
初めてのサーバー選びは、ロリポップ
がオススメです！！



初めてのレンタルサーバーをロリポップを！！
PDFのダウンロードありがとうございます。

PDFをダウンロードして頂いたということは、初めてのレンタルサーバーに興味がある。または、無料ブログからワー

ドプレスに乗り換えたい方ではないかと、かってに思わせていただきます。あなたにはこんな悩みがあるのではな

いでしょうか？

• 無料ブログでは物足りなくなってきた

• 突然の運営からの削除が怖い

• 利用規則がきゅうくつ

• オリジナリティのあるブログを作りたい

• なんかWordpress ってカッコいい！！（わたしはこれでした）

レンタルサーバーは Xサーバーやさくらのレンタルサーバーなど多くありますが、ロリポップ歴２年目の私が初心者の人
におススメしたいのはやはりロリポップです。

ロリポップはブログ収益に必要なスペックを備えつつ、安価でサーバーをレンタルできるので初めてのワードプレスにおス
スメできるレンタルサーバーです。

1. 価格が安価

2. 簡単インストール機能により、１分でワードプレスが立ち上げられる

3. ブログ運営に必要な機能がそろっている

4. 利用実績２００万サイト以上なので、インターネット上に情報が多い

5. メールのお問合せは 24時間 365日。リアルタイムにスタッフとコンタクトを取れるチャットサポート、電

話サポートもあります。

6. 580種類以上あるマニュアル、FAQ。



ロリポップでサーバーを借りる
ロリポップ https://lolipop.jp/のサイトに移動し、申込みをクリック

プランの一覧ページに移行します。

プランはいろいろありますが初めての方にはスタンダードがおススメです。
各項目を説明しながらスタンダードをおススメする理由をお話しします。

https://lolipop.jp/


容量
あなたのブログデータを保存できる容量です。
画像を多く使うブログであれば使う容量も多くなりますが、画像を多く使われているアマゾ
ンのトップページでも 4.8MB（メガバイト）程です。GB（ギガバイト）に換算すると
0.005GBです。120GBを消費するとなると 24000ページ作れます。

ブログの記事数で考えると画像の量にもよりますが、１ページ１．６MBと考えると７５，
０００ページ作れます。
画像を多く使うアート系のブログでない限り、120GBあれば十分かと思います。

