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はじめに 

この度は、様々なホームページ作成方法、システムの中から、 

Quick Homepage Maker（以下、QHM）をお選び下さり、ありがとうございます。 

 

QHM は、Contents Management System (CMS)と言って、 

面倒なレイアウト、装飾、リンク作業などを自動で行う仕組みです。 

この方法を使うことで、誰でも簡単に 50 万円相当のホームページを作ることができま

す。 

 

QHM では、ホームページで利益を生み出すための仕組みを作れるよう、 

様々な工夫とマニュアルを用意しています。 

 

是非、人に喜ばれるサービス、商材、ノウハウなどを 

提供するためのビジネスにご活用下さい。 
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はじめてのレンタルサーバーの契約 

レンタルサーバーの契約についてご説明します。ここでは、オススメのレンタルサー

バー、ロリポップ！の契約について主に説明しています。レンタルサーバーを未契約

の方は、ご参考にしてくださいね。 

 

 

レンタルサーバーとは？ 

せっかくホームページを作っても、そのまま自分のパソコンに置いているだけでは、

みんなに見てもらえません。インターネットに接続しているすべての人に見てもらう

ためには、サーバーという場所にホームページを置く必要があります。レンタルサー

バーというサービスは、このホームページを置く場所を貸し出すサービスです。 

 

レンタルサーバーでは、基本的に以下のことができます。 

 1．ホームページを公開できる 

 2．独自のメールアドレスを自由に設定、使用できる 

 

「あれ？この２つってプロバイダでもできるよね・・・」 

 

プロバイダとの違い 

 「レンタルサーバー」と「プロバイダ」のどちらも、メールもホームページも持つ

ことができます。 

では、違いは何でしょうか・・・？ 

 

プロバイダは、本来インターネット接続の業者です。そして、レンタルサーバーの業

務も兼ねるところが多くあります。 

しかし、本来の業務ではないため以下のような欠点があります。 
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• 使用できるメールアドレスの数が少ない。 

• 自由な名前のメールアドレスが使えない。 

• ホームページのアドレスが長くてわかりづらい。 

(例) http://www11.ocn.ne.jp/~hokuken/ 

• ホームページのサイズが小さい。 

• CGI が使えない場合があり、設定や使用法に制限が大きい。(機能が少ない) 

• ドメイン(自分の名前)が使えない。(もしくは、割高） 

 

それはプロバイダがもともとホームページやメールの専門業者ではないからです。 

 

そこで、商用でホームページやメールを利用する場合は、レンタルサーバーを使用す

るのが一般的です。 

 

※ その代わり、レンタルサーバーでは、インターネット接続はできません。つまり、

プロバイダとレンタルサーバーの両方との契約が必要です。 

 

 

レンタルサーバーのメリット 

 サーバーは、24 時間 365 日休みなく稼動しています。そこで、不安定になったり、

ウイルスやハッカーに攻撃されたり、停電などいろいろな障害が待ち受けています。 

その場合は、メンテナンスや修理をする必要があります。自分でメンテナンスすると

時間と労力がかかってしまいますし、技術者を雇うとコストがかかってしまい、大切

な本業に力を注ぐことができません。 

  そこで、レンタルサーバーにすると基本的に 24 時間、専門の技術者が監視してい

て、こういった障害に備えてくれるというわけです。 

 

「レンタルサーバーを用意したぞ！これでホームページを開設だ！」 

 

すみません。まだ不十分です。レンタルサーバーという家（箱）があっても、住所が
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なければ誰も訪ねてはくれません。そこで、ホームページ上の住所を取得する必要が

あります。これが、ドメインというものです。 

 

 

ドメインとは？ 

 ドメインとは、インターネット上の住所です。 

 また、世界に重複する住所がないように、インターネットの世界でも、重複する住

所（ドメイン）は存在しません。 

 そして、ドメインは普段目にしているホームページアドレスやメールアドレスに利

用されています。 

 

「そういえば、プロバイダがホームページアドレスをくれたような？」 

 

そうですね。個人で勉強がてらに使用してみるのはいいかもしれません。 

 

ただ、プロバイダのサーバースペースでホームページを開設すると・・・ 

 

• アドレスが長くて人に覚えてもらいにくい。 

• 自分でも覚えられない。 

• プロバイダを変えると使えなくなる。 

• 広告として活用する場合、信用がおけない。（非商用アドレスの場合） 

 

こ ん な こ と を 感 じ た こ と は あ り ま せ ん か ？  hokuken@rose.ocn.ne.jp よ

り、customer@hokuken.comの方が、信用がおけますよね。 

 

そこで、ご商売でホームページを活用する方には、オリジナルドメインをおすすめし

ています。 

 

mailto:hokuken@rose.ocn.ne.jp
mailto:customer@hokuken.com
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オリジナルドメインのメリット 

 プロバイダの間借りのようなホームページアドレスではなくて、自分の好きな言葉

で自分だけのオリジナルメール、ホームページアドレスを持つことができます。しか

もドメインがなくならない限り、ずっと自分のメールアドレスとホームページアドレ

スを持つことができます。 

 オリジナルドメインはビジネスにも 適です。「インターネットをビジネスに活用し

たい！」「会社を設立したいけれど…」このような時はオリジナルドメインを「会社名」

や関連する「商品名」で登録すれば、お客様が覚えやすい上に、インパクトも大きい

はず。何と言っても、プロバイダの間借りと、オリジナルドメインでは信頼度が大き

く違います。 

 

ドメインの種類 

gTLD： 

Generic Top Level Domain 

一般トップレベルドメイン 

世界中誰でも取得できるドメインです。「.com」

「.net」「.org」「.int」「.edu」「.gov」「.mil」のうち、

一般の方が登録可能なドメインは、「.com」「.net」

「.org」です。 

ccTLD： 

country code Top Level Domain 

カントリーコードトップレベルドメイ

ン 

「.jp」「.us」など世界に 200 以上あります。原則

としてその国に在籍する人をドメイン登録対象と

していますが、「.tv」（ツバルという太平洋の小さ

な島国のドメイン）などその国以外の人がドメイ

ン登録することができるドメインもあります。 

新 gTLD 

Generic Top Level Domain 

一般トップレベルドメインに 2000 年 11 月、「.biz」

「.info」「.name」「.pro」「.aero」「.museum」「.coop」

の新しいドメインが追加されました。 

 

 

 日本で登録できる ccTLD「.jp」には、汎用、属性型、地域型というように 3 タイプ

に種別されています。 
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汎用 jp ドメイン  

 ○○○.jp 

2001 年 2 月から登録受付が開始された JP ドメイン。

日本に在籍していれば個人でも登録でき、また登録数

に制限がありません。 

属性型 jp ドメイン 

 ○○○.co.jp 

 ○○○.ne.jp 

 ○○○.or.jp 

etc。 

「.jp」の前に登録者の組織や団体を表す文字列が使わ

れているドメインです。１組織１ドメインしか取得で

きません。 

 .co ・・ 株式・有限会社向け 

 .ne ・・ ネットワークサービス向け 

 .or ・・ 会社以外の団体向け 

 .ac ・・ 教育機関向け  

地域型 jp ドメイン 地域型 jp ドメインとは tenjin.fukuoka.jp のように、都

道府県名と市区町村名で構成されたドメイン名のこ

とです。個人でも登録可能ですが、１組織･個人につ

き１ドメインしか取得できません。 

 

