
準備編

ムームードメインとエックスサーバー

WebMariage



目次

やることと所要時間

０ はじめに （10秒）※読むだけ

１ ドメインを決める （決まるまで）

２ ドメイン申込 （10分）

３ エックスサーバー申込 （10分）

４ サーバーにドメインを設定 （３分）

５ ワードプレスをインストール （３秒）※押すだけ



０ はじめに

初期費用 16,040円 更新13,800円 必要です
ご了承の上、お申込みください。

※まとめて払うとお得になります（上記は1年の価格）
※価格は2017年10月現在のものです

●ドメイン代 登録 1,040円 毎年1,280円
●サーバー代 初期費用 3,000円 毎月1,000円

１年先払 12,000円

このレポートは、ワードプレスブログを立ち上げるための
「事前準備」を自分でするためのガイドブックです。

お申込みをするので、お金がかかります。



よろしければ、早速進めていきましょう！
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１ ドメインを決める

どんなアドレスがいいか、もうお考えになりましたか？
「早速、申し込む！」…の前に 念のためチェックしてみましょう♪

■ポイント１ 自分の好きなものの名前にしていませんか？

大切なのは「自分が喜ぶ」ではなく、「お客様が喜ぶ」ことです。

私は「ワードプレスの “はじめの一歩” のお手伝いをしたい」
という願いを込めて「wp-firststep.com」にしています。

と、思ってもらえる
名前が理想ですよね。

例えば、犬のシロが好きで
「shirochan-lovely.com」
とつけても
誰も興味を持ちませんよね(笑)

このサイト、
まさに私のために
あるんだわ…
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■ポイント２ アドレスは「.com」にしましょう

しっかりした会社っぽいので、アドレスは「co.jp」がいい！

…という方が多いのですが

「co.jp」は法人登記している会社しか取れないんです。

ほかにも、「.mobi」、「.xyz」、「blue」など面白いものもありますが

お客様に信頼していただくため、

ここでは、迷わず.comを選んでください。

※2017年10月現在、.comは 1,040円です。
（時々値段が変わることがあります）
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アドレスが決まったら、申し込みです！
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１ ドメインを申し込む

【１】アドレスが空いているか確認する

欲しいアドレスが決まったら、早速確認です。

この画像をクリック
するとページが開きます

ここからは、ページの説明です。
実際に始める前に
流し読みして流れを見ておくと
実際の動きがわかりやすいですよ

ホームページが開いたら…

① 「ドメインを検索する」と
書いてある文字のあたりをクリック

② そこに、決めたドメイン名を入力

③「検索」という青いボタンをクリック

ムームードメインホームページ

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TP00C+CJALBM+348+1C53Z5
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TP00C+CJALBM+348+1C53Z5


