターを合
わせてドラッグします。

2. 目的の操作のメニューを選択します。
ここでは、行の場合のメニューを説明します。列の場合
も同様のことが行えます。

●行や列をタイトルに設定する／設定を解除する

●

●

●

行を追加する
［行を追加 上へ］や［行を追加 下へ］を選択すると、
カーソル位置の行の上や下に行が追加されます。
行を削除する
［行の削除］を選択すると、カーソル位置の行が削除さ
れます。
行の順番を入れ替える
［行を上へ］や［行を下へ］を選択すると、カーソル位置
に行が 1 つ上／ 1 つ下に移動します。

右クリックして表示されるメニューから［行をタイトルに
設定］や［列をタイトルに設定］を選択すると、タイトル行
やタイトル列に設定できます。解除するときは、［行のタ
イトルを解除］や［列のタイトルを解除］を選択します。
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地図を設定する
「アクセス」などの地図のページに、 Google マップや Yahoo!地図を挿入します。
※サイト作成時に選択した業種によっては、地図のページが含まれない場合があります。

4. OK をクリックします。
［パーツのプロパティ］ビューに地図が表示され、地図
のパーツに地図が反映されます。

1 地図を設定する
1. 地図のパーツをクリックし、

をクリックします。

※地図のパーツは、ポインターを合わせると、左上に「 Google マップ」
と表示されます。

2. 地図の設定 をクリックします。

2 プレビュー画面で地図を確認する
3. プレビューを見ながら、地図の種類、地図上の位置と表
示サイズを設定します。

ページ編集画面では地図は表示されません。プレビュ
ー画面に切り替えて確認します。
1. ナビバーの［プレビュー］をクリックします。

2. 地図が表示されることを確認します。
3. ナビバーの［プレビュー］をクリックし、ページ編集画面
に戻します。

中心位置をより正確に指定する
［地図検索］の［地名］に中心位置の地名を入力して 検
索 をクリックし、右の一覧から地名を選択します。
マーカーを表示する
マーカーを表示したい場所を中心位置に指定し、［マーカ
ーを表示］をオンにします。
別の位置にマーカーを表示する場合は、いったん［マーカ
ーを表示］をオフにし、中心位置を指定しなおしたあと［マ
ーカーを表示］をオンにします。
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★ポイント Yahoo!地図を挿入する
テンプレートから作成したページの地図のパーツは Google マップです。 Yahoo!地図を使いたい場合は、新しくページ
に挿入します。
1. ページ上の地図のパーツ（ Google マップ）をクリックし、

をクリックして削除します。

2. ［パーツ一覧］ビューの上部にある∨をクリックし、［地図］を選択します。
3. 「 Yahoo!maps 」と書かれたパーツをページ上にドラッグ＆ドロップします。
4. 地図のパーツをクリックして

をクリックし、 地図の設定 をクリックします。

［ Yahoo!地図 アプリケーション ID 設定］ダイアログボックスが表示されます。

5. 入力欄に、お持ちのアプリケーション ID を入力し、 OK をクリックします。
※アプリケーション ID をお持ちでない場合は、 登録ページをブラウザーで開く をクリックし、アプリケーション ID を取得します。

6. P.33 「地図を設定する」の操作 1 -3 以降を行います。
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問い合わせフォームを設定する
「お問い合わせ」などの問い合わせフォームのページで、フォームの設定を行って、フォームに入力された内
容を送信できるようにします。
※サイト作成時に選択した業種によっては、問い合わせフォームのページが含まれない場合があります。

▲

送信方法を設定する操作は、サイトタイプによって異なります。
通常サイトの場合は、ホームページ・ビルダー SP で設定します。 P.35
WordPress サイトの場合は、 WordPress の管理画面で設定します。

▲

P.37

通常サイトの問い合わせフォームを設定する
通常サイトの場合は、ホームページ・ビルダー SP で送信方法の設定を行います。
ホームページ・ビルダー サービスをお使いの場合

▲

●

P.35

※お使いのプロバイダーやサーバーによって設定する内容は異なります。

メールソフトを利用する場合

▲

●

P.36

ホームページ・ビルダー サービスをお使いの場合
ホームページ・ビルダー サービスのレンタルサーバープランで提供しているフォームメール（簡易 CGI ）を
利用する設定を行います。
▲

P.7

★ポイント ホームページ・ビルダー サービスとは

1. フォームのパーツをクリックし、

4. フォームメール名の取得 をクリックします。

をクリックします。

※フォームのパーツは、ポインターを合わせると、左上に「フォーム」と表
示されます。

2. フォームの設定 をクリックします。
3. フォームメール一括設定 をクリックします。

お使いのブラウザーが起動し、ホームページ・ビルダー
サービスのコントロールパネルのログインページが表
示されます。
5. コントロールパネルにログインし、［ Web 設定］の［簡
易 CGI ］でフォームメール名を取得します。
※取得したフォームメール名は操作 6.で入力します。忘れないようにメ
モしておいてください。

ホームページ・ビルダー サービスのコントロールパネル
で、フォームメール名を取得している場合は、操作 6.
に進みます。
フォームメール名を取得していない場合は、操作 4.
に進みます。

※記載の内容は予告なく変更する場合があります。
つづく 
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6. ［フォームメール名］に、取得したフォームメール名を入
力します。

7. OK をクリックします。
［フォームの設定］ダイアログボックスにフォームメール
の設定が反映されます。
8. ［フォームの設定］ダイアログボックスの OK をクリック
します。
フォームの設定が終了しました。
サイトを公開先のサーバーに転送後、問い合わせフォ
ームのページにアクセスすると、フォームへの入力とフォ
ーム内容の送信が可能になります。

★ポイント フォームの項目を編集する
フォームの［パーツのプロパティ］ビューで、フォームの項目の追加や削除ができます。
項目を追加する
●

●

●

●

［項目の編集］にある 追加 をクリックし、項目名や項目タイプ、行数／列数などを設定
します。必ず入力してほしい項目は、［必須項目］をオンにします。
項目を削除する
項目の一覧で項目を選択し、［項目の編集］にある 削除 をクリックします。
項目名などを変更する
項目の一覧で項目を選択し、［項目の編集］にある 編集 をクリックして項目名や項目
タイプを設定します。
項目の順番を入れ替える
項目の一覧で項目を選択し、［項目の順番］にある ↑上へ ／ ↓下へ をクリックしま
す。

メールソフトを利用する場合
CGI プログラムを利用しないで、メールソフトを利用して送信することもできます。
！注意 下記の操作で設定を行っても、メール送信者のメールソフトやブラウザーなどの環境によっては、メールソフトの新
規作成ウィンドウが表示されるだけでフォームの内容が送信されない場合があります。白紙のメールが送信されることも
あります
メールソフトを利用した送信は、すべての場合において有効に機能するとは限らず、あくまで簡易的な方法となります。
可能であれば、プロバイダーやサーバーが提供するフォーム用の CGI プログラムをご利用になることをお勧めします。

1 フォームの設定をする
1. フォームのパーツをクリックし、

をクリックします。

※フォームのパーツは、ポインターを合わせると、左上に「フォーム」と表
示されます。

2. フォームの設定 をクリックします。

つづく 
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●
●
●

［アクション］…「mailto:aaa@bbb.ccc.jp」を入力
［メゾッド］…［ Post ］を選択
［エンコードの種類］…［ text/plain ］を選択

2 送信ボタンの動作を確認する
1. ナビバーの［プレビュー］をクリックし、プレビュー画面に
切り替えます。
P.43
▲

3. ［アクション］／［メソッド］／［エンコードの種類］を設定
します。
［例］送信先メールアドレスが「aaa@bbb.ccc.jp」の場
合

2. フォームの必須項目に内容を入力します。

※メールの件名も合わせて設定する場合は、「mailto:aaa@bbb.ccc.jp
(自分のメール アドレス)?Subject=xxxxxxxx(件名)」を設定します。

4. OK をクリックします。

3. フォームの［送信］ボタンをクリックします。
ブラウザーからの送信を確認する画面が表示されま
す。
※表示される画面はお使いのブラウザーやブラウザーのバージョンによ
って異なります。

5. ナビバーの［保存］をクリックし、サイトを上書き保存しま
P.45
す。
▲

［例］ Internet Explorer の場合の確認画面

▲

確認画面の OK ボタンをクリックすると、指定したメ
ール アドレスにフォームの内容が送信されます。
4. ナビバーの［プレビュー］をクリックし、ページ編集画面
に戻します。 P.43

WordPress サイトの問い合わせフォームを設定する
WordPress サイトの場合は、サイトの転送・データの反映後に、 WordPress の管理画面で送信先などの
設定を行います。
※ホームページ・ビルダー サービスのフォームメールを使うこともできます。その場合は、ホームページ・ビルダー SP で設定を行います。
※テンプレートの問い合わせフォームではなく自分で作成したフォームを使うこともできます。その場合は、作成したフォームを WordPress
サイトで使えるようにするための設定をホームページ・ビルダー SP で行います。

WordPress サイトのフォームの設定方法は、 WordPress の管理画面（ hpb ダッシュボード）のページ下部にある［ hpb ダッ
シュボードで投稿・集客 PDF マニュアル］をクリックし、表示される PDF マニュアルの「問い合わせフォームを設定する」をご覧
ください。
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インターネットから記事を投稿する部分の設定をする

WordPress サイト

WordPress サイトは、インターネットから記事を次々に投稿で
きるため、 WordPress サイトのページには、投稿した記事が
更新される専用の部分（投稿一覧）があります。
※ページによっては、投稿一覧がないページもあります。

例えば、下記の WordPress サイトでは、メニュー・ニュース・ブログという 3 種類の記事を投稿できるよう
になっています。そして、「メニュー」から投稿した記事は「メニュー」ページの投稿一覧に、「ニュース」から
投稿した記事は「トップページ」と「お知らせ」ページの投稿一覧に、「ブログ」から投稿した記事は「ブログ」
ページの投稿一覧に自動的に更新されるように設定されています。
●トップページ

■ WordPress の管理画面から記事を投稿

●メニュー

●ブログ

●お知らせ

どのページにどの種類の記事を投稿するのかという設定は、ホームページ・ビルダー SP で行います。
※ホームページ・ビルダー SP で記事を追加・編集・削除することはできません。

投稿する記事の種類を特定するために、投稿一覧には「投稿タイプ」を指定します。上記の「トップページ」
の投稿一覧には、投稿タイプ「ニュース」が指定されています。
この指定があることで、 WordPress サイトで「ニュース」という記事が管理されるようになり、 WordPress
の管理画面に「ニュース」の記事の投稿口が用意されます。「ニュース」の投稿口から記事を投稿すると、
トップページの投稿一覧に自動的に記事が更新されるようになります。
上記の WordPress サイトでは、「お知らせ」ページの投稿一覧にも投稿タイプ「ニュース」が指定されてい
るため、「ニュース」から投稿した記事は、「お知らせ」ページにも更新されます。
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投稿一覧の設定をする
ページに投稿する記事の種類を別の種類に変更したり、ページに投稿一覧を追加して記事を投稿でき
るようにしたりできます。
ここでは、「アクセス」のページに、お客様からの問い合わせへの回答を投稿できるようにします。
※サイト作成時に選択した業種によっては、「アクセス」のページが含まれない場合があります。

