
1 

 

【篠ヶ谷戸町会ホームページ作成のご案内及びマニュアル】 

■目 的 

「篠ヶ谷戸町会ホームページ」を作成するのは永年の念願でしたが、この度板橋区の補助金を受

ける事が出来きホームページを作成する環境が出来ました。WordPress を使って試作(委託)して頂

いた「ホームページ」を手本に同じものを各自作成しながら WordPressをマスターします。試作後

の内容をチエック（目的、掲載内容、構造、デザイン等）し、問題点を抽出します。更に問題点の

対策を議論し、カスタマイズして完成させて、今後の町会ホームページ運営維持の要員の確保と操

作マニュアルを作成することを目的にする。 

■対 象 者   ①篠ヶ谷戸町会役員及び他町会役員など総勢１０名程度です。 

②パソコンの操作になれていること 

③Wordか Excelに使いなれていること 

④ブログや他のソフトでホームページ作成経験者は歓迎します 

 

■日  時  下記日程の通りとする。 

1.【１回目：令和 2年 10月 18 日(日 14:00～17:00】  

WordPressの基本操作などを「試作：篠ヶ谷戸町会ホームページ」を参考に説明を受ける。 

2.【２回目：令和 2年 11月 22 日(日)14:00～17:00】  

試作した「ホームページ」を手本に同じものを各自作成しながら WordPress をマスターします。 

3.【３回目：令和 2年 12月 20 日(日)14:00～17:00】  

試作後の内容をチエック（目的、掲載内容、構造、デザイン等）し、問題点を抽出します。 

4.【4回目：令和 3年 1月 17 日(日)14:00～17:00】 

参加者で問題点の対策を議論し、カスタマイズして完成させます。 

5.【５回目：令和 2年 2月 21 日(日)14:00～17:00】 

最終版の【篠ヶ谷戸町会ホームページ】の項目毎に確認して操作マニュアルを作成する。 

 

■講習会場     篠塚稲荷神社社務所 

 

■持参するもの ①ノートパソコン ②※スマホ ③ノートと筆記用具 

 ※ノートパソコンをインターネットに接続するテザリングためとスマホと PCでホームページ 

がどのように見えるか確認します。 

 

■教材とマニュアル  試作用サンプルサイトに掲載しましたものを使う 

 

■お願い  講習会場に WiFi が無いのでポケット WiFiをお持ちの方はご持参ください。 

 

      講師 三次 国穂 
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試作ホームページ 

 

http://weblifeclub.main.jp/chokai/
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（測量・調査・設計）工程表

自 令和２自　令和2年１０月1日

件名　　篠ヶ谷戸町会ホームページ作成及び講習会工程表 至　令和３年　３月１0日

種別

出来高

備考：予定は青、実施は赤で着色すること。

テキスト作成

ホームページ試作

講義・演習

令和3年１月

計画立案

１２月 ２月令和２年１０月 １１月

第1回

10/18(日)14:00～

第2回

11/22(日)1400~

第3回

12/20(日)14:00~

第4回

1/17(日)14:00~

最終回

2/21日()14:00~
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【ロリポップ！スタジオについて・お申込み】 

ロリポップ！スタジオオプションは、おしゃれなホームページが誰でも簡単にできるサービスです。デ

ザイン性の高いテンプレートからホームページを作成するため、はじめての方でも安心してご利用いた

だけます。HTML や CSS などの専門知識や専用のソフトは必要ありません。 

Web フォントや画像編集、スライドショー作成など、さまざまな機能を備えており、個人のホームペー

ジだけでなく、店舗や企業など幅広い分野のホームページも手軽に作成・運営を行うことができます。 

【特徴】 

1.高品質なテンプレートで簡単作成 

豊富なテンプレートから、配色やレイアウトを選ぶだけで、初心者でも簡単にデザイン性の高いホーム

ページを作成することができます。直感的な操作で編集できるため、HTML や CSS 等の専門知識は不

要です。 

2.パソコン、スマートフォン両方に対応 

自動でレイアウトを最適化するレスポンシブ対応のテンプレートをご用意していますので、複雑な設定

を行うことなく、パソコンやスマートフォンなど、閲覧者の多様なデバイス環境に応じた表示をするこ

とができます。 

3.ホームページ公開はワンクリック 

ロリポップ！スタジオで作成したホームページは、ワンクリックでロリポップ！のサーバー上にアップ

ロードできるので、更新作業も簡単です。 

【機能紹介】 

1.独自ドメイン対応 

取得した独自ドメインをロリポップ！スタジオで作成したホームページのアドレスとして利用できま

す。 

2.CSS テキストボタン 

ホームページに欠かせないボタンは画像ではなく、色を選んでテキストを書き換えるだけで作成できま

す。 

3.フォーム設置 

デザインされたテンプレートから選ぶだけで、フォームの設置ができます。 

4.画像編集機能 

バナー、タイトル、ボタンなどの画像作成、編集ができます。シャドウ、ブラー、モザイクなどのエフ

ェクトも搭載し、10種類の日本語フォントと45種類の欧文フォントが使えます。作成した画像は、JPEG、

PNG での書き出しができます。 

5.スライドショー作成 
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jQuery アニメーションを活かしたスライドショーが作成できます。複数の画像をサムネイルでみせた

り、3D で立体的に切り替えるなど、豊富なエフェクトを多数ご用意しています。 

6.日本語 Web フォント 

きれいで見やすい日本語 Web フォントが多数使用できます。Web フォントは本文やタイトルなどに使

えます。 

7.ソーシャル連携 

Twitter、Facebook、Google、Pinterest、Tumblr、LINE などとの連携、ボタンの設置ができます。 

【お申込み方法】 

ロリポップ！スタジオお申込み画面の表示  

ユーザー専用ページにログインし、「ロリポップ！スタジオ」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

お申込み 

各項目を選択の後、「お申込み内容確認画面へ」をクリックします。  

 
クレジットカード決済の場合  

各項目を入力の後、「新規登録」をクリックします。 

 

https://user.lolipop.jp/?mode=studio
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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登録したクレジットカード情報は変更と削除ができます。  

おさいぽ！決済の場合  

「おさいぽ！ID 登録・認証」をクリックします。 

おさいぽ！ID をお持ちでない場合、おさいぽ！ID 簡単登録を利用すると、ID 登録

と認証が同時にでき便利です。 

 

おさいぽ！ID 認証・簡単登録について 

お申込み内容確認 

お申込み内容を確認し、「ロリポップ！スタジオオプション特約」に同意の上、「この

内容で申込む」をクリックします。 

 

お申込み完了 

以上でお申込み完了です。 

「ロリポップ！スタジオを起動する」をクリックし、ロリポップ！スタジオをご利用くださ

い。 

 

 

 

 

https://lolipop.jp/manual/user/osaipo-attest/
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【WordPress（ワードプレス）とは】 

WordPress（ワードプレス）についてご説明します。 

 

【概要】 

1.世界中で支持される Web サイト、ブログ作成ツールの代表格  

WordPress は、世界中で多くの人々に利用されている、Web サイト、ブログ作成ツールです。 シンプ

ルで直感的な操作性の良さ、コードやデザインの美しさ、ユーザビリティの良さ、Web の標準設計に準

じた構造といった完成度の高さや、自由度、拡張性の高さなどが評価され人気となっています。 

サーバーへインストールするタイプのブログ 

WordPress は、一般的なブログサービスのようにサービスへアクセス、ログインして記事を書くのでは

なく、ブログアプリケーション（WordPress）を自分のサーバーへインストールし、そのサーバー上で

利用します。 

ロリポップ！の WordPress 簡単インストールなら、面倒な設置作業の必要がなく、すぐにインストー

ルが完了します。 

2.Web サイトとしての利用  

WordPress は、簡単なカスタマイズにより、Web サイトとして十分利用することができます。 

ロリポップ！では、初心者の方にも安心してご利用いただけるよう WordPress の使い方のマニュアル

を用意し、カスタマイズ方法をご説明しています。 

3.個人利用、商用利用どちらも無料  

個人の日記や趣味サイトとして利用しても、企業の Web サイトや広報ブログとして利用しても、一切

利用料金はかかりません。無料でご利用いただけます。 

https://lolipop.jp/manual/user/applications-wordpress/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/
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4.広告表示なし 