ドメインを入れて、検索を押すと

そのアドレスが登録できるかどうか
結果が表示されます

一番上が「.com」です。

「カートに追加」 ラッキー！空いています！申し込みしましょう！
「取得できません」 残念ですが、もう他の人が使っているようです…。

価格の右側に
「カートに追加」または、
「取得できません」と表示されます。

「取得できません」が出たら、残念ですが他のアドレスを考えます。
私も「webmariage」は×だったので「web-mariage」としました。

・「ハイフン（-）」を入れる、・数字を足す
・前後入れ替えるなどのアレンジで取れる場合もありますよ！



■新規登録

「カートに追加」が出たら早速、
新規登録をして、
申し込みをしましょう。

画面の上の方に、「新規登録」
ボタンがあります。

押すと↓のような
「新規登録画面」が開きます。 ここに「メールアドレス」と

「パスワード」を登録します。

「ムームーID」というところに
メールアドレスを入力します。
ご契約のメールが届くので、いつも使っている
メールアドレスを登録してください。

パスワードは８文字以上で
「数字」「記号」「アルファベット」を
２つ以上組み合わせて作ってください。

上の段「メールアドレス」

下の段「パスワード」

できたら、「内容確認へ」をクリック



次のページでは、今入れた「メールアドレス」と「パスワード」の
確認画面が出てきます。

念のため、アドレスに
間違いがないか、

青い「表示する」
ボタンを押すと
パスワードも見えます。

意外とパスワードを
押し間違えていることも
多いので、ご確認ください。

ユーザー登録中です…
と少し待つと

「ユーザー登録ありがとうございます！」
この画面が出れば登録完了です！

間違いなければ「ユーザー登録」をクリック

そのまま「ドメインを検索する」
の青ボタンを押してください。



【２】ドメインを申し込む

すると初めのページに戻ります。
右上に、登録したメールアドレスが
出ていることをご確認ください。

もう一度「ドメインを検索」に、
決めたドメインを入力し
「検索」を押してください

一番上の、「.com」の右側の「カートに追加」をクリック

「.com」が選ばれ￥1,160となっていれば
「カートへすすむ」を押してください。



すると、詳しい設定ページに進みます。

これから申し込むアドレスが
表示されていることを
ご確認ください。

【ドメイン設定】

・whois公開情報
何やら難しそうですが
まず「whois公開情報」は
そのままで大丈夫です

※このサイトは誰が使っているか、情報を公開しますか？ という意味です。
ムームードメインなら無料で代理公開してくれます。

・ネームサーバー
ここをちょっと変更していただきます。
次のページの通りに操作してくださいね。

※これから「エックスサーバー」を使うための設定です。

ここはあなたのアドレスが表示されます

← そのまま



ネームサーバ（DNS）の
右側に「ムームーDNS」とあります

その右側の ▼ を押してください

するとたくさん出てくるので
その中の
GMOペパポ以外のサービス
を選んでください。

「GMOペパポ以外のサービス」に変わったら

「ネームサーバーを追加」を３回
押してください

３回

ネームサーバー５ まで作ります
（作りすぎたら 右の×で消せますよ）



５までできたら、ちょっと
お手数なのですが
以下の通り入力をお願いします。

ns1.xserver.jp
ns2.xserver.jp
ns3.xserver.jp
ns4.xserver.jp
ns5.xserver.jp

↑この文字をコピーして
張り付けると手軽です。
違うのは数字だけです。

その下にある
「ムームーメール」

これは使わないので、
スルーして次に進みます。

使いません。

下へ



【お支払い情報の登録】

契約期間と支払い方法を
選択します。

こちらは、もちろん
ご都合のよいものを選んで
頂くのがベストですが

カード払いだと自動更新できます。

更新手続きを忘れて
使えなくなっていた！
ということもないので

1年更新、カード払いがお勧めです。
ご都合の良いものをお選びください。

よろしければ「次のステップへ」

自動更新の時は
チェックをつける



すると、
他のサービスのお知らせが
たくさん出ますが
これは使いませんので

そのまま画面を下げて
「次のステップへ」を
押してください。

画面を下げる

【お客様情報入力】
の画面が出ます。

こちらは特に
変わったことはないので
必要項目を
それぞれ入力してください。

最後に
「次のステップへ」を押すと、
内容確認になります。



最終確認画面が出ます。

Whois公開情報は
「弊社の情報を代理公開する」
になっているか？

ネームサーバーは
GMOペパポ以外のサービスで
ns1.xserver.jp~ns5.xserver.jp
になっているか

ムームーメールは、
契約しないになっているか、
チェックしてください。

よろしければ
「下記の規約に同意します」に
チェックをつけて

取得する を押してください。



「ドメイン取得中です」と
クマが躍るので少しお待ちください。

この画面が出れば
ドメイン取得完了です！！

このあと、
メールが２つ届きます。

直後に 【ムームードメイン】ご契約完了のお知らせ
しばらくすると 【重要】[ムームードメイン] ドメイン 情報認証のお願い

という２つが届きます。2つ目は遅れて届きますが、
この2つ目を、必ず開いてください。



──────────────────────────────────
■メールアドレスの有効性認証■
──────────────────────────────────