1 投稿を追加するページを開く
1. ［ページ一覧］ビューで、「アクセス」のページをクリック
します。

2. ［投稿タイプ］の∨をクリックして、投稿タイプを選択しま
す。
ここでは、ホームページ・ビルダー SP にあらかじめ
用意されている「 FAQ 」を選択します。

2 投稿一覧パーツを配置する
1. ［パーツ一覧］タブをクリックし、ビューの上部にある∨
をクリックして［投稿一覧］を選択します。
2. ［パーツの一覧］ビューから、ページに配置したいパー
ツをページ上にドラッグ＆ドロップします。

目的に合う投稿タイプがない場合
投稿タイプは、記事を特定するために指定します。目的に
合う投稿タイプがないときなどは、投稿タイプを新しく作成
します。
［投稿タイプ］の右にある 管理 をクリックし、 追加 をクリ
ックして投稿タイプを作成します。このとき、［識別子］に入
力した文字列が［投稿タイプ］の一覧に表示され、［ラベ
ル］に入力した文字列が WordPress の管理画面に「投
稿の種類」として表示されます。

3 投稿する記事を設定する
1. 投稿一覧パーツをクリックし、

をクリックします。

3. ［一覧タイトル］に、ページに表示する投稿一覧のタイ
トルを入力します。
ここでは「アクセスに関するご質問」と入力します。
4. ［表示形式］の∨をクリックし、投稿する 1 つ 1 つの
記事に表示する情報を選択します。
［表示形式］では、投稿記事にどのような情報を表示する
かを設定します。
［タイトル］［アイキャッチ画像］［要約］［日付］の組み合わ
せから、好みのものを選択できます。［すべて］を選択する
と、すべての情報が表示されます。
▲

P.40

投稿一覧の表示項目

5. ［表示する最大投稿数］で、ページに表示する記事の
数を設定します。
つづく 
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6. ［記事の並べ替え］の［キー］で、投稿した記事を並べ
替えられるようにするかしないか、並べ替える場合の基
準を選択します。

8. 必要に応じて、［表示する投稿記事の分類］を設定し
ます。
投稿する記事に分類を付けて、分類と一致する記事だけ
をページに表示したい場合に設定をします。

7. ［ページ送り］で、投稿した記事が［表示する最大投稿
数］より多くなった場合に、次のページへ移動するリンク
を表示するかしないかを選択します。
［あり］を選択すると、デザインに応じて「次へ」「新しい
記事」などのリンクが表示されます。
［なし］を選択すると、「続きを読む」のリンクが表示され
ます。

▲

P.41 ★ポイント 特定の記事だけをページに表示する－表示
する投稿記事の分類－

※ページ送りは、 1 ページにつき 1 つの投稿一覧にだけ設定できま
す。

投稿一覧の表示項目
投稿一覧で設定できる表示項目は次のとおりです。
ホームページ・ビルダー SP では表示する最大投稿数分の仮の投稿が表示されます。
サイトを公開した直後は、 1 つだけ仮の投稿が表示されています。インターネットから記事を投稿すると、実
際に投稿した内容が表示されるようになります。
一覧タイトル

表示形式

表示する最大投稿数

タイトル
アイキャッチ
画像
記事全文
または要約
日付
表示する
投稿記事の
分類*1

ページ送り
*1 「表示する投稿記事の分類」は、［表示形式］で［すべて］を選択した場合に表示されます
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★ポイント 特定の記事だけをページに表示する －表示する投稿記事の分類－
投稿された記事のうち、特定の記事だけをページに表示することができます。
例えば、「 FAQ 」の記事には、「メニューに関するもの」「アクセスに関するもの」などさ
まざまなものが含まれます。「メニュー」ページや「アクセス」ページに「 FAQ 」の投稿
一覧を追加すると、投稿されたすべての FAQ が表示されてしまいます。「メニュー」ペ
ージの「 FAQ 」投稿一覧にはメニューに関する FAQ だけ表示し、「アクセス」ページ
の「 FAQ 」投稿一覧にはアクセスに関する FAQ だけを表示したい、といったような場
合は、ページに表示する記事の分類を設定します。
1. 投稿一覧の［パーツのプロパティ］ビューで、［表示する投稿記事の分類］の 分
類管理 をクリックして［追加］を選択します。
［表示する分類の追加］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［分類名］の∨をクリックして投稿記事の分類を選択し、記事を
絞り込む分類を［値］に入力します。
▲

P.41

★ポイント 投稿記事に分類を追加する

3. OK をクリックします。
［表示する投稿記事の分類］に、追加した内容が表示されます。

ページに表示する記事の分類を設定したあと、インターネットから記事を投稿するとき
は、記事に分類を付ける必要があります。
▲

P.63 操作 3 記事に分類を付ける

★ポイント 投稿記事に分類を追加する
［表示する分類の追加］ダイアログボックスの［分類名］で選択できる分類として、あらかじめ「****cat （○○のカテゴリ
ー）」*1 という一般的なものが用意されています。
特定の記事をページに表示させたり、記事を絞り込みやすくしたりしたいときは、記事に応じた分類を新しく作成すると
便利です。
例えば、「 FAQ 」に、「年代」という分類を追加して「 30 代」「 40 代」などのカテゴリ
ーで FAQ を絞り込んだり、「ひと言」という分類を追加して「よくある質問」などのタ
グで FAQ を絞り込んだりできます。
1. ［表示する分類の追加］ダイアログボックスで 管理 をクリックしま
す。
2. ［分類の管理］ダイアログボックスで 追加 をクリックします。
3. ［識別子］と［ラベル］を入力し、タイプ（カテゴリー形式／タグ形
式）を選択します。
［ラベル］に入力した文字列が、記事を投稿する画面などで「○○の
カテゴリー」*1 に並んで表示されます。

4. OK をクリックします。
［分類の管理］ダイアログボックスの［○○の分類］*1 に分類が追加さ
れます。

5. 閉じる をクリックします。

［表示する分類の追加］ダイアログボックスの［分類名］を選択すると、操作 3.
で追加した分類を選択できるようになります。
*1 「****」・「○○」は、選択している投稿タイプの識別子・ラベルが表示されます。
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ページのレイアウトを変更する
ページのレイアウトを変更します。サイト内のすべてのページのレイアウトが変更されます。
1. ナビバー下段の［サイト設定］をクリックします。

レイアウト選択のアイコンの各部分は次のパーツ・領域を示
します。
黄色：ヘッダー
灰色：トップページの画像

2. ［レイアウト選択］で、ページのレイアウトを選択します。

桃色：サイトナビゲーション
白色：本文の領域
緑色：サイドバー *1
*1 通常サイトでは余白になり、 WordPress サイトではウィジェットエリア
が配置されます。

3. ［ページ幅］でサイト全体の幅を、［右サイドバー］*2
／[左サイドバー]*2 でサイドバーの幅を設定します。
*2 操作 2.でサイドバーのあるレイアウトを選択した場合に、該当するサ
イドバーの幅を設定できます。

4. OK をクリックします。
ページのレイアウトが変更されます。
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ページの見え方を確認する
ページを編集したときは、プレビュー画面でページの見え方を確認します。
パソコンだけでなく、スマートフォンでの見え方を確認することもできます。
※ホームページ・ビルダー SP のテンプレートから作成したサイトは、 1 つのサイトが閲覧機器に応じて自動的に最適な形式で表示されま
す。

●プレビュー画面で確認する

●スマートフォンでの見え方を確認する

1. ナビバーの［プレビュー］をクリックします。

1. ナビバー下段の中央右にある［スマートフォン］をクリッ
クします。

プレビュー画面に切り替わり、ページのプレビューが表
示されます。

ページ編集画面が、スマートフォンの表示に切り替わり
ます。
2. ナビバーの［プレビュー］をクリックします。

2. ページの内容が正しく表示されるかを確認します。
ほかのページへのリンクを確認する

プレビュー画面に切り替わり、スマートフォンで見たとき
のページのプレビューが表示されます。

リンク元の文字列をクリックすると、リンク先のページが表示
されます。
プレビュー画面の左上にある
ージに戻ります。

をクリックすると、元のペ

3. 確認が終わったら、ナビバーの［プレビュー］をクリック
し、ページ編集画面に戻します。
プレビュー画面とページ編集画面との連動
プレビュー画面とページ編集画面は連動していません。
プレビュー画面でリンク先のページを開いている状態でペ
ージ編集画面に切り替えても、ページ編集画面ではリンク
先のページは開かれていません。

3. 確認が終わったら、ナビバーの［プレビュー］をクリック
し、ページ編集画面に戻します。
4. ナビバー下段の中央左にある［パソコン］をクリックし、パ
ソコンの表示に戻します。
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★ポイント ブラウザーでの見え方を確認する
ナビバー下段の右端にある［ブラウザー確認］をクリックしてブラウザーを選択すると、ブラウザーを起動して、ブラウザー
での見え方を確認できます。
※ Internet Explorer 以外には、 Firefox 、 Safari 、 Google Chrome 、 Opera がインストールされていれば選択できます。
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編集したサイトを保存する
サイトのページは、サイトを作成したときにファイルとして保存されています。ページを編集したときは、サイト
を上書き保存します。
1. ナビバーの［保存］をクリックします。

上書き保存を確認する
ページを編集すると、タイトルバーに表示されるタイトルの
後ろに「*」マークが表示されます。

サイトが上書き保存されます。
上書き保存をすると、「*」マークが消えます。上書き保存が
できているかいないかは、「*」マークの有無で確認できま
す。

★ポイント サイトをバックアップする
サイトの複製機能を使ってサイトのコピーを作成したり、エクスポート機能を使ってサイトをエクスポートしたりすることで、
サイトをバックアップすることができます。
サイトの複製
●

●

メニューバーから［サイト-サイトの一覧］を選択し、複製したいサイトを選択して 複製 をクリックします。
複製機能では、同じパソコン内にサイトのコピーを簡単に作成できます。
サイトのエクスポート
メニューバーから［サイト-サイトのエクスポート］を選択します。
エクスポート機能では、 USB メモリなどを指定して、サイトのエクスポートファイル（.zip ）を出力することができます。複
数のサイトをまとめてエクスポートしたり、エクスポートファイルに転送の設定を含めたりすることもできます。