WEBサーバー
WEB サーバーとは WEB サーバーソフトウェアのことで「Apache」が第三

のサーバー、「LiteSpeed」が第四のサーバーと言われています。違いはい

ろいろありますがわかりやすい違いはスピードが違います。「LiteSpeed」

は「Apache」に比べ３倍スピードが違います。

ストレージ
ストレージとはあなたのブログのデータを保存してくれるデータ保管庫のこ

とです。各プランを見ると「HDD」と「SSD」の２種類がありますね。

「SSD」は「HDD」と比べ約２倍以上情報処理速度が早い。

転送量
あなたのサイトに訪問された時の１日の転送量です。

おおよそ 1 万 PV で 10GB のデータ転送を行います。グーグル砲などにより

１日７万 PV ほどアクセスがあった場合はライトプランでは制限がかかりま

すので、スタンダードプランがおススメです。



スピードを求めるなら、少々割高になりますがロリポップの『ハイスピード

プラン』がおススメです。

電話サポート

お問い合わせフォームで２４時間３６５日対応。チャットサポートは祝日、ロリポップ指

定日以外対応可能。電話サポートは平日のみ対応可能。

契約前でもサポートに問い合わせできるのでわからないことがあれば、気軽に聞くことがで

きます。

独自 SSL

インターネット上で情報を暗号化し送受信できるプロトコルです。クレジットカード情報など

の機密性の高い情報を安全にやり取りできます。Google Chromeでは、SSL化されてい

ないサイトでは警告が表示されます。

初期費用は、エコノミーからスタンダードまでが１５００円。ハイスピードとエンタープライズ

が３０００円です。



プランが決まりましたら決めたプランの１０日間無料でお試しをクリックしてください。

①お好みの文字を入れてください（独自ドメインをとるかたは気にしなくていいです。）

②お好きなパスワードを設定してください。

③連絡用メールアドレスを入力してください

規則に同意して本人確認へをクリックしてください



携帯電電話での SMS認証（ショートメールサービス）または音声通話での認証を行って

ください。SMSに送られた番号または自動音声通話で聞いた番号を入力して認証コード

を送信します。

つづいて、申し込み内容入力の画面に移ります。





①個人か法人かどちらで契約するか選択をします。

今回は個人で紹介していきます。

②名前、フリガナ③住所④電話番号を記入します。

自動更新、有料オプションはお好みで。

取次店コードは

411bcda1414b 

をコピー＆ペーストしていただけると、とても嬉しいです。

すべて入力したら申し込み内容をクリック。

次のページで申し込み内容に問題がなければ、無料お試しを開始をクリックしてください。

これで、ロリポップの申し込みは完了です。

それでは、ユーザー専用ページにログインしましょう！

あなただけの独自ドメインの取得を行います！



独自ドメインを取得しましょう

ドメインとは
ドメインとは簡単に言うとインターネット上の住所です。当サイトで例える
と『wakababloggers.club』がドメインに当たります。

独自ドメインと無料ドメイン

独自ドメインとは、自分専用ただ一つのドメインのことです。ビルで

例えると『自社ビル』のイメージです。一方無料ドメインは『ビルのテ

ナント』のイメージ。独自ドメインでは自分の好きなドメインを付ける

ことができます。しかし無料ドメインは一部しかドメインを決めること

ができません。

独自ドメインのメリットとデメリット

独自ドメインのメリットとして、

• 好きなドメインを付け、ブランディングに役立てる

• アドセンスの広告を貼りたいなら、独自ドメインが必須



• サーバーを引っ越ししてもそのまま同じドメインを使用できる

一方デメリットは、

• 費用が掛かる

• サイトの立ち上げや管理のハードルがやや高い

ロリポップで独自ドメインを取るならムームードメインを
お勧めします
まだ独自ドメインと取ってなくてこれから取得するなら、ムームードメイン
をお勧めします。

理由は、

• ロリポップと同じ企業が運営しているので、サーバーとドメインをつ
なげるときはとても簡単

• 低価格でドメインを取得できる

• 取り扱いドメイン数４００種類以上

それでは、引き続きムームードメインで独自ドメインの取得のやり方を説明します。

サーバーの管理・設定の一覧の中から独自ドメイン設定をクリックします。

そして右の欄の独自ドメインを取得するをクリックしてください。



欲しいドメイン名を入力して検索してみてください。

取得できるドメインの一覧が表示されます。

その中から気に入ったドメインを選んでカートに追加してください



.comや.jp、.infoなどいろいろなトップレベルドメインがありますが、おすすめは『.com』です。

認知度が高くユーザーに不安感を与えません。また、.infoなどの格安トップレベルドメイン

は２年目から価格は跳ね上がる傾向にあります。