どのドメインを取得するか決まりましたか？ 

「.jp」ドメインの取得は、他のものに比べて少し割高です。 

特に、こだわらない方は、「.com」や「.net」を取得してみてはいかがでしょうか。 

 

ドメインを取得するには？ 

 ドメインは「レジストリ」という機関に管理されています。しかし、直接「レジス

トリ」にドメインの申し込みをすることはできません。ドメインを取得するには、｢レ

ジストラ｣といわれるドメイン登録業者に申し込む、または、「レジストラ」に登録申

請を行う「ドメイン取得代行業者」を利用します。 

 

「レジストラ」または「代行屋」を探さないとドメインの取得はできません。 

興味のある方は、お調べになってください。 

日本の「レジストラ」では【 お名前.com 】などが有名です。 

 

ホームページを開設するためには、ドメインとサーバーが必要不可欠です。 
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そこで、北研では、ドメイン取得代行業者とレンタルサーバーをセットで申し込むと

とてもリーズナブル、そして、信用のできるドメイン取得代行業者：「ムームードメイ

ン」とレンタルサーバー：「ロリポップ！」を紹介したいと思います。とくに初心者の

方におすすめのプランです。（ビジネス用途には、Xserver をお勧めしています） 

 

 

ムームードメインで独自ドメインＧＥＴ! 

ロリポップ！でレンタルサーバーの契約をするには、 

① サブドメインプラン：ロリポップ！が用意したドメインを使用します。 

② 独自ドメインプラン：お客様で用意したドメインを使用します 

を選択する必要があります。 

 

ここで、独自ドメインプランを選択する人におすすめなのが「ムームードメイン」で

す。 

 

ロリポップ！のサブドメインプランを使われる方や独自ドメインをもう既にお持ちの

方は、ささっと次のロリポップ！の契約へおすすみください。 

 

ムームードメインについて 

「ロリポップ！レンタルサーバー 」が運営する「ムームードメイン」は低価格のドメ

イン取得サービスです。 年額￥６９３（税込）からドメインの取得が可能で、 「.com」 

ドメイン（年額￥９５０（税込））なら「ロリポップ！レンタルサーバー」と組み合わ

せても、年額 6 千円未満で利用でき、本格的なホームページ運営もお手軽な値段で始

めることができます。 

（※価格は異なることがありますので、詳しくは各サービスのサイトをご確認くださ

い。） 
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ムームードメインが契約を締結しているレジストラは、米 eNom 社、お名前.com の２

社となります。ムームードメインで取得されたドメインはレジストラである【 eNom 

Inc. 】【 お名前.com 】にて管理されます。 

 

お得！ムームードメイン＋ロリポップ！ 

「ムームードメイン 」でドメインを取得された方は、「ロリポップ！レンタルサーバ

ー 」初期設定費用半額！￥３、１５０（税込）が半額の￥１、５７５（税込）となり

ます。 

 

また、レンタルサーバーとムームードメインと併用すると、面倒なＤＮＳの設定が簡

単 にできて大変便利です。 

 

※ 取得したドメインで、 「ロリポップ！レンタルサーバー 」を契約される場合は、

必ず、 「ムームードメイン の コントロールパネル」よりご契約ください。直接

「ロリポップ！レンタルサーバー 」にてご契約されますとキャンペーンの対象外

となってしまいます。 

 

ドメイン登録の流れ 

 ドメイン登録の流れは、ムームードメインのサイトにあるお申し込みの流れを参照

してください。 

 ＵＲＬ：https://muumuu-domain.com/?mode=guide&state=order 

 

 ここでは、簡単に説明します。 

 

1. 取得ドメインチェック 

 下記のＵＲＬにアクセスして、自分が希望するドメインが既に登録されていないか

チェックします。 

 http://muumuu-domain.com/ 
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① お申し込みフォームにある www. の後の入力欄に「.com」や「.jp」の前に希

望するドメイン名を入れます。例えば、www.hokuken.comの場合は、入力欄に

「hokuken」と入力します。 

② 使用したいドメイン（.com、 .jp など）にチェックします。 

③ 「チェックする」ボタンをクリックします。 

 

2. 取得ドメイン検索結果が表示されます。 

 自分の希望するドメインが「登録できます！」となっていましたか？ 

登録できるようになっていれば、「登録できます！」ボタンをクリックします。 

 

3. ユーザー確認 

 「初めて」を選択して、「お申し込みフォームへ！」ボタンをクリックします。 

 

4. お申し込みフォーム入力 

① ユーザー登録 

ムームーＩＤとムームーパスワードを入力します。 

ムームーＩＤはお客様のお好きな名前を設定できますが、忘れないためにもドメ

イン名（例えば hokuken.com の場合「hokuken」）のご利用をおすすめします。 

 

② お客様情報 

お客様の情報をご入力ください。 

 

③ 取得ドメインと契約期間 

a. 情報の公開：Whois 情報（ドメインを取得している方の情報）を公開する

サービスです。「弊社の情報を公開する」か「お客様の情報を公開する」を

選択します。 
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※ ドメインの登録情報は第三者へも公開され、一般の人も確認できる状態

で公開することが義務付けられています。プライバシーの保護のため、

「弊社情報を代理公開する」をおすすめします。 

b. 契約期間：契約する年数を選択します。（年単位） 

c. 支払い方法：クレジット決済、コンビニ決済、銀行振込、郵便振替から選

択できます。 

※ 請求書・領収書の発行はされていないそうなので、金融機関およびコン

ビニからの控えが領収書となります。法人・団体の方で経理の関係上、

会社名の入った領収証が必要な場合は、「登録者名＋会社名」で銀行・

郵便局からお振込みすることをおすすめします。 

d. 「ご請求金額」を確認して、「お申し込み内容確認」ボタンをクリックしま

す。 

 

5. お申し込み内容の確認 

 お申し込み内容を確認してください。確認後、「利用規約を確認する」ボタンを

クリックします。 

 

6. 利用規約に同意する 

 利用規約をよく読んで、問題なければ「契約に同意します」を選択して「お申し

込み」ボタンをクリックします。 

 

7. 登録完了のメールをチェックする 

 「【ムームードメイン】新規契約のご請求案内 」というタイトルのメールがお客

様のメールアドレスに送信されます。 

※ 登録完了メールには、ご契約内容・ムームーID 情報・コントロールパネルへの

ログイン方法、等の重要な内容が記載されています。このメールは大切に保管して
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おいてください。 

 

ふ～～ 登録が終わった～！・・・ 

いいえ、まだこの時点では「ドメインの取得」は完了しておりません。 

あともう少しだけお付き合いください！ 

 