▲

※エクスポートファイル（.zip ）は、必要なときにインポートします。インポートするには、メニューバーから［サイト-サイトのインポート］
を選択し、インポートしたいエクスポートファイル（.zip ）を指定します。
ほかのパソコンのホームページ・ビルダー SP で作成したエクスポートファイルをインポートすることもできます。
※サイトを公開先のサーバーに転送するときに、エクスポートファイルもいっしょに転送しておくこともできます。
サーバーに転送したエクスポートファイルを利用するときは、ホームページ・ビルダーに付属のファイル転送ツールなどでファイ
ルをダウンロードします。
1.ファイル転送ツールを起動し、画面右側にサーバーのフォルダーを、画面左側にファイルをダウンロードする場所を表示しま
P.86
す。
2.サーバーのフォルダー内から「 backup.zip 」を探して選択します。
3.ファイル転送ツールの画面中央にある をクリックし、ファイルをダウンロードします。
4.ホームページ・ビルダー SP のメニューバーから［サイト-サイトのインポート］を選択し、ダウンロードしたファイルをインポートし
ます。

★ポイント サーバーに転送したファイル
ホームページ・ビルダー SP で作成したサイトの場合、公開先のサーバーに転送した個々のファイルをダウンロードして
も、サイトを復元することはできません。 USB メモリにエクスポートしたり公開先のサーバーに転送したりしたエクスポー
トファイルをインポートすることで、サイトを復元できます。
※ WordPress サイトの場合、エクスポートファイルをインポートして復元できるのは、ホームページ・ビルダー SP で作成したサイトの
ページだけです。インターネットから投稿した記事などのデータは復元できません。
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◆ サイトを公開する－通常サイト－
作成したサイトを公開先のサーバーに転送します。
サイトの公開方法は、サイトタイプ（通常サイト／ WordPress サイト）によって異なります。
ここでは、「通常サイト」の公開方法を説明します。

●公開するまでの手順

▲

※ WordPress サイトの場合

P.52

～初回～

●公開するまでの手順

～ 2 回目以降～

2

転送の設定をする

P.48

3

サイトを転送・公開する

▲

P.47

1
P.51
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サイトを転送・公開する

▲

情報を準備する

▲

1

▲

情報の準備・転送の設定は初回だけです。
2 回目以降は作成済みの転送の設定を使ってサイト
を転送するだけの手順で公開できます。

P.51

手順 1：情報を準備する
サイトを公開先のサーバーに転送するためには、転送の設定が必要です。
設定に必要な情報を確認し、準備をします。
※下記の情報は、ホームページ開設の手続きを行ったときに、ご契約のプロバイダーなどから通知されているはずです。わからない場合
は、ご契約のプロバイダーやサーバー管理者にお問い合わせください。

必要な情報は、お使いのプロバイダーやサーバーによって異なります。

ホームページ・ビルダー サービスをお使いの場合

▲

※ホームページ・ビルダー サービスは、ジャストシステムが運営するホームページの公開・運営・管理サービスです。お使いいただくには、サ
ービスのお申し込みが必要です。
P.7 ホームページ・ビルダー サービスとは

必要な情報

注意事項

補足

Just アカウントのメールアドレス、パスワード

● FTP アカウントを複数お持ちの場合には、どの FTP

▲

アカウント名を使うかを決めてください。
● ドメインを複数お持ちの場合は、どのドメイン名を転

P.7

Just アカウントとは

送先として使うかを決めてください。

そのほかのプロバイダーやサーバーをお使いの場合
必要な情報

注意事項

補足

ブラウザーの接続や電子メール送
受信のためのサーバーではなく、ホ
ームページを管理するサーバーの
名前です。

プロバイダーなどによっては「個人ホームペー

インターネット接続のためのユーザ
ー名、パスワードとは別に定められ
ている場合があります。

プロバイダーなどによっては「ユーザ名」「メー

お使いのプロバイダーや
サーバー
FTP サーバー名

FTP アカウント名

FTP パスワード

ジサーバー」と呼ばれることがあります。

ル アドレス」「 FTP ログイン名」「ログイン名」
「ホームページ ID 」と呼ばれることがあります。
プロバイダーなどによっては「パスワード」「ホー
ムページパスワード」「メールパスワード」と呼
ばれることがあります。

転送先フォルダー

プロバイダーなどによっては、特に
指定がない場合もあります。その場
合は、設定する必要はありません。
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プロバイダーなどによっては「パス名」「ユーザ
ーパス名」と呼ばれることがあります。

手順 2：転送の設定をする
サイトを公開先のサーバーに転送するための設定を行います。
設定は、お使いのプロバイダーやサーバーによって異なります。

●

そのほかのプロバイダーやサーバーを使う

P.48
▲

ホームページ・ビルダー サービスを使う

▲

●

P.49

ホームページ・ビルダー サービスを使う
ホームページ・ビルダー サービスを使う場合の転送設定を行います。
※ J-License の場合は、 P.49

「そのほかのプロバイダーやサーバーを使う」で説明している方法で転送設定を行います。

1 転送設定を始める

2 プロバイダーを選択する

1. メニューバーから［サイト-転送設定の一覧/設定］を
選択します。

1. ［ホームページ・ビルダー サービスを使用する］を選択
します。

2. ［通常］タブをクリックし、 設定追加 をクリックします。

2. ［メールアドレス］と［パスワード］に、 Just アカウント
のメールアドレスとパスワードを入力します。
▲

P.47

手順 1 ：情報を準備する

3. 次へ をクリックします。
●

FTP アカウント名を複数お持ちの場合、 FTP アカウント
名を選択する画面が表示されます。転送に使う FTP ア
カウント名を選択してください。

●

ドメインを複数お持ちの場合、ドメインを選択する画面が
表示されます。転送先として使うドメインを選択してくだ
さい。
つづく 
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2. ［転送設定名］を入力します。

3 転送の設定をする

転送設定名は、サイト名と同じなど、あとからでもわかりや
すい名前を付けることをお勧めします。

1. ［ FTP サーバー名］、［ FTP アカウント名］、［ FTP
パスワード］、［転送先フォルダ］を確認します。
各項目には、自動的に情報が入力されています。
※［転送先フォルダ］に、選択したアカウント名やドメインに応じた転送先
が設定されているかを確認してください。

3. ［サイトの URL ］に、 URL が設定されていることを
確認します。
※［転送先フォルダ］に設定されているフォルダーが含まれているかを
確認してください。

4. 完了 をクリックします。
5. ［転送設定一覧/設定］ダイアログボックスの 閉じる
をクリックします。
以上で転送設定ができました。
この転送設定を使ってサイトを転送します。
▲

P.51

手順 3 ：サイトを転送・公開する

必要に応じて、 詳細 をクリックして、パッシブモード接続の
設定などを行います。

そのほかのプロバイダーやサーバーを使う
ホームページ・ビルダー サービス以外のプロバイダーやサーバーを使う場合の転送設定を行います。
この場合は、 P.47 「手順 1 ：情報を準備する」で確認した情報を参照して設定を行います。

1 転送設定を始める

2 プロバイダーやサーバーを選択する

1. メニューバーから［サイト-転送設定の一覧/設定］を
選択します。

1. ［その他のプロバイダを使用する］を選択し、 次へ を
クリックします。

2. ［通常］タブをクリックし、 設定追加 をクリックします。

※ J-License の場合は、この画面は表示されません。

つづく 
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2. ［プロバイダの選択］の∨をクリックして、プロバイダーや
サーバーを選択します。

2. ［転送先フォルダ］*2 を確認、または入力します。
※操作 2 -2.で一覧からプロバイダーやサーバーを選択した場合は、
正しい転送先フォルダーが入力されています。転送先フォルダーの
指定がないプロバイダーやサーバーの場合は、空欄のままです。「手
順 1 ：情報を準備する」で確認した情報と同じか確認します。
操作 2 -2.で一覧から［その他］を選択した場合は、「手順 1 ：情報
を準備する」で確認した情報を入力します。

*2 操作 2 -2.で選択したプロバイダーやサーバーによっては、表示さ
れる項目名が変わります。

※一覧に使いたいプロバイダーやサーバーがない場合は、［その他］を
選択します。

！注意 ［転送先フォルダ］は、通知されたとおりに設定し
てください
例えば、「 public_html にデータを置いてください。」と
通知された場合は、「 public_html 」と入力します。
また、「/home/userxxx （あなたのアカウント）にデータを
置いてください。」と通知された場合は、先頭に「/」を付
け、「/home/userxxx 」と入力します。例えば、あなたの
アカウントが「 yamada 」の場合は「/home/yamada 」と
なります。
転送先フォルダーの指示がない場合は、空欄のままに
してください。

FTP サーバーの選択画面が表示された場合は、サーバ
ー名を選択します。
表示されない場合は、操作 3 -1.で入力します。

3 転送設定をする
1. ［ FTP サーバー名］*1 、［ FTP アカウント名］*1 、
［ FTP パスワード］*1 に、「手順 1 ：情報を準備する」
で確認した情報を入力します。

必要に応じて、 詳細 をクリックして、パッシブモード接続の
設定などを行います。

3. ［転送設定名］を入力します。
*1 操作 2 -2.で選択したプロバイダーやサーバーによっては、表示さ
れる項目名が変わります。

転送設定名は、サイト名と同じなど、あとからでもわかりや
すい名前を付けることをお勧めします。

！注意 サーバー名やアカウント名などは、通知されたと
おりに設定してください
FTP サーバー名、 FTP アカウント名、 FTP パスワード、
転送先フォルダーはすべて、英数字は半角で、大文字・
小文字も正しく入力してください。

4. ［サイトの URL ］に、 URL が設定されていることを
確認します。
※［転送先フォルダ］に設定されているフォルダーが含まれているかを
確認してください。

5. 完了 をクリックします。
6. ［転送設定一覧/設定］ダイアログボックスの 閉じる
をクリックします。
以上で転送設定ができました。
この転送設定を使ってサイトを転送します。
▲

★ポイント

P.51

手順 3 ：サイトを転送・公開する

転送設定を修正する

1. メニューバーから［サイト-転送設定の一覧/設定］を選択します。
2. ［通常］タブまたは［ WordPress ］タブをクリックし、一覧から修正したい転送設定を選択します。
3. 変更 をクリックします。
［転送設定の変更］ダイアログボックスが表示されます。

4. 設定項目を変更して OK をクリックします。
5. 閉じる をクリックします。
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手順 3：サイトを転送・公開する
「手順 2:転送の設定をする」で作成した転送設定を使って、サイトを公開先のサーバーに転送します。
サイトの転送が完了すると、ホームページの公開です。

1 サイトを開く

3 インターネットで確認する

1. サイトを開いてない場合は、サイトを開きます。
▲

P.15

1. ブラウザーの［更新］ボタンをクリックするか F5 キー
を押して、ページの内容を最新の情報に更新します。

★ポイント サイトを開く

※更新方法はお使いのブラウザーによって異なります。
詳しくは、ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。

2 サイトを転送する

2. ページの内容が正しく表示されるか確認します。

1. ナビバーの［サイトの公開］をクリックします。

2. ［公開先設定］の∨をクリックして、「手順 2 ：転送の
設定をする」で設定した転送設定を選択します。

ホームページ・ビルダー SP からサイトのページを表示す
る
メニューバーから［サイト-転送設定の一覧/設定］を選択
し、［通常］タブでサイトを転送したときに使った転送設定を
選択して サイトの URL を開く をクリックします。ブラウザー
が起動して、サイトのトップページが表示されます。