広告表示はありません。わずらわしい広告に邪魔されることなく、ブログや Web サイトを運営できま

す。 

5.独自ドメインで運用できる 

無料ブログサービスではサイトの URL が長くなってしまいがちですが、WordPress は独自ドメインの

設定ができます。 お客様のドメインで Web サイト、ブログの運営ができます。 

6.機能やセキュリティのアップデート 

WordPress は、絶えずアップデートを行い、ツールの機能向上や、セキュリティ対策の強化など、常

に時代に合った状態を保っています。 

ロリポップ！の WordPress 簡単インストールには、SiteGuard WP Plugin というプラグインが同梱さ

れます。 SiteGuard WP Plugin は管理機能の保護、脆弱性の防御、コメントスパム対策など様々なセ

キュリティ面を向上できる心強いプラグインです。 

7.複数のサイトの作成、運用ができる  

WordPress は、サーバーの容量が許す限りいくつでもインストールすることができます。  

ロリポップ！のライトプラン、スタンダードプラン、ハイスピードプラン、エンタープライズプラ

ンは大容量ですので、 ひとつのサーバー契約で複数の Web サイト、ブログを持つことが

できます。 スタンダードプランはデータベース 50 個、ハイスピードプランとエンタープライズ

プランはデータベース無制限で利用できます。 

【膨大な種類のテーマ（デザインテンプレート）】 

WordPress の魅力のひとつに、多くのテーマが配布されているという点があります。テーマとは、デザ

インテンプレートのことです。たくさんのテーマの中から自由に検索し、簡単にお好みのサイトデザイ

ンに変更することができます。レスポンシブレイアウト（各端末最適表示）に対応しているテーマも多

くあり、パソコンにもスマートフォンにも Web サイトを最適化させることができます。 
【テーマには、無料のものと有料のものがあります。】 

【欲しい機能が揃う多くのプラグイン】 

 
WordPress は可能性無限大。そう言える理由のひとつがプラグインの存在です。プラグインとは、機能

を拡張する追加プログラムのことです。導入するプラグイン次第で、様々な機能を追加できます。メー

https://lolipop.jp/manual/domain/domain-02/
https://lolipop.jp/manual/user/applications-wordpress/
https://lolipop.jp/pricing/
https://lolipop.jp/pricing/
https://lolipop.jp/pricing/
https://lolipop.jp/pricing/
https://lolipop.jp/pricing/
https://lolipop.jp/pricing/
https://lolipop.jp/pricing/
https://lolipop.jp/pricing/
https://lolipop.jp/pricing/
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ルフォームを取り付けたり、人気記事ランキングを導入したり、投稿する記事のひな形を登録できるよ

うにしたり。あなたの希望するサイト運営に必要なプラグインがきっと見つかるはずです。 

【高い柔軟性によりオリジナリティを追求できる】 

WordPress は専門的なカスタマイズもできます。テンプレートは PHP で作られているので、PHP と

HTML の知識をお持ちであれば、細かな部分まで自由にカスタマイズできます。 

【必要なのは、レンタルサーバーだけ】 

WordPress を利用するのに必要なのはレンタルサーバーのみ。 

ロリポップ！では、10 日間の無料お試し期間をご用意しています。お申込から 10 日間は無料となって

います。無料お試し期間中も WordPress をご利用いただけます。 是非、お試し無料期間中に、WordPress

をお試しください。 

 

 WordPress の FAQ 広場  

 WordPress の使い方  

 WordPress の簡単インストール 

 WordPress の複数インストール 

 WordPress の削除  

 

 

【WordPress の使い方】 

WordPress の使い方も活用方法もよくわからない 

そのお悩み、解決します 

WordPress の使い方についてご説明します。 

WordPress は無料で利用できる設置型の CMS（コンテンツマネジメントシステム）です。も

っと詳しく WordPress を知りたい方は以下の記事をご確認ください。 

WordPress（ワードプレス）とは 

 

【目次】 

 WordPress のはじめ方  

 カスタマイザーで基本的な設定をする 

https://wordpress.lolipop.jp/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/
https://lolipop.jp/manual/user/applications-wordpress/
https://lolipop.jp/manual/user/wordpress-multi/
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-about/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/#start
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/#settings
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 記事を投稿する 

 テーマ設定とプラグイン 

 ロリポップ！おすすめの機能  

1.WordPress のはじめ方 

WordPress はサーバーにインストールすることで使用できるようになります。 

ロリポップ！レンタルサーバーなら、WordPress 簡単インストール機能を準備しています。 

ユーザー専用ページから WordPress をインストールしてログインするだけで簡単に WordPress を使う

準備が整うため、はじめての方でも簡単に利用することができます。 

簡単インストールはライトプラン以上から利用できます。 

詳しいインストール方法は以下のリンクをご覧ください。 

WordPress（ワードプレス）簡単インストール 

ロリポップ！で WordPress を簡単にはじめましょう！ 

10 日間無料で WordPress を体験する  

 

2.カスタマイザーで基本的な設定をする 

プレビューしながらカスタマイズできるカスタマイザーを活用した WordPress の使い方をご紹介しま

す。カスタマイザーを活用することで、サイトの様々な設定を簡単に行うことができます。 

2.1 ダッシュボードとカスタマイザーについて 

ダッシュボード（管理画面）とカスタマイザー（カスタマイズ画面）について  

2.2 サイト基本情報の設定  

サイトのタイトル（サイト名）、キャッチフレーズ（サイトの説明）、サイトアイコンの設

定方法  

2.3 色の設定  

ベース配色、背景色、文字色の設定方法  

2.4 ヘッダー画像の設定  

ヘッダー画像の設定方法  

2.5 背景画像の設定  

背景画像の設定方法  

https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/#article
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/#theme
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/#recommend
https://lolipop.jp/manual/user/applications-wordpress/
https://lolipop.jp/order/form/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-dashboard/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-initialization/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-color/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-header-image/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-background-image/
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2.6 メニューの設定  

メニューの設定方法  

2.7 ウィジェットの編集  

検索フォーム、最近の投稿、最近のコメントなど、ウィジェットの編集方法  

3.記事を投稿する 

WordPress での記事の投稿方法と、固定ページの作成方法をご紹介します。 

3.1 記事の投稿、編集  

記事の投稿、編集方法 

3.2 固定ページの作成  

サイトの概要ページやコンテンツページなど、静的なページとして利用できる固定ページの作成方法 

3.3 固定フロントページの設定  

サイトのトップを固定ページにする方法 

4.テーマ設定とプラグイン 

WordPress のテーマやプラグインの設定方法についてご紹介します。 

4.1 テーマの変更  

テーマ（デザインテンプレート）の検索、追加、変更方法 

4.2 プラグインの追加（お問い合わせページの作成） 

プラグインの検索、追加方法（Contact Form 7 を利用したお問い合わせページの作成方法） 

5.ロリポップ！おすすめの機能 

はじめての方も安心の機能失敗しても元に戻せるバックアップオプションWordPress のバックアッ

プにはロリポップ！のバックアップオプションがおすすめです。申込むだけで、サービス側で

定期的に実施しているバックアップに加え、Web サーバーとデータベースサーバーのデー

タを専用のサーバーに自動バックアップ。必要なときはすぐに自分でデータを取得できる

ので、万が一のときにも安心です。  

バックアップオプションについて 

6.WorsPress を高速化する 2 つの機能  

ロリポップ！アクセラレータ 

WorsPress など、アクセスの度に表示内容を生成する動的なウェブサイトでは、アクセスがある度ウェ

ブサーバーでの処理を行う必要がありますが、ロリポップ！アクセラレータを有効にすることでウェブ

サーバーでの処理を省けるため、表示速度の向上が期待できます。 

また、ウェブサーバーが処理するアクセス数が減るため、多数のアクセスが集中するウェブサイトを運

営していて、同時アクセス数の上限を超えてしまいウェブサイトにエラーが出ることが多い方にもおす

https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-menu/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-widget/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-post/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-page/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-front-page/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-theme/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture-plugin/
https://lolipop.jp/manual/user/backup-order/
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すめです。 

