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HHOOKKUUKKEENN..CCOOMM オオリリジジナナルル！！  

簡簡単単！！ロロリリポポッッププ利利用用ママニニュュアアルル  

こんな楽しいことができる！！ 

ログインとログアウト 

アカウント情報のチェックポイント 

契約情報のチェックポイント 

メールアドレスの作成方法 

メールアドレスは転送して使え！ 

ディスク使用量をチェックすべし 

サブドメインとは？ 

サブドメイン利用方法 

 

本書の複製・貸与・転売等を禁止しています．

北摂情報学研究所，Inc． http://www.hokuken.com/ 
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ははじじめめにに  

 このマニュアルは、Quick Homepage Makerをもっと有効に使うために、ロリポップ

を使いこなすためのものです。よく使う機能、必要なものだけをまとめました。詳細な

情報は、ロリポップレンタルサーバーの「オンラインマニュアル」をお読み下さい。こ

のマニュアルよりも、さらに詳しい情報が載っています。お勧めは、「ユーザー専用ペ

ージマニュアル」、「ドメインマニュアル」です。 

 

• ユーザー専用ページマニュアル 

http://lolipop.jp/?mode=manual#USER  

 

 
 

 オンラインマニュアルを読むのが面倒という方は、以下のマニュアルで全体像をつか

んでください。必要なことだけを簡単に説明していきます。 

 

 

 

http://lolipop.jp/?mode=manual#USER
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ロリポップ + Quick Homepage Maker を使うメリット 

 マニュアルを読み進めるために、あなたが苦労してホームページ作成ツールを自分で

設置したことによる「恩恵」について明確にしたいと思います。 

 ロリポップは、安価で高機能なレンタルサーバーサービスを提供しています。月額 263

円は、破格です。ドメインを取得しても、月額 300 円程度で済みます。その上、200MB

の容量があります。 

 

 まず、ロリポップと他のサービスを比較してみましょう。たとえば、無料のホームペ

ージスペースであるYahoo!のGeocitiesの容量は 50MBです。そして、独自ドメインは使

えません(hokuken.comではなく、geocities.co.jp/hokukenとなる)。商用で使うには、無

料スペースでは無理があります。なぜなら、広告などが入るためです。 

 

 今度は、「ホームページ作成システム + レンタルサーバー(ASP)」のサービスと比較

しましょう。ほとんどのホームページ作成システムは、ホームページビルダーより機能

の低い作成ツールです。非常に使いにくいです。 

そして、ホームページスペースだけで、メールアドレスも自由に作れないものがほと

んどです。ロリポップでは、メールアドレスを自由に作ることができます。 

 更に、ASP型の費用は、初期費用に 3 万円から 5 万円。そして維持費用に月 5,000 円

以上です。FTPアップロードがいらなくなるだけのために、こんな値段を払うのはバカ

らしいと思います。その点、ロリポップなら月額 300 円で、必要な機能の全てを使えま

す。しかも、有名なサービスなので、多くの人が利用しています。 

 

 Quick Homepage Make を自分でインストールするという苦労をしたことで、先のよ

うなロリポップのメリットを得ることができます。 

 

では、早速「ロリポップを使いこなしていきましょう！」 
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ロロググイインンととロロググアアウウトト  

 既にロリポップでレンタルサーバー契約を済ませたと思います。レンタルサーバー契

約の時に取得したドメインは、例えば hokuken.comだとすると、ホームページアドレ

スは、http://www.hokuken.com/ となります。 

 これらのホームページを管理する場合は、全く別のページを使います。それは、ロリ

ポップユーザー専用ページです（下の図）。ここで、メールアドレスを作成する、転送

設定をする、サブドメインを設定するなどの作業を行います。 

 

 

https://user.lolipop.jp/ にアクセスしてください(https、sに注意)。すると上のようなペ

ージが現れいます。きっと、独自ドメイン名を利用していると思うので、独自ドメイン

のラジオボタン（◎のことです）をクリックしてください。 

 

 

 

http://www.hokuken.com/
https://user.lolipop.jp/
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 あなたのドメインと、契約時に指定されたパスワードを入力します。次にログインを

押します。 

 

 

 ログインを完了すると、様々な設定ができます。 

 

※ ログインとは、銀行のATMで、カードを入れて暗証番号を入力すると、自分の口座

情報が開くことです。この開いた状態にいることをログインと言います。その逆で、

終了させ、口座を閉じた状態をログアウトと言います。 

 

 
図：ログインするとこんな感じのページです。 
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 作業が終了したら、必ずログアウトしてください。ログアウトは、ページの左下にあ

ります。 

 

 
 

 

 まずは、ログインとログアウトの方法を説明しました。まとめておきます。 

 

ログインする方法： 

1. https://user.lolipop.jp/ にアクセス 

2. 独自ドメインを選ぶ、ID とパスワードを入力 

3. ログインボタンを押す 

 

ログアウトする方法： 

 ページの左下のログアウトボタンを押す。 

 作業が終了したら、必ずログアウト 

 

https://user.lolipop.jp/
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よよくく使使うう機機能能だだけけををチチェェッックク！！  