★ ひとくちメモ ★ 

 ご入金後、ドメインの取得をお客様ご自身で行います。チェックしたドメインが仮

登録されませんので、ご入金などに時間がかかってしまった場合、お客様がご希望さ

れていたドメインが他の誰かに先に登録されてしまう可能性があります。 契約→入

金→ドメインの取得 の作業は、できるだけ時間をおかずにしましょう。 

 

 

8. ご入金 

 ご入金方法によって、手順は異なります。ここでは、ベーシックな銀行振込の場合

を記載します。 

① ムームードメインのホームページ上にある「コントロールパネル」にアクセスし、

ログインします。 

 コントロールパネル：http://muumuu-domain.com/?mode=conpane 

② 左のメニューバーにある「料金お支払い」を選択します。 

③ ご契約内容の入金状態が未入金となっています。ここで、「お支払い」ボタンを

クリックします。 

④ ご契約情報が表示されますので、ご確認の上「契約確定」ボタンをクリックしま

す。 

⑤ 表示される「振込先」へお振込ください。 

 

9. ドメインの取得 
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 ご入金されてもまだドメインは登録されていません。ご自分で以下の方法で登録し

ていただく必要があります。 

① ムームードメインのホームページ上にある「コントロールパネル」にアクセスし、

ログインします。 

コントロールパネル：http://muumuu-domain.com/?mode=conpane 

② 左のメニューバーにある「ドメイン操作 - ドメイン取得」を選択します。 

③ 「ドメイン取得」ボタンが有効になっていればクリックして取得します。 

※ ドメイン取得ボタンは、ムームードメインがご入金を確認してから有効に

なります。 

 

 ここまでがドメインの取得でした。おつかれさまです！これで、あなただけのドメ

インが取得できました。 

・・・ でも、住所があっても家がないと生活できないですよね？ 

 

そこで、ホームページやメールが暮らす家（サーバー）を契約しましょう。 

 

ムームードメインからロリポップ！への契約方法 

 コントロールパネルからログインしてください。左にあるメニューバーより「レン

タルサーバー契約 - ロリポップ！」を選択します。「お申し込みはこちら！」をクリ

ックします。表示された画面の「データ送信」をクリックし、ロリポップ！の契約を

行ってください。 

 

ムームードメインからロリポップ！の契約をすることで、ロリポップ！の初期設定費

用が半額になります。 
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ロリポップ！でレンタルサーバーの契約 

ロリポップについて 

ロリポップ！レンタルサーバーは低価格です。 

また、10 日間のお試し期間がありますので、もし満足いかなかった場合でも契約をキ

ャンセルすることができます。 

サービスプランとして、サブドメインプランと独自ドメインプランが設けられていま

すが、どちらのプランも料金は、1 ヶ月コーヒー１杯程度’(270 円弱)です。 

さらにお得なキャンペーンとして、女性、学生、サーバー移転、ムームーユーザーの

方は初期設定が半額です。（※サービス内容は異なる可能性がありますので、詳しくは

各サービスでご確認ください。） 

 

サブドメインプランと独自ドメインプラン 

 ロリポップ！のレンタルサーバー契約プランは、2 つのプランが用意されています。

それぞれのプランのメリット・デメリットを検討して、お客様にあったプランを選択

してください。 

 

サブドメインプラン 

 ロリポップ！が用意した、８５種類のドメインの中からお好きなドメインを選んで

いただけるプランです。 

 
詳細については、下記の URL を参照してください。 
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 http://lolipop.jp/service/domain/sub/ 

 

メリットとしては、ドメイン取得費用・維持費用がなんといってもかからないことで

す。 

気軽にサイト運営をしたい方にオススメのプランです。 

 

デメリットとしては、ロリポップ！で用意されているドメインが、 

 「ナウでヤング」 

なことです・・・。 

 

事業の紹介や商品の広告などにご利用されるには、ちょっとあか抜けているかも・・？ 

（筆者が古い人間なのかもしれませんが） 

少しだけ、怪しさが漂います。 

お菓子メーカーとかはいいかもしれませんね！ 

 

サブドメインプランでご利用になれるドメイン： 

 http://lolipop.jp/service/domain/sub/  

 

独自ドメインプラン 

 お客様が取得されたドメインをロリポップ！レンタルサーバーで、運営することが

できるプランです。 

 

 

 詳細については、下記の URL を参照してください。 

 http://lolipop.jp/service/domain/doku/  
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メリットは、完全に自分だけのオリジナルアドレスを手に入れた上で、低価格なこと

です。また、ホームページを見ている人の信用度も比べものにならないほど高いです。 

 

デメリットは、ドメイン取得費用・維持費用は別途必要なことです。 

 

独自ドメインを新しく作られる場合は、ムームードメインを使いましょう。ロリポッ

プの初期設定費用が半額になります。 

 

サービス料金は、以下の URL より参照ください。 

 http://lolipop.jp/service/ryokin/  

 

レンタルサーバー契約 

下記のＵＲＬよりお申し込みいただけます。 

 http://lolipop.jp/order/flow/ 
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QHMプロフェッショナルのインストール 

 

QHM のインストールと初期設定について説明します。レンタルサーバーの契約が終了

していることが必須です。 

なお、会員サイト内に「インストール方法」の動画を用意しています。 

 

QHMとは 

QHM は、Wiki と呼ばれる技術の一つです。Wiki とは、ホームページに情報を書き

込み、情報を共有する仕組みのことを指します。様々な Wiki が存在しますが、日本人

の手によって精力的に開発されているのが、PukiWiki です。PukiWiki は、PHP 言語を

用いて作成され、日本の Wiki で も普及しています。 

QHM は、この PukiWiki を改良し、ホームページ作成用のツールとして公開してい

るものです。 

 

 PukiWiki に限らず、Wiki は、不特定多数の人々によってホームページを作る仕組み

です。簡単にホームページが作れるように、工夫されています。HTML や CSS を覚え

なくても、誰でも簡単にホームページに書き込みができます。 

 この Wiki は、活用次第で様々な道具に変身します。もちろん、Wiki 本来の使い方も

可能ですし、編集をロックすることで、ホームページ作成システムとして利用するこ

とも可能です。また、社内ネットワークに Wiki を構築して、社内の情報共有に役立て

ることも可能です。つまり、使い方はあなた次第です。 

 しかし、好きなように使える事が逆に難しさを作っています。何でも作れる代わり

に、自分でルールを作る必要があります。Wiki を使い始めたときに分からなくなるの

は、「Wiki の書き方」ではなく、「どのようなルールで使うか？」で迷ってしまうので

す。 

 

本書では、Wiki の編集をロックして、ホームページ作成システムとして利用します。

QHM のデザインは、自動化されています。しかも、プロのデザインを採用することで、
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商用のホームページとして十分活用できます。 