ロリポップ！アクセラレータ設定・解除方法  

7.モジュール版 PHP・LiteSpeed 

ロリポップ！のスタンダードプランとエンタープライズプランでは独自の開発技術で支えるモジュー

ル版 PHP、ハイスピードプランでは LiteSpeed を採用。 

WordPress など様々な CMS の高速化だけでなく、高負荷時の安定性に優れた環境を提供しています。 

モジュール版 PHP 

LiteSpeed 

 

 

【WordPress（ワードプレス）の設置】 

8.WordPress（ワードプレス）の設置方法についてご説明します。 

WordPress のご利用にはデータベース（MySQL）が必要です。 

データベースは、ライトプラン、スタンダードプラン、ハイスピードプラン、エンタープライズプラン

で利用できます。 

 WordPress 簡単インストール 

 WordPress の使い方  

 WordPress の削除  

 WordPress の FAQ 広場  

9.WordPress ログイン ID、パスワードについての注意  

WordPress の管理画面へ不正にログインされるケースが多発しています。ID とパスワードは８桁以上

のランダムな英数字で設定することをおすすめします。 

10.不正なログインを受けやすい ID とパスワードの例  

*「admin」や「password」などの簡単な文字列 

*辞書に載っている文字列（例：book、tokyo など） 

*他のサイトと同じ、もしくは類似している 

*ドメイン名と同じ、もしくは類似している 

パスワードの変更方法は WordPress 公式マニュアルをご参照ください。ご利用のパソコ

ンがウイルスに感染してパスワードが抜き取られる事例も発生しています。  パソコン用ウ

イルス対策ソフト等でウイルス対策を行なってください。サイト改ざんに対する対策もご覧く

ださい。お客様の大切なサイトを守るために対策をお願いします。  

https://lolipop.jp/manual/hp/content-cache/
https://lolipop.jp/service/specs/module-php/
https://lolipop.jp/service/specs/lite-speed/
https://lolipop.jp/manual/user/applications-wordpress/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/
https://wordpress.lolipop.jp/
https://wpdocs.osdn.jp/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%83%BB%E5%86%8D%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B
https://lolipop.jp/manual/user/anti-virus/
https://lolipop.jp/manual/user/anti-virus/
https://lolipop.jp/security/


13 

 

 

 

【データベース作成】 

1.データベース作成 

ユーザー専用ページにログインし、「データベース」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

 

2.作成するサーバー 

どのサーバーを選択されてもかまいません。 

3.データベース名  

お好みの名前でかまいません。 

4.接続パスワード 

任意のパスワードを入力します。パスワードは忘れないようにメモすることをおすすめします。 

5.データベース作成完了 

作成が完了すると以下のような画面が表示されます。 

「サーバー」、「データベース名」、「ユーザー名」、「パスワード」は、WordPress インストール時に必要

になります。 

https://user.lolipop.jp/?mode=mysql
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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【WordPress の入手】 

1.WordPress のダウンロード 

WordPress 日本語ローカルサイトにて、WordPress をダウンロードします。最新版のダウンロードを

おすすめします。 

 

2.ダウンロードしたファイルの解凍 

ダウンロードしたファイルを解凍ソフトなどを利用し解凍します。  

https://ja.wordpress.org/


15 

 

 

3.ファイルのアップロード 

4.サーバーへの接続 

お手持ちの FTP ソフト等で、サーバーに接続します。 

5.転送モード 

FTP ソフトの設定で、「PASV モード」を指定します。 

6.WordPress を設置するフォルダの作成 

ここでは、WordPress を「http://◯◯◯.lolipop.jp/wordpress/」に置くことにして説明しますので、サ

ーバースペース内に「wordpress」フォルダを作ります。 

 

7.ファイルのアップロード 

アーカイブファイルを解凍してできたファイルやフォルダを全て、サーバー内の「wordpress」フォル

ダにアップロードします。この作業には少し時間がかかります。一服しましょう。 
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【インストール】 

1.設定ファイルの作成  

「http://◯◯◯.lolipop.jp/wordpress/」を Web ブラウザで開きます。 

wp-config.php ファイルを作成します。「設定ファイルを作成する」をクリックし、進みます。 

 

2.データベース設定  

先ほど、ユーザー専用ページで作成したデータベースの情報を入力します。 

https://user.lolipop.jp/
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3.データベース名  

先ほど作成したデータベースの「データベース名」を入力します。 

4.ユーザー名  

先ほど作成したデータベースの「ユーザー名」を入力します。 

5.パスワード 

先ほどデータベース作成の際に入力した「パスワード」を入力します。  

6.データベースのホスト名 

先ほど作成したデータベースの「サーバー」を入力します。 

7.テーブル接頭辞  

「wp_」のままでかまいません。 

入力後「インストール実行」をクリックし、案内に従って進みます。 
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8.設定情報の入力  

「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。 

 

下記の画面に遷移し、「成功しました！」と表示されるとインストール完了です。「ロ

グイン」をクリックします。 

 

9.ログイン 
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「ユーザー名」、「パスワード」を入力しログインします。  

 

10.ブログの表示  

管理者ページが開きます。 

左上のサイトのタイトルをクリックします。 

 

設置した WordPress が表示されていることが確認できます。 
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11.パーミッションの変更  

WordPress のインストール完了後、「./wp-config.php 」「./wp-admin/install.php」のパーミッションを

以下のように変更します。 

./wp-config.php → 400 

./wp-admin/install.php → 000 

 

12..FFFTP をご利用の場合の変更方法 

WordPress をインストールしたフォルダの「wp-config.php」を右クリックします。 

「属性変更」をクリックします。 
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現在の属性を「400」に変更し、「OK」をクリックします。 

 
「wp-admin」フォルダの「install.php」を右クリックします。 

「属性変更」をクリックします。 
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現在の属性を「000」に変更し、「OK」をクリックします。 

 

 

13.ロリポップ！FTP をご利用の場合の変更方法  

WordPress をインストールしたフォルダの「wp-config.php」をクリックします。 

編集画面の現在の属性を「400」に変更します。 

ページ下部の「保存する」をクリックします。 
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「wp-admin」フォルダの「install.php」をクリックします。 

編集画面の現在の属性を「000」に変更します。 

ページ下部の「保存する」をクリックします。 
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【WordPres を使いこなそう】 

WordPress をインストールしたらさっそく使ってみましょう。初めての方も WordPress の使

い方というマニュアルがあるので安心です。ホームページやブログの作り方を初心者の方

にも優しくご説明しています。 

WordPress の更新について 

WordPress はセキュリティ強化や機能の拡充などにより定期的にアップデートが

行われています。更新可能になっている場合は、最新版に更新してください。  

WordPress の更新  

【WordPress（ワードプレス）とテーマ・プラグインの更新】 

WordPress（ワードプレス）とテーマ、プラグインの最新版への更新方法をご説明します。 

WordPress はセキュリティ強化や機能の拡充などにより定期的にアップデートが行われています。更新

可能になっている場合は、最新版に更新してください。 

WordPress は、ライトプラン、スタンダードプラン、ハイスピードプラン、エンタープライズプランで

利用できます。 

 WordPress とは 

 WordPress の FAQ 広場  

 WordPress の使い方  

【WordPress の更新】 

1.更新の確認  

更新可能な場合は、ダッシュボードに更新の通知が表示されます。  

 

https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-update/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-about/
https://wordpress.lolipop.jp/
https://lolipop.jp/manual/hp/wordpress-lecture/
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更新の前に、バックアップを取ることをおすすめします。  

バックアップオプション 

2.WordPress の更新  

「いますぐ更新」をクリックします。 

 

3.更新の完了  

更新が完了すると、最新バージョンの紹介ページが表示されます。  

 

 

https://lolipop.jp/manual/user/backup-order/
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【プラグインの更新】 