［サイトのエクスポートファイルをサーバーにバックアップす
る］をオンにしていると、転送しようとしているサイトのエクス
ポートファイルもサーバーに転送できます。
※［サイト一覧］ダイアログボックスで行うサイトのエクスポートとは異な
り、エクスポートファイルに転送設定は含まれません。

3. 公開 をクリックします。
4. 転送が完了し、メッセージが表示された場合は 公開
サイトを開く をクリックします。
お使いのブラウザーが起動し、転送したサイトのトップペ
ージが表示されます。
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WordPress

◆ サイトを公開する－ WordPress サイト－
作成したサイトをサーバーに転送して公開します。
サイトの公開方法は、サイトタイプ（通常サイト／ WordPress サイト）によって異なります。
ここでは、「 WordPress サイト」の公開方法を説明します。
▲

※通常サイトの場合

P.46

WordPress サイトの公開には、ホームページ・ビルダー SP で行う操作（ SP ）と、 WordPress の管理画
面で行う操作（ WP ）があります。
●公開するまでの手順

●公開するまでの手順

～初回～

転送の設定をする

3

サイトを転送する

4

転送したデータを反映する

P.53

▲

SP

▲

SP WP

P.54

P.59

▲

WP

P.60
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1

サイトを転送する

2

転送したデータを反映する

SP

P.59

WP

▲

2

SP

情報の準備・転送の設定は初回だけです。
2 回目以降は作成済みの転送の設定を使ってサイト
を転送し、データを反映するだけの手順で公開できま
す。
▲

情報を準備する

▲

1

～ 2 回目以降～

P.60

WordPress

手順 1：情報を準備する
WordPress サイトを公開先のサーバーに転送するためには、転送の設定やサーバーの MySQL （データ
ベース）への接続に関する設定が必要です。
設定に必要な情報を確認し、準備をします。
※転送の設定に必要な情報は、ホームページ開設の手続きを行ったときに、ご契約のプロバイダーなどから通知されているはずです。わ
からない場合は、ご契約のプロバイダーやサーバー管理者にお問い合わせください。

必要な情報は、お使いのプロバイダーやサーバーによって異なります。

ホームページ・ビルダー サービスをお使いの場合

▲

※ホームページ・ビルダー サービスは、ジャストシステムが運営するホームページの公開・運営・管理サービスです。お使いいただくには、サ
ービスのお申し込みが必要です。
P.7 ホームページ・ビルダー サービスとは

設定
転送の設定

必要な情報
Just アカウントのメールアドレス、パスワード
▲

MySQL （データベース）
接続の設定

P.7

Just アカウントとは

情報は必要はありません。
※必要な情報は自動に取得されます。

そのほかのプロバイダーやサーバーをお使いの場合
設定
転送の設定

必要な情報
FTP サーバー名

補足
プロバイダーなどによっては「個人ホームページサー
バー」と呼ばれることがあります。

FTP アカウント名

プロバイダーなどによっては、「ユーザ名」「メール アド
レス」「 FTP ログイン名」「ログイン名」「ホームページ
ID 」と呼ばれることがあります。

FTP パスワード

プロバイダーなどによっては、「パスワード」「ホームペー
ジパスワード」「メールパスワード」と呼ばれることがあ
ります。

転送先フォルダー

プロバイダーなどによっては「パス名」「ユーザーパス
名」と呼ばれることがあります。

サイトの URL
MySQL （データベース）
接続の設定

●データベース名
●データベースのホスト名
●ユーザー名
●パスワード
●テーブル接頭辞
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手順 2：転送の設定をする
WordPress サイトを公開先のサーバーに転送するための設定を行います。
設定は、お使いのプロバイダーやサーバーによって異なります。

●

そのほかのプロバイダーやサーバーを使う

P.54
▲

ホームページ・ビルダー サービスを使う

▲

●

P.56

ホームページ・ビルダー サービスを使う
ホームページ・ビルダー サービスを使う場合の転送設定を行います。
※ J-License の場合は、 P.56

「そのほかのプロバイダーやサーバーを使う」で説明している方法で転送設定を行います。

1 転送設定を始める

2 プロバイダーを選択する

1. メニューバーから［サイト-転送設定の一覧/設定］を
選択します。

1. ［ホームページ・ビルダー サービスを使用する］を選択
します。

2. ［ WordPress ］タブをクリックし、 設定追加 をクリッ
クします。

2. ［メールアドレス］と［パスワード］に、 Just アカウント
のメールアドレスとパスワードを入力します。
▲

P.53

手順 1:情報を準備する

3. 次へ をクリックします。
●

FTP アカウント名を複数お持ちの場合、 FTP アカウント
名を選択する画面が表示されます。転送に使う FTP ア
カウント名を選択してください。

●

ドメインを複数お持ちの場合、ドメインを選択する画面が
表示されます。転送先として使うドメインを選択してくだ
さい。
つづく 
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3 転送設定をする

！注意 WordPress のインストール
WordPress サイトを公開するには、転送先のフォルダ
ーに WordPress （プログラム）が必要です。
新しい転送先フォルダーに転送する場合は、必ず
WordPress をインストールしてください。
すでに WordPress がインストールされている転送先フ
ォルダーを転送する場合は、 WordPress をインストー
ルする必要はありません。

1. ［ FTP サーバー名］、［ FTP アカウント名］、［ FTP
パスワード］を確認します。
各項目には、自動的に情報が入力されています。
2. ［転送先フォルダ］の右側にある 参照 をクリックして、
サイトを転送するフォルダーを指定します。

テーブル接頭辞
自動的に設定されます。変更する必要はありません。
メモ
ホームページ・ビルダー サービスで、データベース
（ MySQL ）の一覧に表示されるメモです。転送設定の作
成日など、何に使っているかがわかるような内容を記載し
ておくと便利です。

2. ［ WordPress インストール設定］の［管理者アカウ
ント名］、［管理者パスワード］を確認します。
必要に応じて、 詳細 をクリックして、パッシブモード接続の
設定などを行います。

！注意 ［ WordPress インストール設定］の［管理者ア
カウント名］と［管理者パスワード］は、 WordPress の管
理画面にログインする際に必要です
ホームページ・ビルダー SP では［管理者アカウント名］
を「 admin 」に設定しています。ホームページ・ビルダー
SP で変更することはできません。
［パスワード］は、初期設定で、 Just アカウントのパスワ
ードが入力されています。変更した場合は、忘れないよ
うにメモしておいてください。

3. ［転送設定名］を入力します。
転送設定名は、サイト名と同じなど、あとからでもわかりや
すい名前を付けることをお勧めします。

4. ［サイトの URL ］に、 URL が設定されていることを
確認します。

▲

※［転送先フォルダ］で設定したフォルダーが含まれているかを確認し
てください。

4 WordPress をインストールする
1. ［ WordPress を公開サーバーにインストールする］
をオンにします。
※操作 3 -2.で［転送先フォルダ］に WordPress をインストール済み
のフォルダーを指定した場合は、［ WordPress を公開サーバーにイ
ンストールする］をオフにします。

P.56 ★ポイント ホームページ・ビルダー サービスで複数の
WordPress サイトを管理する場合

3. 完了 をクリックします。
WordPress がインストールされます。
4. WordPress のインストールが完了すると、完了のメ
ッセージが表示されるので、 OK をクリックします。
5. ［転送設定一覧/設定］ダイアログボックスの 閉じる
をクリックします。
以上で転送設定ができました。
この転送設定を使って、サイトを転送します。
▲

- 55 -

P.59

手順 3:サイトを転送する
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★ポイント ホームページ・ビルダー サービスで複数の WordPress サイトを管理する場合
複数の部署でそれぞれのサイトを運営するときなど、 WordPress にログインするパスワードを別々に設定したい場合
は、初期設定のパスワードとメールアドレスを変更します。
［ WordPress インストール設定］の［ Just アカウントを使用する］をオフにして、［管理者パスワード］と［管理者メール
アドレス］にそれぞれの管理者のパスワードとメールアドレスを設定してください。パスワードは自由に設定することがで
きます。

そのほかのプロバイダーやサーバーを使う
ホームページ・ビルダー サービス以外のプロバイダーやサーバーを使う場合の転送設定を行います。
この場合は、 P.53 「手順 1 ：情報を準備する」で確認した情報を参照して設定を行います。
また、転送設定を行ったあと、 WordPress の利用手続きが必要です。

▲

！注意 お使いのサーバーで、 WordPress サイトの公開に必要な環境が整っているか確認してください
WordPress 設定をする前に、サーバー動作環境やデータベース設定を確認してください。
● サーバー動作環境が、必要条件を満たしているか
● WordPress の環境構築に必要な、 MySQL （データベース）の設定が完了しているか
P.8 WordPress サイトのサーバー動作環境

1 転送設定を始める

2 プロバイダーやサーバーを選択する

1. メニューバーから［サイト-転送設定の一覧/設定］を
選択します。

1. ［その他のプロバイダを使用する］を選択し、 次へ を
クリックします。

2. ［ WordPress ］タブをクリックし、 設定追加 をクリッ
クします。

※ J-License の場合は、この画面は表示されません。

つづく 
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2. ［プロバイダの選択］の∨をクリックして、プロバイダーや
サーバーを選択します。

必要に応じて、 詳細 をクリックして、パッシブモード接続の
設定などを行います。

3. ［転送設定名］を入力します。
転送設定名は、サイト名と同じなど、あとからでもわかりや
すい名前を付けることをお勧めします。

4. 4.［サイトの URL ］に、「手順 1:情報を準備する」で
確認した転送の情報を入力します。

4 WordPress のインストールを設定す
する
※一覧に使いたいプロバイダーやサーバーがない場合は、［その他］を
選択します。

1. ［ WordPress を公開サーバーにインストールする］
をオンにします。

FTP サーバーの選択画面が表示された場合は、サーバ
ー名を選択します。
表示されない場合は、操作 3 -1.で入力します。

▲

※ 操作 3 -2.で［転送先フォルダ］に WordPress をインストール済み
のフォルダーを指定した場合は、［ WordPress を公開サーバーにイ
ンストールする］をオフにします。
P.55 ！注意 WordPress のインストール

3 転送設定をする
1. ［ FTP サーバー名］*1 、［ FTP アカウント名］*1 、
［ FTP パスワード］*1 に、「手順 1:情報を準備する」
で確認した転送の情報を入力します。

*1 操作 2 -2.で選択したプロバイダーやサーバーによっては、表示さ
れる項目名が変わります。

2. ［転送先フォルダ］*2 を確認、または入力します。
※操作 2 -2.で一覧からプロバイダーやサーバーを選択した場合は、
正しい転送先フォルダーが入力されています。転送先フォルダーの
指定がないプロバイダーやサーバーの場合は、空欄のままです。「手
順 1:情報を準備する」で確認した転送の情報と同じか確認します。
操作 2 -2.で一覧から［その他］を選択した場合は、「手順 1:情報を
準備する」で確認した転送の情報を入力します。