PukiWiki は、GNU GPL ライセンスに基づいて開発されているオープンソースソフト

ウェアです。PukiWiki プログラムを応用して作られたプログラムソースは、GPL ライ

センスに帰属します。なお、サービスやマニュアルは、これに該当いたしません。 

 

QHM設定の準備 

 QHM に関するご質問は、PukiWiki Developer Team ではなく、北摂情報学研究所に

お願い致します。 

 この章では、インストールの前提知識を簡単に説明しておきます。 

 

システムの設置の手順の全体像 

早速、インストールの大まかな流れを説明します。 

分からないことがあれば、ご遠慮なく customer@hokuken.com へどうぞ。 

 

設置の全体像は、以下のようになります。 

1. インストール先情報の入力(レンタルサーバーの準備) 

2. 初期状態の QHM をインストール 

3. デザインの変更 

4. サイト情報の設定 

 

それぞれを、簡単に説明していきますね。 
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1. インストール先情報の入力 

 もう、レンタルサーバーの準備は整いましたか？ 

 設定の為には、レンタルサーバー契約をした際に得られる以下の情報が必要です。 

 

• FTP サーバー 

• FTP アカウント 

• パスワード 

• 設置先フォルダ 

 

まずは、インストール時に使用する「インストールシステム」を表示させます。 

 

会員サイトのトップページにある「インストールシステム」と書かれたボタン（赤丸

の箇所）をクリックします。 

 

 
 

続いて開いた画面で「インストールシステムにアクセス」と書かれたホタンをクリッ

クしてください。 
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クリックすると、インストールシステムへのログイン画面が表示されますので、 

①から④までの必要事項を入力しログインします。 

（※なお、 下部の設置先 URL という項目は入力必須ではありませんので、ホームペ

ージアドレスが明確にお分かりになる場合のみご入力下さい） 

 

 

設置先 URL 
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 例えば、ロリポップであれば、以下のような情報がメールで送られてきます。レン

タルサーバーから配布された情報を基に、ログインをしてください。 

なお、まだレンタルサーバーと契約されていない方は、上図の空白が埋められません

ので、まずはレンタルサーバーと契約して下さい。 

① 
② 
③ 

 
ログインできない場合、FTPサーバー、ユーザー名、パスワードが間違っています。

また、④の「設置先フォルダ」が見つからない場合も、ログインできません。 

（※サブドメインやサブフォルダを活用する場合、事前に設置用のフォルダを作成してくださ

い。） 

 

設置先フォルダについて 

主なレンタルサーバーとインストール先 

 

レンタルサーバー 設置先フォルダ（初期インストール先） 

ロリポップ 何も入力しない 

Xserver 独自ドメイン名/public_html 

さくら www   特殊な設定が必要です（後述） 
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レンタルサーバーによって異なりますが、ほとんどのレンタルサーバーの場合、管

理画面があり、管理画面から「サーバーの情報」を知ることができます。例えば、ロ

リポップであれば、 http://user.lolipop.jp/ にアクセスします。 

インストール先のフォルダ(ディレクトリ)は、サーバーによって違います。ロリポッ

プの場合でメインドメインに設置する場合は、特に何も入力・指定せずにインストー

ルすることになります。 

Xserver(http://www.xserver.ne.jp/ )の場合は、「独自ドメイン名/public_html」 というフ

ォルダにインストールすることになります。インストール先は、ご自身でお確かめ下

さい。PHP（CGI版PHPも可）が利用できるサーバーなら、どこでも動きます。 

※ なお、サブドメイン、マルチドメインを利用する場合は、各レンタルサーバーの仕様に基づいて

設定してください。サブドメインの利用方法は別冊子でお伝えします。 

 

2. 初期化インストール 

ログインが成功すると、以下のような画面になります。 

 

 
 

 インストールでは、QHM 関連ファイルをすべて削除し、インストールを行います。

既にホームページを設置されている方は、ホームページを間違って消さないようにお

気をつけ下さい。今までのデータが消えてしまいます。 
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インストール先（ログインで入力した設置先ディレクトリ）を確認して、「インストー

ルを開始する」を押してください。 

 
 

ボタンを押すと、インストールの確認メッセージが表示されますので、「OK」ボタン

をクリックします。 

 
 

「OK」ボタンをクリックするとインストール中の画面が表示されます。 

 
 

「インストールが完了しました」が表示されますとインストール成功です。  
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なお、オプションの index.htm （又は index.html） を削除する箇所についてですが、

QHM は、index.php ファイルを使います。 

index.html, index.htm ファイルが存在していると、QHM のページが表示されません。

そこで、ホームページを公開するには、index.html や index.htm ファイルを削除、また

は名前を変更する必要があります。 

 

予めご自身で「index.html」「index.htm」を設置されている場合で、かつ、そのファイ

ルを残しておきたい場合は、「削除しない」を選択してください。 

 

しばらく待つと、設置完了です。簡単ですよね？ 

 

 

3. ホームページを表示する 

 

続いては、あなたのホームページから設定を行いますので、一度インターネットであ

なたのホームページのアドレスを入力して、初期状態の QHM を表示してみましょう。 

アドレスバーに URL を入力

 
 

ごく希に、Yahoo!の検索からでしか、ホームページを開いた事がない人がいます。あ

なたのホームページが検索結果に出てくるには、「検索エンジン登録」が必要です。 
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従って、 初は、「あなたのホームページアドレス」を上図のように、ブラウザ（イ

ンターネットエクスプローラーなど）のアドレスバーに入力して、ホームページを開

いて下さい。 

ホームページＵＲＬの入力間違いにご注意くださいね。 

 

すると、以下のように初期状態のホームページが表示されます。 

 

 

 

ホームページは表示されましたか？ まずは初期状態のホームページが表示されるよ

うにしてくださいね。 
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【補足解説】正常にホームページが表示出来ない場合について 

ホームページが正常に表示出来ない場合は、原因として 

 

・QHM を設置するフォルダが間違っている 

・サーバーの設定による問題（PHP に未対応、特殊な設定が必要 など） 

 

といったことが挙げられます。対処法について、それぞれ詳しく解説します。 

 

【原因１】QHMを設置するフォルダが間違っている 

ホームページには、サーバー毎に、「ホームページのデータを設置しなければいけない

場所」というのが決まっています。この正しい場所に設置しないと、いくらホームペ

ージへアクセスしても正常に表示されません。 

 

例えば、代表的なサーバーを例にすると、以下のようになります。 

 

サーバーのサービス名 データの設置先フォルダ 

ロリポップサーバー 指定なし 

Xserver ドメイン名/public_html  

さくらレンタルサーバー www  

ヘテムル web  

ハッスルサーバー www 

XREA public_html/ドメイン名/ 

 

ご覧のように、サーバーによってデータ設置先のフォルダは様々ですし、サーバーの

仕様変更などによって変わる可能性もあります。上手く行かない場合は、お使いのサ

ーバーのホームページをご覧頂き、ご確認ください。 

 

データの設置先フォルダは、インストールシステムにログインする時の、「設置先フォ

ルダ」の入力欄で指定することになります。 
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設置先 URL  