今回は、説明の為に取得したので格安の.xyzを選びました。

よろしければ、申し込みへ進みます。

購入にはログインが必要なので、「新規登録」「Amazonアカウントでログイン」「Facebook

でログイン」を行います。ID・パスワードは必ず控えておいてください



WHOIS情報公開を「弊社の情報を代理公開する」に選択します。これであなたの個人

情報ではなく代わりに、ドメイン提供会社の情報が代わりに公開されます。

ネームサーバ（DNS）は「ムームーDNS」を選択

あとはクレジットカード情報を記入して次のページに進んでください。



こちらのサービスは任意なので次のステップへ

ユーザー情報を記入し、間違いがなければ「利用規則に同意します」をチェックし、「この内

容で申し込む」をクリックします。



申し込みが完了したらムームードメインの情報認証のお願いのメールが来ますので記載のア

ドレスを開いてください。

サーバーとドメインを繋げます
ロリポップのユーザー専用ページに戻りましょう。

もう一度独自ドメイン設定のページに行きます。

ステップ２の独自ドメインをロリポップに設定するで、



設定する独自ドメインで取得したドメインを記入、

公開（アップロード）フォルダはお好きな名前で記入します。

「独自ドメインをチェック」をクリックします。

ボタンを押すと、下に「ネームサーバー認証」が出てくるので、ムームード
メインのログイン時に決めた「ID」と「パスワード」を入力します。

入力したら「ネームサーバー認証」ボタンをクリック。

そして「設定」のボタンを押して完了です。
それではいよいよサーバーにWordpressをインストールします。

Wordpressをインストールしましょう！

左側のサイドバーからサイト作成ツール一覧の中の Wordpress 簡単インス
トールをクリックします。



1. サイト URL に取得した独自ドメインのアドレスを記入

2. サイトのタイトルはお好きな名前で

3. ユーザー名はお好きな文字列で、Wordpress のログイン ID になります

4. パスワードもお好きな文字列で、Wordpress のログインパスワードにな
ります

5. メールアドレスは、連絡可能なものを

6. プライバシーの所は必ずチェックをしてください。チェックをしな
かったら、検索エンジンのページに乗らないことになります。

入力内容に問題がなければ入力内容確認を押してください。

ユーザー名とパスワードは必ずどこかにメモしておいてください。ログイン
に必要です

次のページで内容に問題がなければ、「承諾する」にチェックを入れて、イ
ンストールを押してください

それでは、Wordpress にログインしましょう。

おっと！

その前に管理者ページ URL をお気に入りに入れておきましょう。ログインの
ページになります。

さていよいよ Wordpress へログインです！！

管理者ページの URL をクリックしてください！



先ほど簡単インストールで決めた Wordpress の ID とパスワードを入れてログ
インしてください。

お疲れさまでした。無事ログインできたでしょうか？



さあ、最初の記事を書きましょう！と言いたいところですが、その前に独自
SSL の設定をしましょう。

もう少しです。頑張りましょう！！

独自 SSLを設定する

SSL 化はすぐにやってしまいましょう。記事などを書いてからとなると画像
が表示されないなど面倒なことが起こります。

SSLとは

SSLとは情報をインターネット上でやり取りするときに情報を暗号化し、安

全な通信をおこなうことができます。またGoogle Chrome では、独自 SSL
が設定されていないページ全てに警告が表示されます。 

独自SSLとは

独自 SSL は一つのドメインに対して専用の SSL サーバー証明書を発行できま
す。

それでは、無料で独自 SSL を取得しましょう。

https://webmaster-ja.googleblog.com/2018/02/a-secure-web-is-here-to-stay.html


ロリポップの専用ユーザーページで、セキュリティの項目の中の独自 SSL 証
明書導入をクリックします。

そして右の欄の独自 SSL（無料）の項目 SSL ほごされていないドメインが表
示されています。

独自SSLを適用するドメインおよびサブドメインを選択します。
選択後、各独自ドメイン単位で「独自 SSL（無料）を設定する」をクリックします。 



申請後、独自ドメインおよびサブドメインの状態が「SSL設定作業中」に変わります。 

５分ほど立ちましたら、ページをページを再読み込みしてください。

「SSL設定作業中」が「SSL保護有効」となり、「SSLで保護されているドメイン」に移
 動され完了です。



次にWordpressのダッシュボードにログインします。左側のメニューより『設定』の欄の『一般
設定』を選択。
「WordPress  アドレス (URL)  」と「サイトアドレス (URL)」を「https://」から始まる
URLに修正します。