2. ［データベース接続設定］の［データベース名］、［デー
タベースのホスト名］、［ユーザー名］、［パスワード］
に、「手順 1:情報を準備する」で確認したデータベ
ース接続の情報を入力します。
※［ユーザー名］と［パスワード］は、 MySQL のユーザー名とパスワー
ドです。
※［テーブル接頭辞］を変更する必要はありません。

3. 完了 をクリックします。
WordPress が転送されます。
※お使いの環境によっては、転送にしばらく時間がかかります。
つづく 

*2 操作 2 -2.で選択したプロバイダーやサーバーによっては、表示さ
れる項目名が変わります。

！注意 ［転送先フォルダ］は、プロバイダーなどから通知
されたとおりに設定してください
例えば、「 public_html にデータを置いてください。」と
通知された場合は、「 public_html 」と入力します。
転送先フォルダーの指示がない場合は、空欄のままに
してください。
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5 WordPress の利用手続きをする
WordPress の転送が完了すると、お使いのブラウザ
ーが起動して、 WordPress をインストールする画面
が表示されます。
▲

P.58
ない

2. WordPress をインストールするブラウザーの画面
で、［サイトのタイトル］、［ユーザー名］、［パスワード］、
［メールアドレス］を入力します。
！注意 ［ユーザー名］と［パスワード］は、 WordPress
の管理画面にログインする際に必要です
忘れないようにメモして、大切に保管してください。

？困った WordPress をインストールする画面が表示され

また、ブラウザーの後ろに、 WordPress の利用手続
きを説明する画面が表示されます。
1. WordPress の利用手続きを説明する画面の内容
をよく読んで、 閉じる をクリックします。

3. 画面下部の WordPress をインストール をクリック
します。
WordPress のインストールが完了すると、ブラウザ
ーに「成功しました」という画面が表示されます。
4. ブラウザーを終了します。
5. ［転送設定一覧/設定］ダイアログボックスの 閉じる
をクリックします。
以上で転送設定が完了しました。
この転送設定を使って、サイトを転送します。
▲

P.59

手順 3 ：サイトを転送する

？困った WordPress をインストールする画面が表示されない
転送設定を確認して、設定項目にまちがいがないか、［サイトの URL ］が［転送先フォルダ］に設定した場所を指定して
いるかを確認してください。
［サイトの URL ］がまちがっていた場合は、［ダッシュボードの URL ］も修正してください。［ダッシュボードの URL ］は、サ
イトの URL の後ろに「/wp/wp-admin 」を付けたものになります。
▲

P.50 ★ポイント 転送設定を修正する
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手順 3：サイトを転送する
「手順 2:転送の設定をする」で作成した転送設定を使って、 WordPress サイトを公開先のサーバーに転
送します。
1. サイトを開いていない場合は、サイトを開きます。
▲

P.15

4. 公開 をクリックします。
ファイルの転送が始まります。

★ポイント サイトを開く

2. ナビバーの［サイトの公開］をクリックします。

▲

3. ［公開先設定］の∨をクリックして、「手順 2:転送の設
定をする」で設定した転送設定を選択します。

ファイルの転送が完了すると、お使いのブラウザーが起
動し、 WordPress の管理画面が表示されます。
また、ブラウザーの後ろに、 WordPress の利用手続
きを説明する画面が表示されます。

P.59
い

？困った メッセージが表示されて、ファイルが転送されな

5. WordPress の利用手続きを説明する画面の内容
をよく読んで、 閉じる をクリックします。
WordPress の管理画面にログインしてデータの反
映を行います。
▲

P.60

手順 4 ：転送したデータを反映する

［サイトのエクスポートファイルをサーバーにバックアップす
る］をオンにしていると、転送しようとしているサイトのエクス
ポートファイルもサーバーに転送できます。
※［サイト一覧］ダイアログボックスで行うサイトのエクスポートとは異な
り、エクスポートファイルに転送設定は含まれません。

？困った メッセージが表示されて、ファイルが転送されない
インターネットに接続していない場合や、転送先フォルダーに WordPress の環境が構築されていない場合は、ファイル
が転送されません。
メッセージに表示されている内容を確認のうえ、インターネットの接続や転送設定の修正を行ってください。
▲ ▲

P.8 WordPress のサーバー動作環境
P.50 ★ポイント 転送設定を修正する

- 59 -

WordPress

手順 4：転送したデータを反映する
WordPress サイトはサーバーに転送されましたが、まだサイトは公開されていません。
WordPress の管理画面でデータの反映を行うと、 WordPress サイトを公開することができます。
▲

P.60

★ポイント WordPress の管理画面（ hpb ダッシュボード）とは

！注意 ホームページ・ビルダー SP からサイトを転送したときは、データの反映が必要です
2 回目以降の転送時にも、必ずデータの反映を行ってください。

1 WordPress にログインする

ホームページ・ビルダー サービスをお使いの場合
ユーザー名：admin

1. WordPress の管理画面にログインする画面で、「ユ
ーザー名」と「パスワード」を入力します。

パスワード ：［ WordPress インストール設定］の［管理者
パスワード］に入力したパスワード

※「ログイン状態を保存する」をオンにすると、次回からログイン画面が
表示されず、すぐに WordPress の管理画面が表示されるようになり
ます。

※初期設定では、 Just アカウントのパスワードです。

そのほかのプロバイダーやサーバーをお使いの場合
WordPress の利用手続き（ P.58 操作 5-2.）で設定した
ユーザー名とパスワードを入力します。

2.

をクリックします。
つづく 

！注意 ログイン名とパスワードの設定について
WordPress の管理画面に不正にログインされるのを防ぐために、管理者アカウントのログイン名とパスワードは、十分に
配慮して設定してください。ログイン名とパスワードは以下のように設定されることをお勧めします。
● ログイン名（ホームページ・ビルダー サービスをお使いの場合）
● 初期状態で作成されている管理者アカウント「 admin 」を削除し、ログイン名「 admin 」以外で管理者アカウントを
作成する
※具体的な変更方法については、次の Web ページをご覧ください。 http://hpbs.jp/support/admin.html
● パスワード
● 英数字を組み合わせた 8 桁以上の複雑なものにする ● ログイン名の文字列を含まないものにする
● 辞書に載っている単語を含まないものにする
● ほかに公開しているサイトと異なるものにする
★ポイント WordPress の管理画面（ hpb ダッシュボード）とは
ホームページ・ビルダー SP で作成した WordPress サイトの枠組
みと、インターネットから投稿した記事の文章や写真を管理する画
面です。
転送した WordPress サイトのデータの反映や、記事の投稿ほか、
サイトを使いやすくするための設定などを行います。
ホームページ・ビルダー SP では、サイトの転送時に、 WordPress の管理画面に「 hpb ダッシュボード」という専用の
プラグインを設定しています。このプラグインを使うことで、ホームページ・ビルダー SP と WordPress が連携し、
WordPress の管理画面（ hpb ダッシュボード）上でいろいろな設定を行えるようになります。

- 60 -

WordPress
WordPress の管理画面（ hpb ダッシュボード）が表
示されます。

2. 公開するページを確認します。
公開するページは

※画面左上に「 hpb ダッシュボード」というメニューが表示されていな
い場合は、 F5 キーを押して画面を更新してください。

または

を選択します。公開しないページは
を選択します。
公開するページ
公開したことがないページを公開する場合は
が表示されます。公開済みのページを
更新する場合は
が表示されます。どち
らを選択しても、ページが公開されます。
削除するページ
ホームページ・ビルダー SP で作成していないページや、
削除したページは

が表示されます。

を選択すると、サーバーで公開してい
たページが削除されます。

3.

をクリックします。

2 データを反映する
1. 画面上部に表示されている
す。

をクリックしま
4.

をクリックします。

5. 公開した WordPress サイトが正しく表示されること
を確認します。
※ WordPress の管理画面（ hpb ダッシュボード）に戻るには、画面左
上のサイト名をクリックします。
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インターネットから記事を投稿する
WordPress の管理画面（ hpb ダッシュボード）から記事を投稿して、 WordPress のページを更新します。
※記事の投稿は、パソコン・スマートフォン・タブレット端末などから行えます。
本書では、パソコンを使った操作を説明しています。
※お使いの WordPress のバージョンによって、画面のデザインや操作が異なる場合があります。

WordPress の管理画面での記事の投稿方法について詳しくは、 WordPress の管理画面（ hpb ダッシュボード）のページ下
部にある［ hpb ダッシュボードで投稿・集客 PDF マニュアル］をクリックし、表示される PDF マニュアルの「記事を投稿する」を
ご覧ください。

1 WordPress にログインする

2 記事を書く

1. ホームページ・ビルダー SP のメニューバーから［サ
イト-転送設定の一覧/設定］を選択します。

1. hpb ダッシュボードの［新しく投稿する］で、投稿した
い記事の

2. ［ WordPress ］タブをクリックし、サイトを転送すると
きに使った転送設定を選択して ダッシュボードを開く
をクリックします。

※表示される投稿の種類は、ホームページ・ビルダー SP で指定した
投稿タイプに応じて異なります。

2. 記事のタイトルと本文を入力し、必要に応じて画像など
を挿入します。

お使いのブラウザーが起動して、 WordPress の管
理画面にログインする画面が表示されます。
3. ［ユーザー名］と［パスワード］を入力して、
クリックします。

をクリックします。

つづく 

を

※ログイン状態を保存している場合、この画面は表示されません。操作
2 に進みます。

- 62 -

WordPress

3 記事に分類を付ける
1. 画面右端の［○○*1 のカテゴリー］などの分類*2
で、［+新規カテゴリーを追加］をクリックします。
*1 ○○には、操作 2 -1.で指定した投稿タイプが入ります。
*2 ホームページ・ビルダー SP で投稿記事の分類を追加していた場
合、その分類も表示されます。
※ホームページ・ビルダー SP で分類を設定していた場合など、付け
たい分類が表示されているときは、操作 3 -3.に進みます。

2. 表示される入力欄に、追加したい分類を入力して、
新規カテゴリーを追加 をクリックします。

4 記事を投稿する
1. 画面右側の プレビュー をクリックします。
お使いのブラウザーが起動して、投稿した記事が表示
されます。
2. 記事の内容を確認したら、 WordPress の記事を投
稿する画面に戻り、

をクリックします。

公開中の WordPress サイトに記事が反映されま
す。
3. ［投稿を表示する］をクリックして WordPress サイト
を表示します。
※画面左上のサイト名をクリックするのも同じです。