従って、設置先フォルダが間違っていないかを確認し、間違っていれば、再度インス

トールシステムへログインし直して、インストールを行ってください。 

 

（※サブドメインをご利用の場合は、設置先フォルダが、初期の設置場所とは 

若干異なりますので、ご注意ください） 

 

設置先フォルダが分からず解決出来ない場合は、会員サポートサイトのトップページ

にあります、問い合わせフォームから弊社にお問い合わせください。 

 

【原因２】サーバーの設定による問題の場合（PHPに未対応、特殊な設

定が必要） 

サーバーの設定による問題の場合、「PHP に未対応」の場合と「特殊な設定が必要」な

場合があります。 

 

それぞれについては、下記のとおりです。 
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PHPに未対応の場合 

QHM が動作するには、サーバーが PHP に対応している必要がありますが、プロバイ

ダから提供される無料ホームページスペースでは、PHP に対応していない事が多く、

また一部の有料レンタルサーバーでも稀に PHP に対応していない事があります。 

（※一部のサーバーでは、PHP に対応していると明記していても実際には動作出来な

い場合があります。例：yahoo ジオシティーズ有料版 など） 

 

お使いのサーバーが PHP に対応しているかは、そちらのサービスのサイトをご覧頂い

たり、サーバーのサポートへ直接お問い合わせ頂くことが も確実です。 

もしも、PHP に対応していない場合は、PHP に対応しているサーバーをご利用頂く必

要があります。 

 

※多くの有料レンタルサーバーでは、PHP に対応しています。 

 

特殊な設定が必要な場合 

サーバーによって、ホームページを表示させる為の設定が様々異なります。一部のサ

ーバーでは、単に QHM をインストールするだけでは、正常に表示や編集を行えない

場合があります。 

現在確認しているサーバーでは、「さくらレンタルサーバー」「お名前.com のサーバー」

などがあります。こちらの場合は、そのサーバー専用に特殊な設定を行って頂く必要

があります。後ほど解説する、「サーバー別特別設定」という項目から行いますので、

詳細は、後述の「サーバー別特別設定」の解説をご覧ください。 

 

 

とりあえず、ここまでの段階でホームページを表示できましたか？ 

ホームページが表示できましたら、続いてあなたのホームページを表示して、ホーム

ページの細かい設定を行っていきます。 
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インストールシステムのその他の機能について 

QHM をインストールすると、インストールシステムの項目は以下のようになります。 

 

 

 

インストール直後には、基本的にこれらの項目を実行する事はありません。 

今すぐ使用しませんが、インストールシステムのそれぞれの項目について具体的に解

説します。 
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システムの更新 

 

 

QHM は、役立つ機能の追加や、細かな改善などを行っています。 

「システムの更新」を行う事で、 新の QHM にバージョンアップできます。 

 

また、誤って必要なデータを一部削除してしまった場合などは、「システムの修復」を

行う事で正常な状態に復元する事が出来ます。 

 

パスワードのリセット 

 

編集用のユーザー名とパスワードを忘れた場合は、「パスワードのリセット」を実行す

る事で、初期ユーザー名とパスワードに初期化できます。 

 

初期ユーザー名： homepage 

初期パスワード： makeit 
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サーバー別 特別設定 

 

一部のサーバーでは、サーバーの仕様により特殊な設定が必要です。 

さくらサーバーなどをお使いの場合は、この「サーバー別 特別設定」を行う事で、

正常にホームページを表示出来ます。 

インストールを行っても、正常に表示されない場合は、特別設定を行ってください。 

 

削除（アンインストール） 

 
インストールした QHM を、サーバーから削除したい時に「削除（アンインストール）」

を実行します。 

実行すると、QHM のデータが全て削除されますので、誤って削除しないようにご注意

ください。 
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サイトの設定とデザインの設定 

ホームページのデザイン、編集用の ID とパスワードの設定やサイトの説明、キーワー

ドなどのサイトに関係する設定は、あなたのホームページ上で行います。 

 

あなたのホームページ上で、管理者ログインをすることによって、デザインやサイト

の設定、ホームページの編集ができます。 

 

管理者ログインをする 

設定を行うには、管理者ログインをする必要があります。 

手順は次のとおりです。 

1． あなたのホームページへアクセスして、ホームページを表示させてください。 

2． ホームページの右下にある、「QHM」という箇所をクリックします。 

 

QHM と書かれた箇所をクリックします 

3． 編集用のユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますので、ここに予

めこちらで設定している、初期ユーザー名とパスワードを入力します。 

 

初期ユーザー名：homepage 

初期パスワード：makeit 
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ユーザー名： homepage 

パスワード： makeit 

 

と入力します 

 

4． 認証が正常に完了すると、トップページへ移動します。トップページには、「管理

ウィンドウ」が表示されます。 

 
 

これで、管理者ログインは終了です。 

管理者ログインできましたら、次は、ホームページの設定をしましょう。 
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ホームページの設定 

管理者ログインができたら、次は、ホームページの各種設定を行いましょう。 

ホームページの各種設定をするには、管理ウィンドウの「設定」をクリックすると、

「Quick Homepage Maker 設定」画面が表示されます。 

 

 

 

ここでは、「ユーザ名とパスワードの変更」「デザインの変更」「サイト情報の設定」に

ついて説明します。 
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ユーザー名とパスワードの設定 

ホームページ編集時に必要な、管理者用のユーザー名とパスワードを設定します。 

こちらは必ず設定してください。 

 

Quick Homepage Maker 設定の画面より、「ユーザー名、パスワードの変更」をクリッ

クします。 

 
 

「編集用ユーザー名の変更」の画面が開きます。 

ここで、お好きなユーザー名と、現在のパスワード、新パスワードを設定してくださ

い。（初めて変更する場合は、現在のパスワードには、makeit と入力します） 

 

 

 

必要事項を入力して、「設定を確認する」をクリックすると、確認画面が表示されます。

確認画面では、パスワードは表示されていませんが、正しく設定されますのでご安心
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ください。 

パスワードの変更後は、再度ログインを要求されますので、変更したユーザー名とパ

スワードを使用して、再度ログインを行って下さい。 

 

（※編集用の ID とパスワードは、弊社では一切把握していませんので、お忘れになら

ないようご注意ください。もしもお忘れになられた場合は、インストールシステムか

ら、「パスワードのリセット」を行う事で初期化してご対応ください。詳細は後ほど解

説します。） 
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デザインの変更 

ロゴ部分のデザインとデザインテンプレートを選択し、ホームページのデザインを設

定します。 

 

Quick Homepage Maker 設定の画面より、「デザインの変更」をクリックします。 

 

 

 

「QHM 専用デザインの設定」画面が表示されますので、ロゴ部分のデザイン、デザイ

ンテンプレートをそれぞれ設定します。 

 

 

 

各設定については、次に説明します。 
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ロゴ部分のデザインの設定 