 『変更を保存』をクリックして完了です。



お疲れさまでした！

これでWordpressを始める準備が整いました。

ブログ執筆に役立つ無料ツールリンク集

無料画像素材サイト
• 写真 AC　https://www.photo-ac.com  国内無料写真素材サイト

• イラスト AC　https://www.ac-illust.com  国内無料イラスト素材サイト

• シルエット AC　https://www.silhouette-ac.com  国内無料イラスト素材サイト

• アフォト　https://aphoto.love  国内無料写真素材サイト

• pixabay　https://pixabay.com/ja/海外無料写真素材サイト

• タダピク　https://www.tadapic.com  国内無料写真素材サイト

• pexels　https://www.pexels.com/ja-jp/　海外無料写真素材サイト

画像編集ツール
• canva　https://www.canva.com　ネット上で簡単な画像編集ができます

• removebg  https://www.remove.bg　写真から人物だけを切り抜くツール

• optimi zilla https://imagecompressor.com/ja/　画像圧縮ツール

• http://lightbox.on.coocan.jp/  　フリーフォントで簡単ロゴ作成

上位 10サイトのタイトル、見出し抽出ツール
• ヘッドラインチェッカー　https://kitsune-room.com/tools/headline-checker/

Google サジェスト、教えて！goo、Yahoo!知恵袋 

http://www.related-keywords.com

キーワードをグーグルサジェスト、教えてgoo、Yahoo!知恵袋から一括取得し、表示してくれるツール 

他サイトの PV数を調べることのできるサイト
• シミラーウェブ　https://www.similarweb.com/ja

PV 数には大きな誤差はありますが、参考程度に

Google関連
• 検索エンジン最適化スタートアップガイド

https://www.similarweb.com/ja
http://www.related-keywords.com/
https://kitsune-room.com/tools/headline-checker/
http://lightbox.on.coocan.jp/
https://imagecompressor.com/ja/
https://www.remove.bg/
https://www.canva.com/
https://www.pexels.com/ja-jp/
https://www.tadapic.com/
https://pixabay.com/ja/
https://aphoto.love/
https://www.silhouette-ac.com/
https://www.ac-illust.com/
https://www.photo-ac.com/


https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=ja

Google が出している検索エンジンに評価されやすい対策です

• Google　Japan　blog　https://japan.googleblog.com

• Google　トレンド　https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

• mobile　webSite　speed　testing tool

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ja-jp/feature/testmysite/

• モバイルフレンドリーテスト

https://search.google.com/test/mobile-friendly?
utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect&hl=ja

• ウェブマスタ　ヘルプコミュニティ

https://support.google.com/webmasters/community?hl=ja

• Google Analytics 

https://www.google.com/intl/ja/analytics/#?modal_active=none

• Google　キーワードプランナー

https://ads.google.com/intl/ja_jp/

• Google　アドセンス　https://www.google.com/adsense/login2?hl=ja

おススメWordpressテーマ

無料
• Cocoon　https://wp-cocoon.com/ 

シンプル・高速化・SEO・カスタマイズしやすいなど無料神テーマです。

• LION BLOG 　https://fit-jp.com/theme/theme_download/

デザイン性が高く、記事装飾も準備されている、JavaScript 不使用で高速化、本来プラグイン

で実装しなければいけない機能が標準装備

有料
• The　Thor(トール)https://fit-theme.com/the-thor/

当サイトで使用しているテーマです。デザイン性の高さ、SEO に強い、極力プラグインを入れ

なくてもいい設計。

• 賢威　https://rider-store.jp/keni 

SEO に圧倒的に信頼が厚く、高機能。SEO 書籍で有名な「沈黙のWebマーケティング」の著者松
尾 　茂起さんが監修されています。
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• JIN　https://jin-theme.com/ 

初心者に使いやすいテーマ。アフェリエイトインフルエンサーのひつじさんが監修されていま

す。おしゃれなデザインが JIN で用意されており、ダウンロードで簡単に素敵なデザインに。

• STORK　https://open-cage.com/stork/ 

ブログマーケッター JUNICHI さんが監修。 デザインに清潔感があり、カスタマイズ性も高い。１

テーマ１サイトしか使えないので注意。

• SANGO　https://saruwakakun.design/ 

女性向けの可愛いデザインのテーマ。心地よいアニメーション、多彩なデザインの装飾も準備
されてます。

https://saruwakakun.design/
https://open-cage.com/stork/
https://jin-theme.com/
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