 

レンタルサーバーの情報を確認します。 
このページの情報は、プリントアウトしておくと良いかも。

FTP サーバー名、FTP の ID、パスワードは、システム設置

に使います。 

契約時の情報を確認するときに見る。ほとんど見ません。 

支払い情報を見ます。1 年後に忘れずに更新しましょう。 

トラブル時にメールをするために使います。 

現在、取得しているメールの設定を行います 

少しだけ便利なツールがあります。 

メールアドレスを作るときに使います。 
サブドメインを設定するときに使います。 

ここに詳しい情報が載っています。  

 

 

ホームページの設置に必要な項目は、「アカウント情報」です。ここにFTPのサーバー

情報、ID、パスワードがあります。次に使うのが、「独自ドメイン」です。メールアド

レスを作る時に使います。その後、メールの転送設定を行うなら、「メールツール」を

使います。 

 

次から、本当に必要な実践的な部分だけを説明します。 



HOKUKEN オリジナル ロリポップマニュアル 

Copyright 2004-2006© 北摂情報学研究所，Inc．All Rights Reserved．     7 

アアカカウウンントト情情報報ののチチェェッックク  

 アカウント情報のチェックポイントを説明します。 

 
 

 ホームページを設置するには、FTP(FFFTP)を使って、システムをアップロードしま

す。そのためには、FTPサーバー名、FTPアカウント名、FTPパスワードを入力する必

要があります。上の矢印の部分をメモすることをお勧めします。 

 このページを丸ごと印刷しても良いでしょう。メールの設定を行うなら、使う可能性

があります。 
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メメーールルアアドドレレススのの取取得得とと設設定定  

 ロリポップでは、メールアドレスがもらえます。必ず、取得してください。せっかく

自分のドメインを持っているのですから、名刺にあなたのドメインのメールアドレスを

持つことをお勧めします。 

メールアドレスはいくつ持つべきか？ 

 社員に一人、一つずつが良いでしょう。会社、お店、グループの代表のメールアドレ

スも必要です。例えば、何らかの情報を送る場合は、info@hokuken.com のようなもの

が使われ、サポートメールは、 support@hokuken.com とか、問い合わせは、 

customer@hokuken.com のように、「一般では」メールアドレスを使い分けています。 

 ところが、経験上、代表メールアドレスを複数用意すると混乱が起きます。使い分け

るよりも、一つのメールアドレスを「情報発信」「サポート」「問い合わせ」に使うこと

をお勧めします。分かりやすく、support@あなたのドメイン か、customer@あなたの

ドメイン が良いでしょう。 

 結局、作るメールアドレスは、各個人のメールアドレスと、代表用を１つです。 

 

なぜ、代表用は一つなのか？ 

 私も最初は分けていました。ところが、人によっては info に返信したり、support に

購入前相談をしたり、customer に直接メールを送ったりします。どのメールに送信し

ても、（後で説明）転送して一つのメールアドレスに集約していました。 

 ところが、こんな事をすると「どのメールアドレスから転送されたか？」を確認しな

がら、注意深く返信することになり、負担は倍増です。 

 そこで、まずは 1 つだけに絞って、すべてをそのメールアドレスで、さばいていく方

が効果的です。  （あくまでも、個人的な意見ですが） 

mailto:info@hokuken.com
mailto:support@hokuken.com
mailto:customer@hokuken.com
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メールアドレス作成方法 

 メールアドレスの作成方法を説明します。まず、「独自ドメイン」をクリックして、

その後に「メールアドレス作成」を押します。（分かりにくいところに、ありますよね。

上のメールツールにあるべきだと思うのですが） 

 

 

 

次に、新規作成ボタンを押します。すると、下の図のような画面が開きます。 

ここに、メールアドレス名とパスワードを入力します。 
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作成を押すと、完了です。簡単ですね！ 

 

パスワードの再設定 

 もの凄く簡単です。「独自ドメイン」→「メールアドレス作成」を選びます。すると、

メールアドレスの一覧が現れます。パスワードを変更したいメールアドレスの「パスワ

ード変更ボタン」をクリックします。 

 

 

 

 

パスワードを入力して、「更新」で完了です。 
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メールの転送設定 

 メールの転送とは、例えば customer@hokuken.com に届いたメールを他のメールド

レスにも、自動的に送る（転送する）ことです。転送設定を利用することで、あなたご

自身で使っているプライベートのアドレスにメールを転送することができます。また、

社員に転送しておけば、今の状況を把握することにも役立ちます。 

 私の場合は、ロリポップのWebメール(ホームページで使えるメールソフト)が、いま

いち嫌いなので、他のWebメールへ転送して、そちらで返信などを行っています。ロリ

ポップで提供しているWebメールは、遅い、重い、使いにくいと感じます。 

 

 文句はこれぐらいにして（安くて良いサービスですので、文句は言えません）、転送

設定をするには、「メールツール」→「転送設定」を選びます。 

 

 

 

転送設定したいメールアドレスを選んで、

選択ボタンを押します。 

転送アドレスを入力し、メールを残すか選

び、設定ボタンを押す 
 

 