一覧に、追加した分類が表示されます。
3. 記事に付ける分類をオンにします。
4. WordPress サイトに、記事が投稿されたことを確認
します。
記事を投稿すると、トップページや各ページにある投稿
一覧にも、記事へのリンクが追加されます。
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◆ 付録 1：パーツのプロパティ
パーツのプロパティの設定内容を説明します。
●［パーツ一覧］ビューから挿入できるパーツ
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

P.72

▲

▲

▲

▲

▲

▲

マルチメディア（動画・音楽）
P.69
地図
P.69
お問い合わせフォーム
P.70
SNS ボタン（通常サイト）
P.71
HTML ソース（ YouTube 、アフィリエイト）
投稿一覧（ WordPress サイト）
P.72
ウィジェットエリア（ WordPress サイト）
P.73
ログインボタン（ WordPress サイト）
P.73
▲

▲

P.64
サイト情報
サイトナビゲーション
P.65
ページタイトル
P.66
テキストボックス
P.66
リスト/定義リスト
P.67
表
P.67
ボタン
P.68
画像
P.68

●そのほかのパーツ
▲

ヘッダー／コンテンツヘッダー／サイドバー／フッター
ページ内容
P.74
パンくずリスト
P.74

P.73

▲

▲

サイト情報
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 背景スタイル ／ 枠スタイ
ル
P.75
パーツのデザインや配置、背景スタイル／枠スタイルを
設定します。
タイトル
ロゴ画像：／ ファイルの選択 ／ 画像の編集
▲

操作の説明

P.26 ～ P.28

キャッチフレーズ
▲

P.75
文字スタイル
キャッチフレーズの文字スタイルを設定します。
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サイトナビゲーション
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 文字スタイル ／ 背景スタ
イル ／ 枠スタイル
P.75
パーツのデザインや配置、文字スタイル／背景スタイル
／枠スタイルを設定します。
一覧
メニュー項目の一覧が表示されます。項目の順番の変
更や、項目の変更／複製／削除／階層化をしたい項
目を選択します。
［タイプ］には、項目のタイプ（ページ／リンク）が表示さ
れます。
ページの順番／ページの編集／ メニュー項目の追加
▲

操作の説明

P.29 ～ P.31

▲

詳細
P.65
マウスホバーしたときやカレントページのメニュー項目の
スタイルを設定します。［詳細設定］ダイアログボックス
が表示されます。

［詳細設定］ダイアログボックス
マウスホバーを設定／ 文字スタイル ／ 背景スタイル
▲

P.75

メニュー項目にポインターを合わせたときの文字スタイ
ル／背景スタイルを指定したい場合に設定します。
※マウスホバーの設定確認は、プレビュー画面で行います。

▲

カレントページメニューを設定／ 文字スタイル ／ 背景
スタイル
P.75
現在表示しているページのメニュー項目の文字スタイ
ル／背景スタイルを、ほかのメニュー項目と区別して指
定したい場合に設定します。現在どのページを表示し
ているのかをわかりやすくできます。
ボタンで開閉する（スマートフォン表示のみ）
スマートフォンで表示したときに、メニュー項目をボタン
で開閉できるようにする場合はオンにします。
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ページタイトル
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 文字スタイル ／ 背景スタ
イル ／ 枠スタイル
P.75
パーツのデザインや配置、文字スタイル／背景スタイル
／枠スタイルを設定します。

テキストボックス
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 背景スタイル ／ 枠スタイ
ル
P.75
パーツのデザインや配置、背景スタイル／枠スタイルを
設定します。
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リスト/定義リスト
リスト
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 文字スタイル
P.75
パーツのデザインや配置、文字スタイルを設定します。
リストマーク
リストから選択
リストの先頭に記号または番号を付けます。∨をクリック
して［なし］を選択すると、記号・番号の付かないリストに
なります。
画像から選択／ ファイルの選択
リストの先頭に画像を使います。 ファイルの選択 をクリ
ックして画像ファイルを選択します。

定義リスト
▲

デザイン選択 ／ 配置
P.75
パーツのデザインや配置を設定します。
▲

定義項目／ 文字スタイル
P.75
定義項目の文字スタイルを設定します。
▲

説明項目／ 文字スタイル
P.75
説明項目の文字スタイルを設定します。

表
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 文字スタイル ／ 背景スタ
イル
P.75
パーツのデザインや配置、文字スタイル／背景スタイル
を設定します。
最初の行のスタイル／ 文字スタイル ／ 背景スタイル
▲

P.75

表の最初の行の文字スタイル／背景スタイルを、ほか
の行と区別して指定したい場合に設定します。
最初の列のスタイル／ 文字スタイル ／ 背景スタイル
▲

P.75

表の最初の列の文字スタイル／背景スタイルを、ほか
の列と区別して指定したい場合に設定します。
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ボタン
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 文字スタイル ／ 背景スタ
イル ／ 枠スタイル
P.75
パーツのデザインや配置、文字スタイル／背景スタイル
／枠スタイルを設定します。
ボタンの編集
テキスト
ボタンの文字列を設定します。
リンク
ボタンをクリックしたときのリンク先 URL を設定しま
す。
マウスホバーを設定／ 文字スタイル ／ 背景スタイル
▲

P.75

ボタンにポインターを合わせたときの文字スタイル／背
景スタイルを指定する場合はオンにして、スタイルを設
定します。
※マウスホバーの設定確認は、プレビュー画面で行います。

画像
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 背景スタイル ／ 枠スタイ
ル
P.75
パーツのデザインや配置、背景スタイル／枠スタイルを
設定します。
画像の選択
ファイル名：／ ファイルの選択 ／ 画像の編集 ／代替
テキスト
▲

操作の説明

P.26 ～ P.28

リンク
画像をクリックしたときのリンク先 URL を設定します。
サイズを指定
画像の幅／高さを指定する場合はオンにして、［幅］と
［高さ］を設定します。［縦横比を固定する］をオンにす
ると、幅または高さを変更するときに、自動的にもう一
方の値が変更されて、画像の縦横比が保たれます。
画像の元のサイズを取得 をクリックすると、画像ファイ
ルの幅／高さが取得され、［幅］と［高さ］に設定されま
す。
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マルチメディア（動画・音楽）
▲

配置
P.75
パーツの配置を設定します。
ファイル名：／ ファイルの選択
ファイルの選択 をクリックして、動画ファイルや音楽ファ
イルを選択します。

地図
▲

配置
P.75
パーツの配置を設定します。
地図の設定
地図を設定します。［地図の設定］ダイアログボックスが
表示されます。
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▲

操作の説明

P.33

お問い合わせフォーム
▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 文字スタイル ／ 背景スタ
イル
P.75
パーツのデザインや配置、文字スタイル／背景スタイル
を設定します。
項目の一覧
フォームの項目の一覧が表示されます。項目の順番の
変更や、項目の編集／削除をしたい項目を選択しま
す。
項目の順番／項目の編集
▲

操作の説明

P.36
▲

フォームの設定
P.70
フォームを処理するサーバー上の CGI プログラムな
どを指定します。［フォームの設定］ダイアログボックスが
表示されます。

［フォームの設定］ダイアログボックス
アクション
CGI プログラムの URL やファイル名を設定します。
メソッド
ブラウザーからサーバーにデータを渡す方法を指定し
ます。
エンコードの種類
データをサーバーに送るときのエンコード方法を指定
します。

※お使いになる CGI プログラムに応じて設定を行ってください。
＊画面は通常サイトのものです。 WordPress サイトの場合は、 フォーム
メール一括設定 の下に、設定されているフォームメールが表示され
ます。

文字コード
フォームを実行したときに送信される文字セットを指定
します。
フォームメール一括設定
ホームページ・ビルダー サービスのレンタルサーバー
プランで提供しているフォームメール（簡易 CGI ）を
利用する場合の設定をします。
▲

操作の説明
P.35
※ WordPress サイトで、ホームページ・ビルダー サービス フォームメ
ールを利用する場合や、自分で作成したフォームで WordPress フォ
ームメールを利用する場合の設定もここで行います。操作方法は、
WordPress の管理画面から「 hpb ダッシュボードで投稿・集客 PDF
マニュアル」をご覧ください。
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SNS ボタン
※ WordPress サイトのページには配置できないパーツです。 WordPress サイトの場合は、 WordPress の管理画面で設定します。

ページ URL
対象にしたいページの URL を設定します。
mixi チェックキー
登録時に発行されるチェックキーを設定します。
ボタン種類
ボタンの種類を選択します。
▲

配置 ／ 背景スタイル ／ 枠スタイル
P.75
パーツの配置、背景スタイル／枠スタイルを設定しま
す。
ボタンの一覧
パーツに設定されている SNS ボタンの一覧が表示
されます。ボタンの順番の変更やボタンの削除、ボタン
の設定をしたいボタンを選択します。

プロフィール画像
イイネ!ボタンにプロフィール画像を表示するかしない
かを設定します。［ボタン種類］で［ mixi イイネ!］を選
択した場合に設定できます。
●それ以外のボタンの場合

ボタンの順番
↑上へ ／ ↓下へ をクリックすると、一覧で選択して
いるボタンが 1 つ上／ 1 つ下に移動します。
ボタンの編集
追加
ボタンの一覧にボタンを追加します。

＊画面は、 LINE で送るボタンのものです。

削除
一覧で選択しているボタンを削除します。
▲

編集
下記
一覧で選択しているボタンの設定をします。［○○ボタ
ン］ダイアログボックスが表示されます。
●mixi チェック/mixi イイネ！ボタンの場合
※ mixi チェックやイイネ！ボタンを挿入するには、 mixi へのユーザー
登録、デベロッパー登録、および mixi チェックキーの取得が必要で
す。 mixi の Web ページをご覧のうえ手続きを行ってください。

ページ URL
対象にしたいページの URL を設定します
※ Google +1 ボタンの場合は設定はありません。ボタンが挿入されて
いるページの URL が対象になります。

ツイートテキスト（ツイートボタンの場合）
ツイートしてもらいたい内容を設定します。
送るテキスト（ LINE で送るボタンの場合）
LINE に送る内容を設定します。
デザイン
ボタンのデザインを選択します。
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HTML ソース（YouTube、アフィリエイト）

▲

配置
P.75
パーツの配置を設定します。
埋め込み用コード入力
YouTube の埋め込みコード、アフィリエイト用の
HTML タグ、任意の HTML タグを入力します。

投稿一覧
※ WordPress サイトのページにだけ配置できるパーツです。

▲

デザイン選択 ／ 配置
P.75
パーツのデザインや配置を設定します。
投稿タイプ：～ページ送り
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▲

操作の説明

P.39

ウィジェットエリア
※ WordPress サイトのページにだけ配置できるパーツです。
※ウィジェットエリアに表示する内容は、 WordPress の管理画面で設定します。

▲

デザイン選択 ／ 配置
P.75
パーツのデザインや配置を設定します。
ウィジェットエリア名
ウィジェットエリアの名前を設定します。
※ WordPress の管理画面でウィジェットエリアの内容を設定するときに
表示されます。