本メールはICANNのWhois情報正確性確認方針に基づき、レジストラより
ドメイン名の登録者（Registrant）にご登録いただいているメールアドレスへ
送信しております。

ドメイン登録者情報のメールアドレスとして情報が正しい場合は、期日までに
以下URLへアクセスしてください。

対応期日：2017年8月27日 00:00
https://www.onamae.com/domaverification?xxxxxxxxxxx

メールを開くと、
文章の真ん中あたりに
「以下URLへ
アクセスしてください」と
書いてあります。

ここをクリックすると

「メールアドレスの有効性を
確認させて頂きました」

これが出れば、ドメイン取得の
手続きは完了です



２ エックスサーバー申込

アドレスが取れたら、
エックスサーバーに申し込みをしましょう。

この画像をクリック
するとページが開きます
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エックスサーバーは頻繁に「お得なキャンペーン」を行っています

開いてみると、タイミングにより
キャンペーンの
お知らせが出ていることが
ありますので

画面右上に
お知らせがあったら
よく確認してみてくださいね

（※こちらは終了した以前のキャンペーンの画面です）

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TP00B+1SW9PU+CO4+6HES1
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TP00B+1SW9PU+CO4+6HES1


「お申込はこちら」の
オレンジ色のボタンを押すと

「お申込フォーム」が出ます。

左側の「サーバー新規お申込み」
をクリックしてください。
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ここでは、
キャンペーンがないときの
通常のお申込の流れを
ご説明します。

←【キャンペーンがない時の画面】



続いて「お客様情報の入力」です
お手数ですが、順番に入力してください。

【サーバーID（初期ドメイン）】
仮に決めておくドメインです。
３～１２文字で、
何か名前をつけてください。
（後から好きなドメインに変更します）

【プラン】
一番低いプランで充分です。
「X10（スタンダード）」の
左側の〇にチェックをつけてください。

【会員情報】
あとは項目の通りに
順番に入力して頂ければOKです。

きちんと入力できると、
赤い部分が緑に変わります。
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【規約等】

「利用規約の同意」です。

できれば内容をご確認頂き…
と申し上げたいところですが
お任せいたします(笑)

小さい□にチェックをつけ

「お申込内容の確認」を
押してください。

【インフォメーションメールの配信】

エックスサーバーからの
お知らせを受け取るかどうかが選べます。

こちらは、受け取らなくても問題ありません。
キャンペーンのお知らせなどがほしい場合には「希望する」にチェックを入れてください。
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【お申込内容の確認】

このような確認画面が出ます⇒

入力内容に間違いがないか
今一度、確認いただき

よろしければ
「お申込をする」
を押してください。

※この時点では料金は発生しません

【お申込完了！】

すぐに
【Xserver】お申し込み受付のお知らせ

というメールが届いているはずですので
メールの確認をお願いします。

WebMariage 25



メールにはこう書いてあります

「サーバーアカウント完了設定の
お知らせをお送りいたしますので
今しばらくお待ちくださいませ。」

…とのことです。

私が申し込んだ際は、２～３時間で届きましたので、
少し休憩してお待ちくださいね。
（深夜だともっと早いケースもあるそうです。）

もし、24時間経っても届かないときは、
エックスサーバまでお問い合わせください

３ 休憩 ２～３時間

エックスサーバー カスタマーサポート
◇URL ：https://www.xserver.ne.jp/
◇E-Mail：support@xserver.ne.jp
◇TEL ：06-6147-2580（平日10時00分-18時00分、土日祝休）

ちょっと休憩
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https://www.xserver.ne.jp/
mailto:support@xserver.ne.jp


しばらく待つと、こんなメールが届くはずです。

【Xserver】■重要■ サーバーアカウント設定完了のお知らせ (試用期間)