QHM でのロゴ部分とは、下図の部分を指します。 

 

 
 

上の図のロゴ部分に「画像を使う（イメージ）」のか、「テキスト文字」を使うかを選

べます。画像を使う場合、ご自身でロゴ部分の画像を用意してください。 

 

それぞれの設定方法は、下記のとおりになります。 

 

画像を使う 

1. 画像を使う にチェックを入れ、選択 をクリック
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2. ファイル選択のダイアログボックスが表示されますので、パソコン内の画像を選択

します。  

� 画像はあらかじめ用意しておきます。 

3. 「設定を確認する」をクリックします。 

 

4. 確認して、「設定する」をクリックします。 

 
5. 設定の完了画面が表示されますので、「ここをクリック」をクリックすると、ホー

ムページに反映されます。 
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6. 反映されたロゴを確認しましょう！ 

 
 

テキストを使う 

1. テキストを使う にチェックを入れます 

2. テキストボックスにタイトルを入力します。 

 
3. 「設定を確認する」をクリックします。 
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4. 確認して、「設定する」をクリックします。 

 

5. 設定の完了画面が表示されますので、「ここをクリック」をクリックすると、ホー

ムページに反映されます。 

 

6. 反映されたロゴを確認しましょう！ 
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変更なし 

「変更なし」では、現在使用しているロゴの設定をそのまま使用します。これは「ロ

ゴを変更せずにサイト全体のデザインテンプレートだけを変更したい」場合のみに使

用します。 

 

【補足解説】ロゴ部分にイメージを使用する際の注意 

イメージを使用する場合には、予めご自身で画像を用意して頂く必要があります。そ

の画像のサイズは、以下の図の通りにして下さい。 

750px

 

図：ロゴ画像のサイズ 

 

750px(ピクセル)以外のサイズにすると、画像がぼやけてしまったり、デザインがずれ

ますのでご注意下さい。 

（※なお、g_green06 と、g_blue06 の 2 つのデザインのみ、横幅が少し大きくなっ

ています。その為、この 2 つのデザインを使用する場合は、ロゴ画像を 786 px で作

成して下さい。） 
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デザインテンプレートの選択 

「デザインテンプレート」の選択箇所には、現在保持している全てのデザインデータ

が表示されます。 

 

はじめは、初期デザインの「g_green03」が表示されています。まずは、デザインを取

得しましょう。 

 

デザインテンプレートの取得 

1. デザインテンプレートの取得をクリックします 

 

2. 北研クラブの登録情報を入力し、認証をクリックします 

（※北研 Club にログインする為のメールアドレスとパスワードです） 
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3. デザイン選択画面が表示されますので、取得したいデザインを選択します 

 

4. 取得ボタンをクリックします 

 

5. デザインテンプレートの一覧に取得したデザインが表示されます。 
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デザインテンプレートを設定する 

1. 設定したいデザインテンプレートを選択します。 

2. デザインの「設定を確認」をクリックします。 

 

3. 変更後のデザインを確認し、「設定する」をクリックします。 

 

4. 設定の完了画面が表示されますので、「ここをクリック」をクリックすると、ホー

ムページに反映されます。 
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サイト情報の設定 

サイト情報の設定では、ヘッドコピーとフッター情報の設定がホームページ上に表示

されます。 

それ以外の項目は、検索エンジンに表示されたり、外部ツール（アクセス解析）との

連動などに使います 

 

Quick Homepage Maker 設定の画面より、「サイト情報の設定」をクリックします。 

 
 

「Quick Homepage Maker 設定」画面が開きますので、それぞれの項目を埋めてくだ

さい。 

 

 

設定する項目は、「タイトル文字」「ヘッドコピー」といった計 16 個の項目です。それ

ぞれ、簡単に役割を説明します。 
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タイトル文字（ページタイトル） 

ブラウザの「タイトルバー」に表示されるタイトルです。ホームページのタイトルを

入れましょう。 

また、ロゴ部分を「テキストを使う」設定にしている場合、このタイトル文字がロゴ

として表示されます。 

 

ヘッドコピー 

ホームページの一行目に表示される文字です。あなたの「アピールポイント」を書く

と良いでしょう。検索エンジンにも使われる大事な部分です。 

 
 

サイト管理者、所在地、連絡先 

QHM では、全てのページの末尾にフッダーという場所があります。そこにサイト管理

者の名前や会社名、所在地、連絡先を表示できます。 

所在地： 会社やビジネスなどの場合は、会社の住所を書きます。個人（趣味サイ

ト）の場合などはアバウトに住所を書くと良いでしょう。 

連絡先： 会社などは電話番号、個人なら適当 (contact me by email など)で良いで

しょう 

サイト管理者： サイトの管理者名を入力します（会社名、組織名など）。個人な

らニックネームでも、何でもいいです。 

 

ページタイトル 

ヘッドコピー 
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キーワード 

ホームページの内容に関連の深いキーワードを 20～30 語書き出します。 

SEO 対策にも使用される、キーワードを設定します。 

（<meta name="keyword"... を指定するのと同じことになります) 

入力の際は、各キーワードを複数、半角文字のコンマ「,」で区切ります  

 

例）ホームページ,作成,ソフト,ソフトウェア,ツール 

 

説明 

あなたのホームページを紹介する文章を書いて下さい。なるべく大事なキーワードを

使うようにして、ホームページを見たくなるような内容にして下さい。なお、文章は

改行しないで下さい。 

検索エンジンでの、検索結果に使われたりします。(<meta name="description"を設定

することになります)。 

 

その他のタグ設定 

<head>タグ内に特殊なソースを挿入する必要がある場合に入力します。 

例えば、Google ウェブマスターツールなどを使う場合に利用します。しかし、基本的

には使用しませんので、空白のままで結構です。 

 

アクセス解析タグ 

アクセス解析サービスを利用したい場合は、ここに解析用のタグを導入してください。

初から、アクセス解析を利用すると決めている方は、後で出てくるアクセス解析の

項目を読んで、後ほどここ設定を書き込んでください。アクセス解析を利用しない場

合や、よく分からない場合は空白のままで結構です。 
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管理者ページ 

管理者用の別のサイトを持っていれば、そこへのリンクを書きましょう。なければ、

あなたのホームページのアドレス(URL)で構いません。 

 

外部リンクのウィンドウの開き方 

ホームページ内で外部リンクをした時に、リンク先を表示する際、ウィンドウをどの

ように開くかを指定します。「別ウィンドウで開く」が標準的な方法です。なお、外部

リンクをクリックした時も、同じページ内で画面が切り替わってほしい場合は、「別ウ

ィンドウを開かない」を選んでください。どれだけ外部リンクをクリックしても、別

ウィンドウを、常に 1 つしか表示しないようにするには、「特定のウィンドウで開く」

を選んでください。 

 

別ウインドウで開かない設定 

特定のドメインのみ、別ウィンドウで開かないように設定できます。対象のドメイン

名をご入力下さい。（入力例：yahoo.co.jp） 

 