ログインボタン
※ WordPress サイトのページにだけ配置できるパーツです。

▲

デザイン選択 ／ 配置 ／ 文字スタイル ／ 背景スタ
イル ／ 枠スタイル
P.75
パーツのデザインや配置、文字スタイル／背景スタイル
／枠スタイルを設定します。

ヘッダー／コンテンツヘッダー／サイドバー／フッター
※ページを構成する基本パーツです。パーツの一覧から新しく配置することはできません。

設定項目はありません。
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ページ内容
※ページを構成する基本パーツです。パーツの一覧から新しく配置することはできません。

▲

デザイン選択 ／ 背景スタイル ／ 枠スタイル
P.75

パーツのデザイン、背景スタイル／枠スタイルを設定し
ます。

パンくずリスト
※ページを構成する基本パーツです。トップページ以外のページに表示されます。パーツの一覧から新しく配置することはできません。
ナビバー下段の［サイト設定］をクリックして、表示するかしないかを設定できます。

ルート名
パンくずリストのルート文字列を設定します。
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デザイン・スタイル設定
［パーツのプロパティ］ビューの デザイン選択 ／ 配置 ／ 文字スタイル ／ 背景スタイル ／ 枠スタイ
ル をクリックして表示される画面・ダイアログボックスの設定項目を説明します。
▲

［デザイン選択］画面 P.75
［パーツ配置関連設定］ダイアログボックス P.76
［文字スタイル設定］ダイアログボックス P.76
［背景スタイル設定］ダイアログボックス P.77
［枠スタイル設定］ダイアログボックス P.77
▲

▲ ▲

▲

［デザイン選択］画面
※［パーツのプロパティ］ビューの デザイン選択 をクリックして表示される画面です。

デザイン一覧
パーツのデザインを選択します。クリックすると［デザイン
選択］画面を閉じてデザインを反映します。
＜／＞
前／次のデザイン一覧を表示します。
とじる
［デザイン選択］画面を閉じます。

＊画面は、「サイトナビゲーション」のパーツを選択したときの［デザイン
選択］画面です。パーツによって、選択できるデザインが変わります。
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［パーツ配置関連設定］ダイアログボックス
※［パーツのプロパティ］ビューの 配置 をクリックして表示されるダイアログボックスです。

＜ダイアログボックス右側の設定項目＞
マージンの設定
マージン（パーツと周りとの間隔）を指定します。
パーツのサイズの設定
パーツのサイズを指定します。

マージン／サイズ／表示形式／表示ページ設定
設定する項目を切り替えます。ここで選択した項目の
設定内容が、ダイアログボックスの右側に表示されま
す。
※パーツによっては、［表示ページ設定］は表示されません。

表示形式の設定／回り込み解除
パーツの表示形式を指定します。左や右に寄せて配置
するほかに、ウィンドウまたは親パーツを基準とした位置
に変更したり（絶対配置）、前後の改行なしで表示した
り（インライン）できます。
［回り込み解除］をオンにすると、ほかのパーツがパー
ツの横に回り込むのを防ぐことができます。
※［絶対配置］／［インライン］を選択したときは、［回り込み解除］は淡
色表示されて設定できません。

表示ページ指定
パーツを表示するページを指定します。ページごとに指
定したい場合は、［個別に指定する］を選択して、表示
するページをオンにします。

［文字スタイル設定］ダイアログボックス
※［パーツのプロパティ］ビューの 文字スタイル をクリックして表示されるダイアログボックスです。

フォント指定
フォントを指定する場合はオンにして、フォントを選択しま
す。
文字サイズ指定
文字サイズを指定する場合はオンにして、文字サイズ
を設定します。
文字の色
色選択 をクリックして文字の色を指定します。
文字飾り
下線や取り消し線を付けたり、太字や斜体にしたりする
場合は、項目をオンにします。
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［背景スタイル設定］ダイアログボックス
※［パーツのプロパティ］ビューの 背景スタイル をクリックして表示されるダイアログボックスです。

背景色
背景色を指定する場合はオンにして、 色選択 をクリッ
クして色を指定します。
背景画像
背景画像を指定する場合はオンにして、 参照 をクリッ
クして画像ファイルを選択します。
繰り返し表示
背景画像の繰り返し方法を指定します。
サイズ
背景画像のサイズを指定します。背景領域に収まるサ
イズや背景領域を覆うサイズにすることもできます。
表示位置
背景画像の表示位置を指定します。

［枠スタイル設定］ダイアログボックス
※［パーツのプロパティ］ビューの 枠スタイル をクリックして表示されるダイアログボックスです。

ボーダーを指定する
ボーダー（パーツの枠線）を指定する場合はオンにし
て、ボーダータイプ／線の太さ／線の色を設定しま
す。線の太さ
［線の太さ］で［数値を指定］を選択すると、太さを数値
で設定できます。［線の色］は、 色選択 をクリックして
指定します。
パディングを指定する
パディング（パーツとボーダーとの間隔）を指定する場
合はオンにして、パディングの値を設定します。
角丸
角の丸め方を指定します。
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書式設定などの操作ボタン
テキストボックス、リスト、定義リスト、テーブルのパーツを選択したときは、文字・段落の書式設定などを行う
ための操作ボタンも表示されます。

1.

└ 2.┘

3.

└── 4.──┘ └ 5.┘ 6. └ 7.┘

8. 9. └ 10.┘

など）は、

をクリックします。ボタン

※表示されるボタンの数が少ないとき（
が表示されて、設定できるようになります。

リスト、定義リスト、テーブルのパーツを選択したときは、先頭に次のような操作ボタンも表示されます。
● リスト

└ 11.┘

●

定義リスト

●

表

└ 12.┘

└ 13.┘└ 14.┘

1. 段落属性
段落の属性を変更します。見出し 1 ～ 6 や引用文の
属性に変更できます。
2. 左寄せ／中寄せ／右寄せ
段落を左揃え／中央揃え／右揃えに変更します。
3. 文字属性
文字の属性を変更します。強調や重要、コメント、上付き
／下付きなどの属性に変更できます。
4. 太字／斜体／下線／取り消し線
太字や斜体、下線や取り消し線などの文字飾りを変更
します。
※日本語に斜体（イタリック）は設定されません。

5. 文字スタイル設定／解除
文字のフォント・サイズ・色、文字飾りをまとめて変更／解
除します。
6. 文字色変更
文字の色を変更します。

8. 水平線挿入
水平線を挿入します。
9. 改行挿入
改行を挿入します。
10. リンク設定／解除
範囲指定している文字列にリンクを設定したり、カーソ
ル位置のリンクの設定を解除したりします。
11. リスト項目を前へ移動／後へ移動
カーソル位置の項目を前へ／後ろへ移動します。
12. リスト項目を前へ移動／後へ移動
カーソル位置の定義項目・説明項目の組み合わせを、
前へ／後ろへ移動します。
13. 行を上へ／下へ
カーソル位置の行を上へ／下へ移動します。
14. 列を左へ／右へ
カーソル位置の列を左へ／右へ移動します。

7. 文字サイズ拡大／縮小
文字サイズを拡大／縮小します。
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◆ 付録 2：転送のトラブル Q&A 集
ホームページ・ビルダー SP で、サイトの転送中、または転送完了後に起こりやすい問題の原因と対処方
法を説明します。

Q

A

転送中にエラーメッセージが表示される
転送中にエラーメッセージが表示される原因として、転送設定に誤りがある場合や、ファイル名に半角英数字以
外の文字が含まれている場合などが考えられます。

現象

エラーメッセージの例

そのほかのエラーが表示されている
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P.83

確認事項 2

P.83

確認事項 2

P.83
P.83

確認事項 3
確認事項 4

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

「ファイル/xxxx.html の転送中にエラーが
発生しました。」

確認事項 1
確認事項 5
確認事項 6

▲ ▲

特定のファイル名が表示されている

P.82
P.84
P.84

▲

転送先のフォルダーに日本語や全角文字などが 「転送先フォルダに、日本語や全角文字な
含まれている
どサーバーによっては処理できない文字
が含まれています。」

確認事項 1

▲

宛先フォルダー／ファイルや、転送先のフォルダー 「転送先フォルダが存在しません。」
の指定がまちがっているというメッセージが表示
される

P.82

▲ ▲ ▲

サーバーへ接続ができないというメッセージが表 「サーバーが見つかりません。」
示される

▲

ユーザー ID やパスワードがまちがっているという 「 FTP アカウント または FTP パスワード
メッセージが表示される
が正しくありません。」

確認事項

P.82
P.83
P.83
P.83
P.84
P.84

確認事項 1
確認事項 2
確認事項 3
確認事項 4
確認事項 5
確認事項 6

Q

A

転送中に画面が止まってしまう
［サイトの公開］ダイアログボックスで公開をクリックしたときに、次のような現象が起こることがあります。

現象

確認事項

何も反応がない
▲ ▲

［ファイル転送中］ダイアログボックスの目盛りがまったく進まない、または遅い

P.84
P.84

確認事項 5
確認事項 6

接続するのに時間がかかる
接続してもサーバー側に何も表示されない

Q

A

転送完了後にホームページが正しく表示されない
サイトの転送が正常に完了したあとに、ホームページや画像が表示されない場合は、次の項目を確認してくださ
い。
現象

文字化けしている
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P.85
P.85
P.86
P.83

確認事項 7
確認事項 8
確認事項 9
確認事項 2

P.86
P.85
P.83
P.83

確認事項 9
確認事項 8
確認事項 2
確認事項 3

▲

画像が表示されない

確認事項 8
確認事項 2
確認事項 7
確認事項 9

▲ ▲ ▲ ▲

トップページ以外のページが表示されない

P.85
P.83
P.85
P.86

▲ ▲ ▲ ▲

トップページが表示されない

▲ ▲ ▲ ▲

転送した内容がブラウザーで表示されない

確認事項

P.87

確認事項 10

Q

Q

A

転送先フォルダーがまちがっている可能性があります。
▲

A

「転送は完了しましたが、アクセス権は変更できませんでした」というメッセージが表示さ
れた
P.83 確認事項 2 転送先フォルダーを確認する

［プロバイダの選択］の一覧にないプロバイダーやサーバーに転送したい
［プロバイダの選択］の一覧にないプロバイダーやサーバーの転送設定を行うときは、次の操作を行います。

1. ［プロバイダの選択］で［その他］を選択します。
2. ［ FTP サーバー名］／［ FTP アカウント名］／［ FTP パスワード］／［転送先フォルダ］に、プロバイダーなどから通
知された転送先のサーバー名／ユーザー ID ／パスワード／転送先フォルダーを入力します。
※プロバイダーなどから通知された内容については、プロバイダーやサーバー管理者にお問い合わせください。

Q

A

パッシブ モードで転送したい
［転送設定］ダイアログボックスの［詳細設定］タブでパッシブ モードを有効に設定すると、パッシブモードで転送
できるようになります。

▲

P.84

確認事項 5 パッシブ モードが有効になっているか確認する
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転送の確認事項
ホームページ・ビルダー SP で、転送のトラブルが起こったときに確認してください。