1.更新の確認  

更新可能な場合は、ダッシュボードのヘッダ、更新の項目、プラグインの項目部分に通知が表示されま

す。「更新」をクリックします。 

 

2.プラグインの更新  

更新画面では、更新可能なプラグインの一覧が表示されます。更新するプラグインにチェックを入れ、

「プラグインを更新」をクリックします。 
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3.更新の完了  

更新が完了すると、更新完了画面が表示されます。 
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【テーマの更新】 

1.更新の確認 
更新可能な場合は、ダッシュボードのヘッダ、更新の項目に通知が表示されます。「更新」をクリック

します。 

 

2.テーマの更新  

更新画面では、更新可能なテーマの一覧が表示されます。更新するテーマにチェックを入れ、「テーマ

の更新」をクリックします。 
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3.更新の完了  

更新が完了すると、更新完了画面が表示されます。 
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【WordPress（ワードプレス）の削除】 

WordPress（ワードプレス）の削除方法についてご説明します。 

WordPress のデータはウェブサーバーとデータベースサーバーに存在します。 両方のサーバーから

WordPress のデータを削除する必要があります。 

 一度削除されたファイルやデータベースを復元することはできません。 必要なデータは事

前にバックアップを行ってください。 

1.バックアップオプションについて 

WordPress のバックアップにはロリポップ！のバックアップオプションがおすすめです。 申込むだけ

で、サービス側で定期的に実施しているバックアップに加え、Web サーバーとデータベースサーバーの

データを専用のサーバーに自動バックアップ。 必要なときはすぐに自分でデータを取得できるので、

万が一のときにも安心です。 

【WordPress の削除方法】 

1.WordPress が設置されているフォルダの確認  

WordPress にアクセスする際の URL が、WordPress が設置されているウェブサーバのフォルダです。 

 
独自ドメインをご利用の場合は「公開（アップロード）フォルダ」をご確認ください。 

ユーザー専用ページの「独自ドメイン設定」を開きます。 

確認する独自ドメインの「設定変更」をクリックします。 

https://lolipop.jp/manual/user/backup-order/
https://user.lolipop.jp/?mode=domain
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「公開（アップロード）フォルダ」を確認します。 

 

2.WordPress に設定しているデータベース名の確認  

 簡単インストール機能を使って WordPress を設置した場合  

 ご自身で WordPress を設置された場合  

１つのデータベースに複数の WordPress や他の CMS のデータが格納されている場合は、削除する

WordPress のデータを識別するためにテーブル接頭辞を確認する必要があります。 

 

簡単インストール機能を使って WordPress を設置した場合  

ユーザー専用ページの「WordPress 簡単インストール」を開きます。 

WordPress インストール履歴の「利用データベース」の項目をご確認ください。  

https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-2-01
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-2-02
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-2-03
https://user.lolipop.jp/?mode=install&state=wordpress
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ご自身で WordPress を設置された場合  

ロリポップ！FTP にログインします。 

ロリポップ！FTP へは、ユーザー専用ページの「ロリポップ！FTP」からもログインで

きます。 

❶で確認した WordPress が設置されているフォルダ中の「wp-config.php」をクリ

ックします。 

 

24 行目付近の「define('DB_NAME','」に続くデータベース名を確認してください。 

https://lolipopftp.lolipop.jp/
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-1
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テーブル接頭辞の確認方法  

ロリポップ！FTP にログインします。 

ロリポップ！FTP へは、ユーザー専用ページの「ロリポップ！FTP」からもログインで

きます。 

❶で確認した WordPress が設置されているフォルダ中の「wp-config.php」をクリ

ックします。 

 

70 行目付近の「$table_prefix = '」に続くテーブル接頭辞を確認してください。 

https://lolipopftp.lolipop.jp/
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-1
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3.ウェブサーバー内の一部フォルダとファイルの削除  

❶で確認したフォルダ内の下記のフォルダとファイルを削除します。  

 wp-admin フォルダ 

 wp-content フォルダ 

 wp-includes フォルダ 

 index.php 

 license.txt 

 readme-ja.html 

 readme.html 

 wp-activate.php 

 wp-blog-header.php 

 wp-comments-post.php 

 wp-config-sample.php 

 wp-config.php 

 wp-cron.php 

 wp-links-opml.php 

 wp-load.php 

 wp-login.php 

 wp-mail.php 

 wp-settings.php 

 wp-signup.php 

 wp-trackback.php 

https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-1
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 xmlrpc.php 

プラグインなどをご利用の場合は上記以外にも削除が必要なフォルダやファイルが存

在する場合があります。ご確認の上、併せて削除してください。  

4.データベースサーバーのデータの削除  

 １つのデータベースに１つの WordPress のみ設定している場合  

 １つのデータベースに複数の WordPress や他の CMS を設定している場合  

 

１つのデータベースに１つの WordPress のみ設定している場合 

ユーザー専用ページの「データベース」を開きます。 

❷で確認したデータベース名の「操作する」をクリックします（スタンダードプラン、エンター

プライズプランでの操作）。 

 

「データベース削除」をクリックします。 

https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-4-01
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-4-02
https://user.lolipop.jp/?mode=mysql
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-2
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１つのデータベースに複数の WordPress や他の CMS を設定している場合  

ユーザー専用ページの「データベース」を開きます。 

❷で確認したデータベース名の「操作する」をクリックします（スタンダードプラン、エ

ンタープライズプランでの操作）。 

 

「サーバー」、「ユーザー名」、「パスワード」を確認して、「phpMyAdmin を開く」をク

リックします。 

https://user.lolipop.jp/?mode=mysql
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-2
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「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、「サーバー」を選択して「実行する」をクリッ

クします。 

 

左のメニューより❷で確認したデータベース名をクリックします。 

https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-2
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❷で確認した「テーブル接頭辞」の付いたテーブルのチェックボックスにチェックを

入れます。 

 

表の下にあるプルダウンメニューから「削除」を選択します。  

 

削除するテーブルの接頭辞を確認し、「はい」をクリックします。  

「SQL は正常に実行されました」と表示されれば削除は完了です。  

https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-del/#p-2
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【WordPress（ワードプレス）ログインページ

の.htaccess 編集】 

ロリポップ！は 2015 年 1 月 26 日まで、WordPress（ワードプレス）への攻撃に対する検

知、防御機能を導入しておりましたが、現在はセキュリティ対策を更に強化するため

SiteGuard WP Plugin のご利用を推奨しています。 

2015 年 1 月 26 日までに WordPress に対する総当たり攻撃や辞書攻撃が検知されて

いた場合は、WordPress ダッシュボードへの不正ログインを防ぐため、自動的

に.htaccess によるログインページ（wp-login.php）へのアクセス制限が実施され、併せて

ご契約の登録メールアドレス宛に通知が行われています。  

 自動でアクセス制限が実施されていた場合の対応方法  

 手動でアクセス制限を新規設定する場合  

【アクセス制限が実施された場合の対応方法】 

 複数の端末からアクセスする場合  

 アクセス制限の解除後に再度アクセスできなくなった場合  

 

1.ロリポップ！FTP へのログイン 

「ロリポップ！FTP」にログインします。 

ロリポップ！FTP へは、ユーザー専用ページの「ロリポップ！FTP」からもログインで

きます。 

https://www.jp-secure.com/siteguard_wp_plugin/
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/#p-wp-htaccsess01
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/#p-wp-htaccsess02
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/#p-wp-htaccsess01-a
https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/#p-wp-htaccsess01-b
https://lolipopftp.lolipop.jp/
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2..htaccess ファイルの表示  

サーバー上のファイル一覧が表示されます。 

対象である WordPress フォルダの「.htaccess」ファイルをクリックします。 

 

3..htaccess ファイルの編集  

編集画面が表示されます。 

「IPADDRESS」の部分をお客様の「接続元 IP アドレス」に変更します。 

変更後、「保存する」をクリックします。 

お客様の「接続元 IP アドレス」 

106.72.144.161 
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「IPADDRESS」部分のみ修正します。他の部分を修正するとサイト表示に影響が出

る場合があります。 

 