 メールアドレスを選んだら、「選択」ボタンを押してください。押さないと、そのメ

ールアドレスの設定が現れません。 

mailto:customer@hokuken.com
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 「メールサーバーに残す」についてですが、どちらでも結構です。心配な方は、残し

ておけばよいでしょう。複数に転送しているなら、不要かも知れません。 
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そそのの他他  

契約更新にご注意ください 

 契約更新時期は確認して、カレンダーに記入してください。更新を忘れると、ドメイ

ン(hokuken.com など)まで失うかも知れません。手放した間に、他人が取得すると、ド

メインは帰ってきません。気をつけてください。そのためにも、「契約・お支払い」ペ

ージを見ておくべきです。 

 

ディスク容量をチェック 

 現在使用しているファイル・フォルダの容量をチェックできます。ほとんどの場合、

十分足りているでしょう。結構ページを作っても、画像が少なければ、とても小さいサ

イズです。デフォルトでは 200MB ですが、足りなくなれば 500MB のプランに変えて

ください。 
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サブドメインとは？ 

 www.hokuken.com のうち、hokuken.comはドメインです。wwwは、サブドメイン

と呼びます。ロリポップでは、www.hokuken.comでも、hokuken.comでも同じページ

が見えるようになっています。 

 ところで、www の意味は何でしょうか？ 実は、World Wide Web の略です。日本語

訳すると、「世界に広がる蜘蛛の巣」です。なんのこっちゃ？と思われたかも知れませ

んが、インターネットの通称が、World Wide Web です。インターネットは、複雑に相

互結合していて、そのネットワークの様子は、まるで蜘蛛の巣のように見えることから

Web と呼ばれました。そして、世界中に張り巡らされているので、World Wide なので

す。 

 

 そのことから、wwwというのは、「ホームページですよ」という意味です。サブドメ

インで有名なものは、ftpです。例えば、ftp.hokuken.com だと、FTP(ファイル交換用)

のサーバーだと想像できます。サブドメインによって、サーバーの役割を暗示すること

ができます。 

 

 hokuken.com の前は好きにつけられるので、たくさんのホームページアドレスを作る

ことができます。例えば、blog.hokuken.com は、社長のブログの設置場所にする、

support.hokuken.com は、購入者向けサポートページにするという感じで、複数のペー

ジを持つことができます。 

 ここでポイントがあります。blog.hokuken.com は、 www.hokuken.com/blog/ でも

構わないはずです。でも、blog.hokuken.comを使うことをお勧めします。その理由は、

「blog.hokuken.comの方が短い」「hokuken.com/blogより、blog.hokuken.comの方が、

検索エンジンで上位に表示されやすい」のです。ですから、サブドメインを活用すると、

いろいろメリットがあります。 

 

http://www.hokuken.com/
http://www.hokuken.com/
ftp://ftp.hokuken.com/
http://www.hokuken.com/blog/
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 ロリポップでは、このサブドメインを自由に使えます。他のレンタルサーバーでは、

使い得ないケースも多いです。また、ホームページ作成ツールを提供している会社では、

まず、サブドメインは使えません。それどころかメールアドレスすら使えません。 

 

実際の設定方法は、以下の通りです。 

「独自ドメイン」→「サブドメイン設定」を開きます。 

 
次に、新規作成ボタンを押します。すると、以下のようなページが開きます。 

 

お好きな、サブドメイン名を入れ、フォルダ名を入力して「作成」ボタンを押します。 

 

例えば、blog.hokuken.com というサブドメインを設定したとします。 
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このとき、blog は、どこに設置すればよいでしょうか？ 

実は、この設定で、 www.hokuken.com/blog/ に当たる場所にブログを作成します。 

 

FFFTP を使って、サーバースペースのトップ部分に「blog」というフォルダを作りま

す。そこに、blog システムをアップロードします。 

 

 

 

②フォルダ作成ボタン

をクリック 

① 右のウインドウ

をクリック 

 ← blog と入れ、OK 

 

できあがったフォルダに blog ページを作っていく。 

 

http://www.hokuken.com/blog/
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おおわわりりにに  

 最後の方は、意味が分からなかった人も多いと思われます。今は必要なければ、理解

する必要は、ありません。 

 大事なことは、「目的を達成するために必要な知識」です。 

 

 最低限の理解が必要なのは、「FTP サーバー、ID、パスワード」を見る方法と、 

 メールアドレスを作って、設定する方法 でしょう。 

 

 もっと詳しく使いこなしたい方は、ロリポップの詳しいマニュアルをご覧下さい。 

 http://lolipop.jp/?mode=manual#USER （ユーザーマニュアル） 

 

 ご質問は、お気軽に!  

 ロリポップを 200%使いこなしてくださいね。応援します。 

スタッフ一同 

 

 

 

ホームページ http://www.hokuken.com/

メール customer@hokuken.com

電話・FAX 072-687-7750  

 

 

http://lolipop.jp/?mode=manual#USER
http://www.hokuken.com/
mailto:customer@hokuken.com
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