管理者認証へのリンク表示 

ホームページを編集するために必要な、管理者ページへのアクセス方法を指定します。

こちらは、特にこだわりが無い場合は、「右下の QHM リンクから」をお選びください。 

 

ライセンス表記 

ホームページ右下に表示される QHM ライセンスの表示、非表示を設定します。どう

してもライセンス表記を削除されたい場合にご使用下さい。 

なお、ライセンス表記を非表示にした場合、認証ページへの隠しリンクも表示されな

くなりますので、編集時は、以下のルールに従った URL にアクセスして、ログインし
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て下さい。 

http://あなたのホームページアドレス/index.php?QHMAdmin 

 

自動リンク 

基本的には「利用する」にして下さい。ページ名が長く、「'」や「"」を利用し、QHM

が正常に動かない問題が発生した場合にご変更下さい。 

 

必要事項の入力が終了しましたら、一番下の確認ボタンを押して下さい。 

 

 

問題がなければ入力した項目の確認画面が表示されますので、 

ページ下部の「設定する」ボタンをクリックして設定を行ってください。 

 

設定が完了すると、以下のような画面になるので、 

「ここをクリック」と書かれた箇所をクリックしてください。これにより設定が反映

され、設定完了です。 

 

 
 

 

以上で、基本の設定は全て完了です。 

お疲れ様でした。 
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ここまでの「初期化インストール」「デザインの設定」、「サイト情報の設定」が終われ

ばホームページの基本設定が終了しましたので、実際にホームページの編集を行うこ

とができます。 

 

 

【補足解説】デザインの変更について 

デザインの削除 

デザインテンプレートを複数入手している場合は、以下のように「デザインの削除」

項目が表示されます。 

 
 

入手しているデザインの中から、削除したいデザインを選択します。その後「削除す

る」を実行する事で、削除が可能です。 

（※現在のデザインに適用しているテンプレートは削除できません） 

 

QHM では、必要なデザインだけを入手して使用します。サーバー容量を無駄にしない

為に、不要なデザインは削除する事をお勧めします。 

QHM の基本デザインテンプレートであれば、いつでも入手できます。 

ご自身で作成したオリジナルデザインを削除する場合は、予め FTP ソフトなどを使用
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し、バックアップをとっておいてください。 

 

デザインのプレビュー 

 
 

デザインのプレビューを行うと、デザインを完全に変更する事なく、どういったデザ

インかを確認できます。 

デザインテンプレートを選んで、プレビューをクリックします。その状態でホームペ

ージのトップページへ戻ると、選択したデザインが適用されたプレビュー状態が表示

されます。 

問題がなければ、「デザインの変更」から、そのデザインに変更してください。 
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ホームページを編集する 

編集を始める前に、QHM での各部分の名前など、全体像を説明します。 

QHMの全体像 

QHM で作成するホームページは、全部で 6 つのパートに分かれています。 

 

 
 

1. ロゴ部分 : 

オリジナルロゴを埋め込むだけで、独自性を作り出せる大事なパートです 

2. ナビ部分 : 

水平のメニューです。もっともクリック率が高い場所なので、「読んで欲しいコ

ンテンツ」をダイレクトに案内します 
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3. メニュー部分 : 

右側縦のメニュー。情報を網羅的に並べ、アクセスを容易にします 

4. コンテンツ部分 : 

読みやすい行間、白地、折り返し幅を持った「本文」を書き込む場所です 

5. ナビ２部分 : 

ページを 後まで読んだ後に他のページへ案内する、意外に見落としがちな部分

です 

6. フッター部分 : 

ページの終わりを表し、メリハリを与えるパートです。自動で、著作権表示など

が行われます（しかも、毎年自動で年度更新します） 

 

管理者ログインを行い、編集画面を表示すると、下図のようになります。 

 

 

 

1. 管理ウィンドウ： 

ホームページ作成のための各種設定、編集項目、便利ツールなどがあります 
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2. 編集ボックス： 

実際に編集内容やおまじないを入力していく部分です 

3. ツールボックス： 

装飾やレイアウトの入力支援ボタン群です 

4. 操作ボタン群 : 

ページの更新を決定するボタンなどです 

 

説明によく名称が出てきますので、なんとなく頭の片隅にとめておいてくださいね。 

後ほど、それぞれについて説明します。 

 

本文を編集する 

さて、実際にサイトを編集してみましょう！ 

 

1． まだ、管理者ログインをしていなければ、管理者ログインをします。 

2． サイトの左側に管理ウィンドウが表示されていることを確認します。 

3． 編集をしたいページに移動して管理ウィンドウの「編集」をクリックします。 

 

※ 編集したいページに移動するには、ナビゲーター、メニュー、あるいは、リン

クをたどります。 

4． 下図のような編集画面が表示されます。 
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編集ボックスに文書を入力します。基本的な文字入力ができれば、十分ホームページ

を作ることができます。文書とマークによって、どのような見た目になるのかについ

ては、次の章で説明します。 

 

注意点は、間違って入力したときに、ブラウザ(インターネットエクスプローラー)の「戻

る」ボタンを押さないようにすることです。せっかく書いた文書が消えてしまいます。 

 

また、QHM の編集画面ではセキュリティの都合上、編集の有効時間が設けられていま

す。その時間を超えると、入力した内容が反映されずに、編集前の状態（ログイン画

面）に戻ってしまいますのでご注意下さい。 
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（※こちらの設定では、認証後 3 時間程度としておりますが、お使いのレンタルサー

バーによって時間に違いがあります。QHM 側での対応が行えない為、ご了承下さい） 

編集に時間がかかる場合の対処法としましては、こまめにページの更新を行うか、別

の方法としては、メモ帳などを使うことです。予めメモ帳に書いておいて、文章が完

成してからコピー＆ペーストすると、間違って消える心配が少しだけ減ります。 

 

5. 「プレビュー」ボタンをクリックして出来映えを確認します。 

ここで、まだ変更したければ、文書を変更し、「再度プレビュー」を押します。 

 

6. 「ページの更新」ボタンをクリックして、反映させます。 
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これで、基本的な編集は完了です。 

おつかれさまでした。 

 

本文を編集するときの基本ルールを説明します。本文を書く場合、行の先頭に「半角

スペース」を入れないようにしてください。行の先頭に半角スペースを入力すると枠

が出来てしまいます。 

 行の先頭にスペースを入れたい場合（段落あけを行いたい場合）は、「全角スペース」

を使ってください。全角スペースは、「日本語入力モード」でスペースキーを押せば、

入れられます。 

 

 本文は、様々な装飾を行ったり、画像を貼り付けたりできます。例えば、見出しで

あれば、*を行の先頭に書けば、見出し 1 として装飾されます。同様に、’’強調したい

文字’’と書くと、文字が強調(太文字、蛍光ペンを引いたように)されます。 

 

 様々な表現方法ができます。すべてを一度に覚えるのは難しいです。徐々に慣れな

がら、使えるものを増やしていけば良いでしょう。よく使う表現は、限られています。 

 