複数の端末からアクセスする場合  

4.端末の接続元 IP アドレスの確認  

ダッシュボードへアクセスを行う、パソコンやスマートフォンなどの各端末でマニュアルの❸をご覧く

ださい。アクセスしている端末の「接続元 IP アドレス」をご確認いただけます。 

5.WordPress フォルダの.htaccess ファイルの編集  

「Allow from IPADDRESS」の行を以下のように必要な数だけコピー＆ペーストします。 

各行の「IPADDRESS」の部分をそれぞれの端末で確認した「接続元 IP アドレス」に変更します。 

変更前  

# BEGIN Lolipop [ https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/ ] 

<Files wp-login.php> 

ErrorDocument 403 /lolipop_service_documents/wp-login-deny.html 

Order deny,allow 

Deny from all 

Allow from IPADDRESS 

</Files> 

# END Lolipop 

変更後  

# BEGIN Lolipop [ https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/ ] 

<Files wp-login.php> 

ErrorDocument 403 /lolipop_service_documents/wp-login-deny.html 

Order deny,allow 

Deny from all 

Allow from IPADDRESS 

Allow from IPADDRESS 

Allow from IPADDRESS 

</Files> 

# END Lolipop 

 

アクセス制限の解除後に再度アクセスできなくなった場合  

https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/#p-step-03
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IP アドレスが変動する「DHCP」設定を利用している可能性があります。 この場合、「接続元ホスト名」

を利用して設定を行います。 

同じインターネットプロバイダを利用していれば、IP アドレスが変動しても「接続元ホスト名」

の一部は常に一定の文字列となります。 

6.端末の接続元ホスト名の確認  

お客様の「接続元ホスト名」 

M106072144161.v4.enabler.ne.jp 

7.WordPress フォルダの.htaccess ファイルの編集  

「# BEGIN Lolipop」から「# END Lolipop」までの内容を下記のとおりに編集します。 「HOSTNAME」

の部分は記入例を参考にしてください。 

「HOSTNAME」の記入例  

Allow from .v4.enabler.ne.jp 

「****.v4.enabler.ne.jp」というホスト名のアクセスを許可します。 

Allow from .enabler.ne.jp 

「****.enabler.ne.jp」というホスト名のアクセスを許可します。 

変更前  

# BEGIN Lolipop [ https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/ ] 

<Files wp-login.php> 

ErrorDocument 403 /lolipop_service_documents/wp-login-deny.html 

Order deny,allow 

Deny from all 

Allow from IPADDRESS 

</Files> 

# END Lolipop 

変更後  

# BEGIN Lolipop [ https://lolipop.jp/manual/blog/wordpress-htaccess/ ] 

<Files wp-login.php> 

ErrorDocument 403 /lolipop_service_documents/wp-login-deny.html 

Order deny,allow 

Deny from all 
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Allow from HOST NAME 

</Files> 

# END Lolipop 

【アクセス制限の設定方法】 

1.ロリポップ！FTP へのログイン 

「ロリポップ！FTP」にログインします。 

ロリポップ！FTP へは、ユーザー専用ページの「ロリポップ！FTP」からもログインできます。 

2.ファイル作成画面の表示  

サーバー上のファイル一覧が表示されます。 

対象である WordPress フォルダに移動します。 

メニューの「新規ファイル作成」アイコンをクリックします。 

 

3..htaccess ファイルの作成  

編集画面が表示されます。 

ファイル名に「.htaccess」と入力します。 

テキストエリア内に以下の記述を入力します。 

変更後、「保存する」をクリックします。 

# BEGIN Lolipop 

<Files wp-login.php> 

Order deny,allow 

Deny from all 

Allow from 106.72.144.161 

</Files> 

# END Lolipop 

 黄色の部分はお客様の「接続元 IP アドレス」です。 

https://lolipopftp.lolipop.jp/
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【MovableType の設置 STEP1】 

コンテンツ管理システム（CMS）MovableType6.0 の設置方法についてご説明します。 

 MovableType6.0 のご利用には MySQL5 のデータベースが必要です。 MySQL4 をご利用の場合は

MySQL5 への移行を行ってください。 

MySQL は、ライトプラン、スタンダードプラン、ハイスピードプラン、エンタープライズプランで利

用できます。 

 MovableType6.0 以降をご利用の場合、ハイスピードプランでは利用する Perl のパスが 

/usr/local/bin/perl となります。お客様にてパスを変更しご利用ください。 

このマニュアルでの設定  

お客様のアドレスを「http://hoge.chu.jp/」、 

MT の本体を「http://hoge.chu.jp/mt/」に設置し、 

MT のブログのアドレスを「http://hoge.chu.jp/blog/」にするものとしてご説明しま

す。 

【データベース作成】 

1.データベース画面の表示  

ユーザー専用ページにログインし、「データベース」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

https://lolipop.jp/manual/user/mysql5-upd/
https://user.lolipop.jp/?mode=mysql
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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2.データベース作成画面の表示  

必要事項を入力し、「作成」をクリックします。 

 

作成するサーバー 

どのサーバーを選択されてもかまいません。 

データベース名  

お好みの名前でかまいません。 

接続パスワード 

任意のパスワードを入力します。 

パスワードは忘れないようにメモすることをおすすめします。  

3.データベース作成完了  

作成が完了すると以下のような画面が表示されます。 

 

「サーバー」、「データベース名」、「ユーザー名」、「パスワード」は、MovableType イン

ストール時に必要になります。 
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【MovableType の入手】 

1.MovableType のダウンロード 

MovableType のサイトにてダウンロードします。このマニュアルでは、「個人ライセンス（無償）」でご

説明します。 

 
2.利用申込み 

「制限事項」、「利用許諾契約書」を確認します。 

「メールアドレス」、「利用目的」を入力し、「上記に同意して申し込む」をクリックします。 

 

メールアドレスを確認し、「送信」をクリックします。  

 

https://www.movabletype.jp/
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ダウロードページへの「ログインキー」がメールで送信されます。ご確認ください。  

3.ログイン 

メールに記載されている「ログインキー」を入力し、「ログイン」をクリックします。  

 
4.ダウンロード 

個人ライセンス無償ダウンロードのページから、該当するバージョンのファイルをダ

ウンロードします。 

 

【ファイルの解凍】 

1.ファイルの解凍  

入手した、「MT-6_x_x.zip」を解凍します。 
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【ファイルのアップロード】 

1.FTP ソフトの設定  

サーバーへのアップロードには、FTP クライアントソフトを使います。 

FTP ソフトの設定をし、自分のサーバー領域につなぎましょう。 

FTP の設定については、FTP 設定マニュアルページをご覧ください。 

転送モード 

FTP ソフトの設定で、「PASV モード」を指定します。 

2.ファイルのアップロード 

MovableType 本体を格納するフォルダを作り、アップロードします。 

まず、お客様のサーバー領域に「mt」フォルダを作ります。 この中に「MT-5_02-ja.zip」を解凍して

できたフォルダの中の全てのファイルをアップロードします。 

この作業には少し時間がかかります。一服しましょう。 

https://lolipop.jp/manual/hp/ftp-set/
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3.パーミション（属性）の変更  

アップロードの後、「mt」フォルダのすぐ下にある「.cgi」の拡張子を持つすべてのファイルのパーミシ

ョン（属性）を「700」にします。 

 

転送モード、パーミション（属性）の確認  

 ファイルのアップロードは、「PASV モード」で転送しましたか？ 

 「パーミション」は変更しましたか？ 

次へすすむ 

 

【MT スパムクリーナー・DB 最適化】 

Movable Type をご利用で、データベースに MySQL をご利用の方は、MT スパムクリーナーを利用で

きます。MT スパムクリーナーは、指定したキーワードを含むデータベース内のスパムコメント、スパ

ムトラックバックを一括で削除し、データベースを最適化します。 

ご確認ください 

MT スパムクリーナは、全てのコメント、トラックバックを指定キーワードで検索します。スパム以外

https://lolipop.jp/manual/blog/mt-2/
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のコメント、トラックバックも検索および削除の対象となります。 