このメールの中に
大切な「ユーザーアカウント情報」
があります。

これを使って設定を進めるので
消さないように注意して下さいませ。

それでは、
早速「インフォパネル」という
アドレスをクリックしてください。
（またはこのアドレス↓）

https://www.xserver.ne.jp/login_info.php

４ お支払とドメイン登録
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https://www.xserver.ne.jp/login_info.php


【お支払い手続き】

このような画面が出ますので

ID（またはメールアドレス）と
パスワードを入力して
ログインしてください。

（ID・パスワードは届いたメールの
「ユーザーアカウント情報」
にかいてあります）

すると「インフォパネル」という
会員ページにログインできます。

ここからお支払設定をします。

左側の「料金のお支払い」を
クリックしてください。

インフォパネル
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【お支払い伝票の発行】

すると右側に
「お支払い伝票の発行」
という欄が出てきます。

「サーバーご契約一覧」の
□にチェックを入れ、
更新期間を選び

「お支払い方法を選択する」を
クリックしてください。

すると、指定期間の
金額が表示されます

※ご都合の良い期間で構いません
ここでは仮に1年にしています。

チェック
期間を選ぶ クリック
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【お支払い方法の選択】

金額が出ると、その下に
お支払い方法が表示されます。

・「銀行振込」
・「クレジット」
・「コンビニエンスストア」
・「ペイジー」

ご都合の良いお支払方法をお選び下さい。

※銀行振込だと、手続き後
反映に数日かかるためこの後の
お手続きがすぐには進められません。

そのため、可能であれば
カード払いがお勧めです。

お手続きがスムーズに進みますし、
更新料金もそのまま自動引き落としになります。 このあと出る「確定」ボタンを

押せば完了です

例）カードの画面

ここをクリック

カード情報を入れる

クリック
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【ドメインの設定】

インフォパネルの
初めの画面に戻ります。

右下にご契約一覧があります。

サーバーパネルの下の
「ログイン」を
クリックしてください。
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・サーバーパネル、という画面に変わります。

「ドメインの追加設定」
を開きます

・ドメイン設定

「ドメイン設定」を
開いてください。
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【ドメイン設定】

それではここに
新しく取得した
ドメイン名を入力し

右下の「ドメインの追加」をクリックしてください。

すると、ボタンが「ドメインの確定」に変わるので、更にそのままクリックします。

お疲れさまでした！！
以上で事前準備は全て完了です。

エックスサーバーから届いたメールは
大切に保存しておいてくださいね
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登録お疲れさまでした！

いかがでしたか？
もしうまくできない、不明点などありましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ！

ワークショップ参加の方で
このマニュアルの事前準備についても
サポートご希望の方はご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら

猫でもわかる！簡単ワードプレスレッスン 主宰 村重 敦子
https://wp-firststep.com/

こちらのマニュアルは著作権で保護されています。
複製・流用・再配布・販売はご遠慮ください
万全を期しておりますが、このマニュアルをご利用いただいた
いかなる結果に対しても責任は負いかねますのでご了承ください。
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https://wp-firststep.com/contact/
https://wp-firststep.com/


最後に Web制作を学んだ私が、なぜワードプレスを勧めるのか？

それは、いくらお金をかけて、こだわったデザインを考えたり
見た目のきれいなページを作っても、
売り上げがあがらなければ意味がないと実感したからです。

ただお金を払って、ホームページを作ってもらうだけでは
集客・マーケティングに活用することはできません。

ご自身で管理し、情報発信ができるサイトを作ることが大切です。
それがワードプレスなら誰でも簡単にできるんです。

ただ、PCに不慣れだとどうしても敬遠しがちで「はじめの一歩」が
なかなか踏み出せないというお声をたくさんいただきました。

苦手なPC操作で頭を悩ませるのは、ワードプレスソムリエに任せて
限りある大切な時間は、 「あなたにしかできないこと」、
「あなたのお客様を幸せにすること」に 使ってほしいと私は願っています。

このマニュアルが、あなたのブログ構築の一助となれば本当に嬉しいです。

ワードプレスソムリエ 村重 敦子
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