確認事項 1：転送設定を確認する
転送先の FTP サーバー名、 FTP アカウント名、 FTP パスワード、および転送先フォルダーが、半角英数
字で大文字と小文字をまちがえずに正しく入力されているかを確認します。転送設定に必要な情報が不
明な場合は、プロバイダーやサーバー管理者に確認してください。
項目

確認事項

FTP サーバー名

● ブラウザーの接続や電子メール送受信のためのサーバーを指定していないか
● 全角文字で指定していないか
● 大文字と小文字をまちがえていないか

FTP アカウント名、
FTP パスワード

● 全角文字で指定していないか
● 大文字と小文字をまちがえていないか

転送先フォルダ

● 全角文字で指定していないか
● 大文字と小文字をまちがえていないか
● フォルダー名の先頭に「/」を付ける必要がないのに付けていないか、または付ける必

要があるのに忘れていないか
● 指定し忘れていないか

1. ホームページ・ビルダー SP のメニューバーから［サ
イト-転送設定の一覧/設定］を選択します。
［転送設定一覧/設定］ダイアログボックスが表示さ
れます。
2. 一覧から確認したい転送設定を選択して、 変更 をク
リックします。
［転送設定の変更］ダイアログボックスが表示されま
す。
3. 設定内容を確認し、まちがいがあれば修正します。

＊画面は通常サイトの転送設定のものです。 WordPress サイトの転送
設定の場合は、［ダッシュボードの URL ］の項目も表示されます。
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確認事項 2：転送先フォルダーを確認する
転送先フォルダーとは、ホームページを転送する場所としてプロバイダーやサーバーが定めているフォル
ダーです。
転送先フォルダーがまちがっていると、転送中にエラーが表示されたり、転送が完了してもインターネット上
でホームページが表示されなかったりすることがあります。［転送先フォルダ］がプロバイダーなどから通知
されたとおりに、半角英数字で正しく入力されているかどうかを確認し、まちがいがあれば修正します。
▲

P.82

確認事項 1 転送設定を確認する

！注意 ［転送先フォルダ］は、プロバイダーなどから通知されたとおりに入力してください
例えば、「 public_html にデータを置いてください。」と通知された場合は、［転送先フォルダ］に「 public_html 」と入力
します。このとき先頭に「/」を付けないようにします。
また、「/home/userxxx （あなたのアカウント）にデータを置いてください。」と通知された場合は、先頭に「/」を付け、
「/home/userxxx 」と入力します。例えば、あなたのアカウントが「 yamada 」の場合は「/home/yamada 」となります。

確認事項 3：ファイル名が半角英数字か確認する
ホームページで使う画像ファイルなどのファイル名が、次のように付けられているか確認します。
● 半角の英数字を使っている
● 小文字で統一されている
※サーバーの OS によっては、大文字と小文字が区別されます。小文字で統一しておくことをお勧めします。
● 全角英数字、日本語、半角カタカナ、全角／半角のスペース、「!」「？」などの特殊記号を使っていない

ファイル名に小文字の半角英数字以外の文字が含まれている場合は、ファイル名を修正してください。

確認事項 4：サーバーの空き容量を超えて転送していないか確認する
プロバイダーやサーバーで決められている制限容量を超えると、ファイルを転送できなくなります。これま
でにサーバーへ転送したファイルのうち、使っていないファイルを削除するか、サーバーの容量を増やしてく
ださい。
サーバー側の空き容量を調べたり、サーバーの容量を増やしたりする方法については、プロバイダーまた
はサーバー管理者に確認してください。
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確認事項 5：パッシブ モードが有効になっているか確認する
ADSL や光ファイバー、 CATV などの常時接続の回線やルーターを使って転送する場合は、パッシブ モ
ードで接続する必要がある場合があります。常時接続環境にしてからファイルの転送ができなくなった場
合には、次の操作をして、パッシブ モードを有効にしてから転送してください。
1. ホームページ・ビルダー SP のメニューバーから［サ
イト-転送設定の一覧/設定］を選択します。
［転送設定一覧/設定］ダイアログボックスが表示さ
れます。
2. 一覧から確認したい転送設定を選択して、 変更 をク
リックします。
［転送設定の変更］ダイアログボックスが表示されま
す。
3. 詳細 をクリックします。
4. ［詳細設定］タブをクリックし、［パッシブ モードで接続
する］をオンにします。

確認事項 6：セキュリティソフトの影響を確認する
セキュリティソフトがインストールされている場合は、セキュリティ面を考慮して外部との接続が制限されてい
ることがあります。
セキュリティソフトがホームページの転送を遮断したり、制限したりしていないかを確認してください。確認方
法や設定方法について詳しくは、セキュリティソフトのメーカーに確認してください。
！注意 ルーターやモデムの（セキュリティ）設定が原因の場合もあります
セキュリティソフトと同様に、ルーターまたはモデムがホームページの転送を遮断したり、制限したりしていないかを確認
してください。確認方法や設定方法について詳しくは、ルーターまたはモデムのメーカーに確認してください。
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確認事項 7：ブラウザーに指定したアドレス（URL）を確認する
ブラウザーの入力欄にホームページのアドレス（ URL ）を入力してページを表示しようとしていた場合は、
アドレスが正しいかどうかを確認してください。アドレスがまちがっていると、ホームページは表示されませ
ん。

確認事項 8：ブラウザーの表示内容を更新する
ブラウザーの一時ファイル（キャッシュ）に以前に閲覧した情報が残っていて、過去の内容を表示しているこ
とがあります。ブラウザーの表示内容を更新してください。
● ブラウザーの［更新］ボタンをクリックするか

F5 キーを押して、表示内容を最新の情報に更新する

更新方法はお使いのブラウザーによって異なります。詳しくは、ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。
● インターネット一時ファイルを削除する

削除方法は、お使いのブラウザーや、ブラウザーのバージョンによって異なります。詳しくは、ブラウザーのヘ
ルプなどをご覧ください。
Internet Explorer 11 ／ 10 ／ 9.0 の場合、次の操作で削除します。
1. Internet Explorer のメニューバーから［ツール-イ
ンターネット オプション］を選択します。

3. ［閲覧の履歴の削除］ダイアログボックスで、「インター
ネット一時ファイル」が付いた項目をオンにして 削除
をクリックします。

※メニューバーが表示されていない場合は、 Alt キーを押します。

2. ［全般］タブをクリックし、［閲覧の履歴］の 削除 をクリ
ックします。

4. OK をクリックします。
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確認事項 9：サーバーのファイルが更新されているか確認する
ホームページ・ビルダーに付属のファイル転送ツール（ FTP ツール）で、サーバーに転送されたファイルが
最新の状態かどうか確認してください。

1 転送設定を作成する

2 サーバーのファイルを確認する

1. Windows 8.1 のアプリ一覧画面／ Windows 8 の
スタート画面で［ JustSystems ツール&ユーティリ
ティ］をクリックし、［ホームページ・ビルダー 19 クラシ
ック］から［ファイル転送ツール］を選択します。
※ Windows 7 ／ Windows Vista の場合は、 Windows の［スタート］
ボタンをクリックし、［すべてのプログラム-ホームページ・ビルダー 19
クラシック-ツール-ファイル転送ツール］を選択します。

1. ファイル転送ツールの画面上部の 設定 をクリックしま
す。

1. ファイル転送ツールの画面の左上で接続したい転送設
定を選択し、 接続 をクリックします。

2. 画面右側に、操作 1 -4.で設定したサーバーのフォ
ルダー内のファイルが表示されるので、ファイル名や更
新日時を確認します。
※画面左側には、パソコン内のファイルが表示されます。

2. ［基本設定］タブで［転送設定名］を設定します。
ホームページ・ビルダー SP で付けた転送設定名と
同じ名前など、わかりやすい名前を設定します。
3. ［プロバイダの選択］／［ FTP サーバー名］／［ FTP
アカウント名］／［ FTP パスワード］に、ホームページ・
ビルダー SP の転送設定と同じ値を設定します。
4. ［サーバーの初期フォルダの設定］に、ホームページ・ビ
ルダー SP の転送設定の［転送先フォルダ］と同じ
フォルダーを設定します。

5. OK をクリックします。
ダイアログボックスが閉じ、転送設定が作成されます。
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確認事項 10：OS の地域と言語の設定、ブラウザーのエンコードなどを確認する
ページの文字が文字化けしている場合、複数の原因が考えられます。次の手順で確認します。

1 地域や言語の設定を確認する

2 フォント情報を再作成する

1. Windows のチャームバーを表示して、［設定］、［コ
ントロールパネル］を順にクリックし、［日付、時刻、または
数値の形式の変更］を選択します。
※ Windows 7 ／ Windows Vista の場合は、 Windows の［スタート］
ボタンをクリックし、［コントロールパネル-キーボードまたは入力方法の
変更］を選択します。

2. 地域や言語の設定が、次のようになっているかを確認
します。
●
●
●

［形式］シートの［（現在の）形式］…［日本語（日本）］
［場所］シートの［主な使用場所］*1 …［日本］
［管理］シートの［ Unicode 対応ではないプログラムの
（現在の）言語］…［日本語（日本）］

1. Windows 8.1 のアプリ一覧画面／ Windows 8 の
スタート画面で［ JustSystems ツール&ユーティリ
ティ］をクリックし、［ホームページ・ビルダー 19SP ］か
ら［フォントキャッシュ更新ツール］を選択します。
※ Windows 7 ／ Windows Vista の場合は、 Windows の［スタート］
ボタンをクリックし、［すべてのプログラム-ホームページ・ビルダー 19
SP-メンテナンス-フォントキャッシュ更新ツール］を選択します。

2. フォントキャッシュファイルを更新するかを確認するメッセ
ージが表示されるので、 はい をクリックします。
3. 削除が完了し、再起動の確認メッセージが表示された
ら、 はい をクリックして Windows を再起動します。

*1 Windows 7 の場合は［現在の場所］、 Windows Vista の場合は
［現在地を選択してください］です。

3. 上記の設定になっていない場合は、上記のように設定
します。
上記の設定になっている場合は、いったん「英語（米
国）」「米国」など日本語・日本以外の設定に変更しま
す。 OK をクリックしてパソコンを再起動したあと、再
度上記の操作を行って日本語・日本の設定に戻しま
す。

3 ブラウザーの表示や設定を確認する
ここでは Internet Explorer の場合の方法を説明し
ます。
※お使いのバージョンによっては、操作が異なる場合があります。

1. ブラウザーの［更新］ボタンをクリックするか、 F5 キー
を押して、表示内容を最新の情報に更新します。
2. ブラウザーのメニューバーから［表示-エンコード］を
選択し、エンコードの設定を変更し、文字化けが直るか
確認します。
※メニューバーが表示されていない場合は、 Alt キーを押します。

3. 別の種類のブラウザーで表示したときも文字化けする
か確認します。
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