MT スパムクリーナをご利用になる前に、必ず MovableType の管理画面からスパムコメント、スパム

トラックバックに含まれるキーワードをご確認の上、ご利用ください。 

ご注意ください 

指定されたキーワードに関するコメント、トラックバックのデータを一括で削除します。ご利用の際に

はバックアップを取られることをおすすめします。 

データベースから削除したコメント、トラックバックに関しましては削除後の復旧はで

きませんのでご注意ください。 

ロリポップ！バックアップオプションについて 

【スパムクリーナー利用方法】 

1.MT スパムクリーナー画面の表示  

ユーザー専用ページにログインし、「データベース」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

お客様が Movable Type をご利用で、データベースに MySQL をご利用の場合は、MT スパムクリーナ

ーを利用できます。「MT スパムクリーナー」をクリックします。 

ご利用の際にパスワード入力が画面が表示された場合は、データベースのパスワードを入力してくださ

い。 

 

2.スパムキーワードの入力  

キーワードを入力します。スパムコメント削除用キーワード、スパムトラックバック削除用キーワード

は、ともに最大で５つまで入力できます。 

https://lolipop.jp/manual/user/backup-order/
https://user.lolipop.jp/?mode=mysql
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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スパムコメント削除用キーワード 

お客様のブログのコメント欄に記入された文字列を検索の対象とします。 

スパムトラックバック削除用キーワード 

トラックバック先の記事のタイトルを検索の対象とします。 

3.スパムカウントの実行  

「スパムカウント」をクリックします。 

 

該当するスパムコメント削除用キーワード、スパムトラックバック削除用キーワードの検索結果が表示

されます。 

「スパムクリーナー実行」をクリックします。 
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4.データベースの最適化  

スパム削除後に、データベースの最適化を行います。最適化の設定はスパムクリーナー実行後に自動的

に登録されます。 

 

データベースの最適化は負荷軽減のため、ご利用は１日に１回までとさせていただい

ています。最適化は登録順に行い、翌日の午前６時頃に全て終了する予定です。  
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【OpenPNE3 の設置】 

人気のオープンソースの SNS エンジン OpenPNE3 の設置方法についてご説明します。 

 OpenPNE3 のご利用には SSH が必要です。 SSH は、スタンダードプラン、ハイスピードプラン、エ

ンタープライズプランで利用できます。 

 携帯からの日記投稿などの一部機能には対応していません。 

このマニュアルでの設定  

お客様の URL を「http://hoge.lolipop.jp」、 

OpenPNE の本体を「http://hoge.lolipop.jp/OpenPNE3」で展開するものとしてご説明します。 

【データベース作成】 

1.データベース作成  

ユーザー専用ページにログインし、「データベース」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

 
作成するサーバー 

どのサーバーを選択されてもかまいません。 

データベース名  

お好みの名前でかまいません。 

接続パスワード 

https://user.lolipop.jp/?mode=mysql
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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任意のパスワードを入力します。パスワードは忘れないようにメモすることをおすす

めします。 

 

2.データベース作成完了  

作成が完了すると以下のような画面が表示されます。 

 

【OpenPNE の入手】 

1.SSH でサーバーにログイン 

SSH でサーバーにログインします。 

SSH をご利用でない場合は、ユーザー専用ページの「SSH」にて設定を行ってください。 

SSH マニュアル 

 

2.OpenPNE 本体の入手  

SSH でサーバーにログインすると、ブラウザで閲覧できる「web」ディレクトリの一つ上のディレクト

リに入ります。 

まず、ブラウザで閲覧できる「web」ディレクトリに移動します。 

次のコマンドを入力します。 

cd web 

OpenPNE 本体を git から入手します。 

https://user.lolipop.jp/?mode=ssh
https://lolipop.jp/manual/user/ssh/
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このマニュアルでは、「OpenPNE3.9.1」で進めていきます。最新版を入手されることをおすすめします。 

次のコマンドを入力します。 

git clone git://github.com/openpne/OpenPNE3.git  

OpenPNE 本体のコピーが始まります。 

終了するまでしばらく待ちます。 

終了後に OpenPNE 本体のディレクトリに移動し、チェックアウトを行います。  

cd OpenPNE3 

git checkout refs/tags/OpenPNE-3.9.1 

【設定ファイルの変更】 

1.OpenPNE 設定ディレクトリへの移動  

OpenPNE の設定ディレクトリへ移動します。 

次のコマンドを入力します。 

cd config 

2.設定ファイルのファイル名の変更  

設 定 フ ァ イ ル の 「 OpenPNE.yml.sample 」 を 「 OpenPNE.yml 」 に 、

「ProjectConfiguration.class.php.sample」を「ProjectConfiguration.class.php」に名称変更します。 

次のコマンドを入力します。 

cp OpenPNE.yml.sample OpenPNE.yml 

cp ProjectConfiguration.class.php.sample ProjectConfiguration.class.php 

【OpenPNE のインストール】 

1.OpenPNE ディレクトリへの移動  

OpenPNE ディレクトリへ移動します。 

次のコマンドを入力します。 

cd ../ 

2.openpne:install の実行  

OpenPNE のインストールを開始します。 

インストール時に、データベースの設定、ディレクトリのパーミッション設定、標準プラグインのイン

ストールが同時に行われます。 

次のコマンドを入力します。 
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php symfony openpne:install --non-recreate-db 

3.データベースの設定  

インストール作業中にデータベースの設定を聞かれます。最初に作成したデータベースの情報を入力し

ます。 

 

使用するデータベースの種類  

mysql と入力します。 

 

使用するデータベースのユーザ名  

お客様のデータベースのユーザー名を入力します。 

 

使用するデータベースのパスワード 

お客様のデータベースのパスワードを入力します。 

 

使用するデータベースのホスト名  

お客様のデータベースサーバーのアドレスを入力します。  

 

使用するデータベースのポート番号  

ここは未入力のまま Enter キーを押します。 
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使用するデータベースの名前  

お客様のデータベース名を入力します。 

最後に設定内容を確認します。間違いのない場合は、「y」を入力します。 

 

インストールが始まります、終了するまでそのまましばらく待ちましょう。  

引き続き、公開ディレクトリの設定を行います。 

.4.htaccess の編集  

ロリポップ！FTP にログインし、.htaccess を編集します。 

OpenPNE ディレクトリに移動し、「web」ディレクトリをクリックします。 

ロリポップ！FTP へは、ユーザー専用ページの「ロリポップ！FTP」からもログインできます。 

 

「.htaccess」をクリックします。 

https://lolipopftp.lolipop.jp/


58 

 

 

１行目付近を下記のように編集し、「保存する」をクリックします。  

 
編集前の記述  

Options +FollowSymLinks +ExecCGI 

編集後の記述  

Options +SymLinksIfOwnerMatch +ExecCGI 

 

公開ディレクトリを変更しない場合  

以上で、OpenPNE 設置完了です。 

公開ディレクトリは、「http://hoge.lolipop.jp/OpenPNE3/web/」です。メールアドレ

ス「sns@example.com」、パスワード「password」でログインできます。 
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管理画面は、「http://hoge.lolipop.jp/OpenPNE3/web/pc_backend.php」です。

アカウント名「admin」、パスワード「password」でログインできます。 

ログイン確認後、メールアドレス、アカウント名、パスワードは変更してください。  

【公開ディレクトリの設定】 

公開ディレクトリの URL を指定したアドレスに変更することができます。 

 シンボリックリンクを利用する場合  

 サブドメインを利用する場合  

 

シンボリックリンクを利用する場合  

お客様の URL を「http://hoge.lolipop.jp」、 

OpenPNE の公開ディレクトリを「http://hoge.lolipop.jp/sns/」とする場合についてご説明

します。 

 

1.SSH でサーバーにログイン 

SSH でサーバーにログインします。 

すでに SSH にログインしている場合は、一度ログアウトを行い、再度ログインします。 

 

2.web ディレクトリへの移動  

まず、ブラウザで閲覧できる「web」ディレクトリへ移動します。 

https://lolipop.jp/manual/blog/openpne3/#p-symbolic
https://lolipop.jp/manual/blog/openpne3/#p-subdomain
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次のコマンドを入力します。 

cd web 

3.シンボリックリンクの設定  

シンボリックを設定します。 

次のコマンドを入力します。 

ln -s OpenPNE3/web sns 

4.php.ini の設定  

ユーザー専用ページの「php 設定」にて、設定するドメインの php.ini の項目にある「設定

変更」をクリックします。 

 

php.ini の「safe_mode」の設定を「off」に設定変更します。 

 

この設定は php5.3 で利用できます。php5.4 では、この設定は不要です。 

5.ログイン画面の確認  

「http://hoge.lolipop.jp/sns/」にアクセスし、 ログイン画面が表示されることを確認します。 

 
以下の初期アカウントでログインできることを確認します。  

https://user.lolipop.jp/?mode=php


61 

 

メールアドレス 

sns@example.com 

パスワード 

password 

ログイン確認後、メールアドレスとパスワードは変更してください。  

6.管理画面の確認  

「http://hoge.lolipop.jp/sns/pc_backend.php」にアクセスし、 管理画面が表示されることを確認しま

す。 

 

以下の初期アカウントでログインできることを確認します。  

アカウント名  

admin 

パスワード 

password 

ログイン確認後、アカウント名とパスワードは変更してください。  

 

【サブドメインを利用する場合】 

独自ドメインをご利用の場合は、サブドメインを設定することで公開ディレクトリの URL を変更する

ことができます。 

お客様の URL を「http://hogemoge.com」、 

OpenPNE の公開ディレクトリを「http://sns.hogemoge.com」とする場合についてご説明します。 
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1.サブドメインの設定  

ユーザー専用ページの「サブドメイン設定」にてサブドメインを設定します。 必要事項を入

力し、「作成」をクリックします。 

サブドメイン設定マニュアル 

 

サブドメイン 

ご利用になりたいで公開ディレクトリのサブドメイン名。  

ここでは「sns」とします。 

フォルダ名  

OpenPNE3/web/ 

2.php.ini の設定  

ユーザー専用ページの「php 設定」にて、設定するドメインの php.ini の項目にある

「設定変更」をクリックします。 

https://user.lolipop.jp/?mode=subdomain
https://lolipop.jp/manual/user/doku-subsett/
https://user.lolipop.jp/?mode=php
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php.ini の「safe_mode」の設定を「off」に設定変更します。 

 

この設定は php5.3 で利用できます。php5.4 では、この設定は不要です。 

3.ログイン画面の確認  

「http://sns.hogemoge.com/」にアクセスし、 ログイン画面が表示されることを確認します。 

 
以下の初期アカウントでログインできることを確認します。  

メールアドレス 

sns@example.com 

パスワード 

password 

ログイン確認後、メールアドレスとパスワードは変更してください。  

4.管理画面の確認  

「http://sns.hogemoge.com/pc_backend.php」にアクセスし、 管理画面が表示されることを確認しま
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す。 

 

以下の初期アカウントでログインできることを確認します。  

アカウント名  

admin 

パスワード 

password 

ログイン確認後、アカウント名とパスワードは変更してください。  

 

【concrete5 の設置】 

web 上で直接サイトの編集ができるオープンソース CMS ツール concrete5 日本語版の設置方法をご説

明します。 

concrete5 のご利用には、MySQL5 のデータベースが必要です。MySQL4 をご利用の場合は、MySQL5

への移行を行ってください。 

MySQL は、ライトプラン、スタンダードプラン、ハイスピードプラン、エンタープライズプランで利

用できます。 

concrete5 の設置には、空のデータベーステーブルが必要です。 

操作、設定に関しては、concrete5 日本語公式サイトなどをご覧ください。 

このマニュアルでの設定  

お客様のアドレスを「http://hoge.lolipop.jp」、 

concrete5 を「http://hoge.lolipop.jp/concrete5/」に設置するものとしてご説明します。 

 

https://lolipop.jp/manual/user/mysql5-upd/
https://lolipop.jp/manual/user/mysql5-upd/
https://concrete5-japan.org/
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【データベース作成】 

1.データベース作成  

ユーザー専用ページにログインし、「データベース」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

 

作成するサーバー 

どのサーバーを選択されてもかまいません。 

データベース名  

お好みの名前でかまいません。 

接続パスワード 

任意のパスワードを入力します。パスワードは忘れないようにメモすることをおすす

めします。 

2.データベース作成完了  

作成が完了すると以下のような画面が表示されます。 

「サーバー」、「データベース名」、「ユーザー名」、「パスワード」は concrete5 インストール時に必要に

なります。 

https://user.lolipop.jp/?mode=mysql
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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【concrete5 の入手】 

1.concrete5 のダウンロード 

concrete5 公式日本語サイトにてダウンロードします。 

最新バージョンのダウンロードをおすすめします。 

 
2.ダウンロードしたファイルの解凍  

ダウンロードしたファイルを解凍ソフトなどを利用し解凍します。 

【ファイルのアップロード】 

1.サーバーへの接続  

お手持ちの FTP ソフト等で、サーバーに接続します。 

転送モード 

FTP ソフトの設定で、「PASV モード」を指定します。 

https://concrete5-japan.org/
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2.concrete5 を設置するフォルダの作成  

ここでは、concrete5 本体を「http://hoge.lolipop.jp/concrete5/」に置くことにして説明していきますの

で、サーバースペース内に「concrete5」フォルダを作ります。 

 

3.ファイルのアップロード 

アーカイブファイルを解凍してできたファイルやフォルダを全て、サーバー内の「concrete5」フォルダ

にアップロードします。 

この作業には少し時間がかかります。一服しましょう。 

 

【concrete5 のインストール】 

1.php.ini の設定  

ユーザー専用ページの「PHP 設定」＞「php.ini 設定」を開きます。 

下記の内容を設定し、「php.ini を設定する」をクリックします。 

https://user.lolipop.jp/?mode=php
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mbstring.language 

「neutral」を選択します。 

mbstring.internal_encoding 

「UTF-8」を選択します。 

default_charset 

「UTF-8」を選択します。 

safe_mode 

「Off」を選択します。 

「safe_mode」は php5.3 で利用できます。php5.4 では「safe_mode」の設定変更は

不要です。 

2.言語設定  

「http://hoge.lolipop/concret5/」にアクセスし、言語設定をします。 

「language」で「日本語(日本)」を選択し、「choose language」をクリックします。 
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3.必須機能の確認  

必須機能の確認が行われます。 

「インストールを続ける」をクリックします。 

 
4.設定情報の入力  

設定情報を入力し、「concrete5 をインストール」をクリックします。 

「データベース情報」には、先ほど「ユーザー専用ページ」で作成したデータベースの情報を入力しま

す。入力の後、「concrete5 をインストール」をクリックします。 
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サイト名を入力  

サイトの名前を入力します。 

メールアドレス 

サイトの管理に使用するメールアドレスを入力します。  

パスワード 

サイトの管理に使用するパスワードを入力します。 

パスワード確認  

上と同じパスワードを入力します。 

サーバー 

先ほど作成したデータベースの「サーバー」を入力します。  

MySQL ユーザー名  

先ほど作成したデータベースの「ユーザー名」を入力します。  

MySQL パスワード 

先ほどデータベース作成の際に入力した「パスワード」を入力します。  

データベース名  

先ほど作成したデータベースの「データベース名」を入力します。  
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サンプルコンテンツ 

「ブログ付きサンプルコンテンツ」を選ぶとブログがついたウェブサイトを作成できま

す。 

5.動作確認  

「http://hoge.lolipop.jp/concrete5/」にアクセスし、正常に動作するか確認します。 

管理画面のアドレスは、「http://hoge.lolipop.jp/concrete5/index.php/login/」です。 

ログインの際に必要なユーザーID は、初期設定で「Admin」となっており、「Admin」と入力しなけれ

ばログインできません。 

ユーザーID 

「Admin」と入力します。 

パスワード 

インストール時に設定したパスワードを入力します。 

操作、設定に関しては、concrete5 日本語公式サイトなどをご覧ください。 

 
Smarty の設置  

Smarty の設置方法についてご説明します。 

Smarty は PHP のテンプレートエンジンです。コンテンツとロジックを分けて管理することが

できるため、プログラマーと Web デザイナーの作業を分割して行うことができます。 

【PHP の設定】 

1.PHP 設定画面の表示  

ユーザー専用ページにログインし、「PHP 設定」を開きます。  

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

2.PHP の safe_mode の設定  

「設定変更へ」をクリックします。 

https://concrete5-japan.org/
https://user.lolipop.jp/?mode=php
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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「safe_mode」を「Off」にします。  

 

php5.3 での設定です。php5.4 ではこの設定は不要です。 
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3.Smarty クラスの読み込み  

Smarty クラスを読み込みたい PHP ファイルに、下の記述を入力します。  

 /* Smarty クラスを読み込む場合は下記のように表記します  */ 

 require_once("Smarty/Smarty.class.php");  

【Smarty の設置】 

1.サンプルコードのダウンロード  

サンプルコードをダウンロード（smarty.zip-1.16KB）します。  

2.サンプルコードのアップロード、パーミッションの変更  

ダウンロードした zip ファイルを解凍し、「Smarty.php」、「templates」、「template_c」を web フォル

ダにアップロードします。 

 

アップロードの後、各々のパーミッション（属性）を変更します。  

Smarty.php 

パーミッションを「644」に変更  

templates 

パーミッションを「755」に変更  

template_c 

パーミッションを「755」に変更  

3.設置完了、確認  

「http://お客様のドメイン/Smarty.php」にアクセスし、「Hello World!」と表示されると設置完了です。 

https://lolipop.jp/manual/other/smarty/smarty.zip
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【ロリポブログについて】 

ロリポブログについてご説明します。 

ロリポブログは、ロリポップ！のユーザー様ならどなたでもご利用いただけるブログサービスです。 

はじめての方でも手軽にブログを楽しめる弊社提供のブログサービス JUGEM（ジュゲム）をユーザー

専用ページにて簡単に設置できるよう、ロリポブログとして提供しています。 

ロリポブログは、エコノミープランでは１つ、ライトプランでは３つ、スタンダードプラン、エンター

プライズプランでは５つまで作成することができます。 

 ロリポブログの設置方法  

 公式テンプレートの GMO 共通ヘッダー（検索バー）の削除方法  

【ロリポブログの特徴】 

【ブログテンプレートは 5,000 種類以上】 

テンプレートは JUGEM（ジュゲム）と同じです。パソコン用は 100 種類、携帯用は 150 種類。さら

にユーザー様が作成したテンプレートは 5,000 種類以上。お好みのデザインがきっと見つかります。 

オリジナルのテンプレートを作ることもできます。 

テンプレート一覧  

https://jugem.jp/
https://lolipop.jp/manual/user/lolipo-blog-sett/
https://lolipop.jp/support/faq/lolipoblog/000603/
https://jugem.jp/
https://jugem.jp/design/
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【ブログの容量は余裕の１GB】 

ブログの容量は１GB。 容量を心配して写真や画像などのアップロードをためらう必要はありません

（アップロードできるファイルサイズの上限は 300KB です）。 

【携帯電話での操作機能も充実】 

携帯電話専用のブログ管理画面やデコメでのブログ投稿などの機能も充実。 パソコンとほぼ同じ機能

を携帯電話でも利用でき、いつでもリアルタイムにブログの更新ができます。 

【フリースペース機能を活用】 

フリースペースを使えば、HTML や CSS をさわらずにブログパーツを簡単に貼り付けることができま

す。 

【使いやすい管理者ページ】 

記事の投稿や編集、画像の挿入などはボタンをクリックするだけです。簡単に記事を投稿できます。 

【独自ドメインでブログが持てます】 

ブログの ULR を独自ドメインでの URL に設定できます。 

ムームードメイン（弊社提供ドメイン取得サービス）  

【広告が表示されないのでスッキリ】 

広告表示はありません。ブログのデザインやイメージをくずすことはありません。 

 

【ロリポブログの設置】 

ロリポブログの設置方法をご説明します。 

 ロリポブログについて 

 公式テンプレートの GMO 共通ヘッダー（検索バー）の削除方法  

【ロリポブログの設置方法】 

1.ロリポブログ登録画面の表示  

ユーザー専用ページにログインし、「ロリポブログ」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

2.登録内容の入力  

「ロリポブログ作成」をクリックします。 

https://muumuu-domain.com/
https://lolipop.jp/manual/user/lolipo-blog/
https://lolipop.jp/support/faq/lolipoblog/000603/
https://user.lolipop.jp/?mode=blog
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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必要項目を入力し、「新規作成」をクリックします。 

 

ロリポブログ設置には JUGEM ID への登録が必要なため、ここで入力した情報は

JUGEM にも登録されます。 

JUGEM ID、JUGEM サブドメインは作成後に変更できません。 

https://jugem.jp/
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【ムームーDNS をご利用の場合】 

設定する独自ドメインがムームーDNS を利用している場合、「ネームサーバーの認証」が必要です。 「認

証する」を選択し、「ムームーID」、「ムームーパスワード」を入力してください。 

ムームーID とムームーパスワードはお客様がムームドメイン登録時に設定した ID とパスワードです。

新規ドメイン契約時のメールをご確認ください。 

一度ネームサーバー認証を行うと、ユーザー専用ページにログインしている間は有効となります。 

ロリポップ！でネームサーバー認証を行わない場合は、ムームードメインコントロールパネ

ルよりセットアップを完了してください。 

 

ムームーDNS を「あとで認証する」場合、ロリポブログは登録されますが表示はされま

せん。設定を有効にするにはムームードメインコントロールパネルよりセットアップを

完了してください。 

DNS 設定後、反映されるまでに 24～72 時間程必要です。 

3.登録（設置）完了  

ロリポブログ設置完了です。 

ロリポブログには、「ロリポブログ URL」、「JUGEM サブドメイン」の両方でアクセスできます。 

https://muumuu-domain.com/?mode=conpane
https://muumuu-domain.com/?mode=conpane
https://muumuu-domain.com/?mode=conpane


78 

 

 

登録（設置）の後、お客様のロリポブログが表示できるようになるまでに、１時間ほどかかる場合があ

ります。 

公式テンプレートの上部に表示される GMO 共通ヘッダー（検索バー）は、削除できます。 

【ロリポブログの設定変更方法】 

1.ロリポブログ登録画面の表示  

ユーザー専用ページにログインし、「ロリポブログ」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

2.設定変更画面の表示  

「設定変更」をクリックします。 

 

3.設定変更  

https://lolipop.jp/support/faq/lolipoblog/000603/
https://user.lolipop.jp/?mode=blog
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/


79 

 

「ロリポブログ URL」の変更ができます。 

新しい URL を設定の後、「更新」をクリックします。 

 

JUGEM サブドメインは変更されません。 

設定変更後、お客様のロリポブログが表示できるようになるまでに、１時間ほどかかる

場合があります。 

【ロリポブログの削除方法】 

1.ロリポブログ登録画面の表示  

ユーザー専用ページの「ロリポブログ」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

2.削除  

「削除」をクリックします。 

 

https://user.lolipop.jp/?mode=blog
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/
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削除すると、再度同じ JUGEM サブドメインで登録することはできません。ご注意くださ

い。 

ロリポブログを削除しても、JUGEM の退会とはなりません。 

JUGEM を退会すると、再度同じ JUGEM ID で利用することはできません。ご注意く

ださい 

 

【カラーミーショップ for ロリポップ！の削除】 

カラーミーショップ for ロリポップ！の削除方法をご説明します。 

【削除方法】 

1.カラーミーショップ for ロリポップ！登録画面の表示  

ユーザー専用ページにログインし、「ネットショップ作成」を開きます。 

ログインできない場合は、よくある質問をご覧ください。 

2.削除  

「削除」をクリックします。 

削除すると、再度同じアカウント名、同じ URL で利用することはできません。ご注意ください。 

 
 

 

https://user.lolipop.jp/?mode=colormeshop
https://lolipop.jp/support/faq/service/000047/