 

メニュー・ナビ・ナビ 2 を編集する 

本文の編集の時とは違って、メニュー、ナビ、ナビ 2 の３箇所を変更する場合は、 
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管理ウィンドウの「サイトの」より、それぞれのページにアクセスします。 

 

 
 

ナビ編集をクリックすると、「SiteNavigator」というページの編集状態になります。 

メニュー、ナビ 2 はそれぞれ、「MenuBar」「SiteNavigator2」というページ名になりま

す。 

基本的なページの編集については、本文の編集方法と同じです。 

 

ナビの編集 

管理ウィンドウの「サイトの」−「ナビ編集」をクリックします。 

SiteNavigator（ナビ）の編集ボックスが表示されます。 

編集モードと、実際にナビの見た目は多少違います。気にせず編集して、更新してく

ださい。 

ナビの中に書くものは、リンクです。 

ページ名を[[ ]]で括ると、リンクが作られます。既に存在するページであれば、リンク

が作られます。なければ、？マークができて、新しいページを作る準備が行われます。 
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メニューの編集 

管理ウィンドウの「サイトの」−「メニュー編集」をクリックします。 

MenuBar（メニュー）の編集ボックスが表示されます。 

メニューの文字と、表示の関係は下の図のようになります。 

 

図：メニューのデザインと、書き方の関係の例 

 

メニューで、見出し 1(*)を使うと、大見出しが作れます。その下に見出し 2(**)を使う

と、小見出しが作れます。それ以下の見出しは設定できません。もちろん、書いても

構いません。その場合は、リスト(-)を先頭に付けてください。 

 

メニュー部分を作るときの「こつ」は、なるべくタイトルの文字数を少なくすること

です。多くなると、折り返されます。それに「ぱっ」と見て分かることが理想的です。 

そこで、次の節で説明する「リンク名」を変える方法を使うと便利です。 

 

ナビ 2 の編集 

管理ウィンドウの「サイトの」−「ナビ 2 編集」をクリックします。 

SiteNavigator2（ナビ 2）の編集ボックスが表示されます。 

ナビ 2 の中に書くものは、リンクです。すべてのページの下部に表示されますので、
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常に表示しておきたいものを書きましょう。 

 

基本的な編集 

リンクを作る 

 リンクを作る方法は、大きく分けて 2 つあります。 

 

自動 
本文中に、ページ名と同じ言葉が出てきたとき。 

本文中に URL、Email アドレスを書いた場合。 

手動 

[[ ]]で括った場合リンクが作られます。リンク先がなければ、？マー

クが出ます。[[リンク名>リンク場所]]とすると、リンク先の名前を自

由に設定できます。 

 

自動でリンクが作られるので、便利です。あるページにリンクしたい場合は、リンク

先のページ名を書くだけでリンクが作られます。一方、新規にページを作りたい場合

は、[[]]を使ってください。 

また、リンク先の名前を変更したい場合、（例えば、ページ名が長いため違う言葉で置

き換えたい場合）は、[[リンク名>リンク場所]]とします。 

その一例を以下に挙げます。 

 

書き方 見え方 理由・備考 

[[詳しくはこちら>ホームページの仕組み]] 詳しくはこちら 
分かりやすいリンク名で表現した

い。 

[[お問い合わせ>info@hokuken.com]] お問い合わせ 

メールアドレスを直接書かないよう

にして、分かりやすくする。 

クリックすると、メールソフトが立ち

上がる。 

[[Google>http://www.google.co.jp]] Google 
自社以外のホームページへリンク

を作る場合。 
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ページの作成 

QHM では新しいページを作る場合、まず「リンク」を作ります。そのリンク先がなけ

れば、「？」マークが出ます。「？」マークをクリックすると、新しいページが作られ、

編集する状態になります。 

 

新しいページを作る場合、「ナビゲーター部分」、「メニュー部分」、「本文部分」のどこ

からでも結構です。編集状態にして [[新しいページ名]] でリンクを作成します。 

 

例：ナビから新規ページを作る 

まず、画面左側の管理ウィンドウの「サイトの」より「ナビ編集」をクリックします。 

 

 
 

すると、SiteNavigator の編集状態になります。このページを変更すると、ナビゲータ

ー部分が変化します。 

ナビの編集ボックスにて以下のように箇条書きで書きます。 [[ ]]で挟まれた文字がリ

ンクになります。 

 

- [[トップ>FrontPage]] 

- [[問い合わせ]] 
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書き終わったら、「プレビュー」をして確認を行い、「ページの更新」ボタンを押しま

す。 

すると、下のような表示になります。 

 

「問い合わせ」の後ろに「？」マークが出ます。これは「問い合わせ」というページ

がありませんという意味です。まだ「問い合わせ」ページを作っていない状態で、リ

ンクを作ると？マークがでます。 

 

この「？」マークをクリックすることで、「問い合わせ」というページを編集する状態

になります。 

 
 

このページに問い合わせ内容を書き込みましょう。以下のように書き込んで、プレビ

ュー、更新を行うとページが完成します。 
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ナビゲーター部分にも「問い合わせ」が現れました。クリックすると、「問い合わせ」

のページが表示されます。 

 

大体雰囲気を掴めたでしょうか？ 

 

重要： ページの名前は、「3 文字以上」にしてください。1 文字、2 文字でページは、

作れません。例えば、「釘」というページを作る場合、「釘の一覧」のように工夫して、

3 文字以上のページ名にしてください。 

 

ページを削除する 

 ページを削除するには、削除したいページに移動して、編集ボックス内の書いた文

書をすべて削除してください。何もない状態にして、「ページの更新」を行うと、ペー

ジが削除されます。その後、リンクを消してください。 
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管理ウィンドウについて 

管理者ログインをすると、サイトの左側に右図のようなウィンドウが表示されます。 

これが、「管理ウィンドウ」です。 

 

管理ウィンドウ内では、大きく分けて次のようなリンクが

あります 

 

トップへ： 

トップページへ移動します。 

 

編集： 

現在のページの編集画面を表示します。 

 

添付： 

簡単画像アップロード機能を使用できます。 

 

このページの： 

サブメニューとして、「差分」「バックアップ」「名前変更」「マップ」「複製」「URL」

があります。 

 

・ 差分：一つ前との変更点を確認できます。このシステムは、過去の変更履歴を

保存しています。それを利用して、変更点を確認できます。 

・ バックアップ：過去の変更履歴のすべてです。ファイルの容量が気になるとき
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は、ここをクリックし、バックアップの削除を行ってください。 

・ 名前変更：ページの名前を変更できます。変更すると、リンクも変わりますの

でご注意下さい。 

・ マップ：現在のページがリンクしているページの一覧を見られます。 

・ 複製：既に作ったページと同じページを作れます。 

・ URL：現在のページの短縮 URL と URL が表示されます。メールで URL をお知

らせするときに便利です。 

 
 

サイトの： 

サブメニューとして、「ナビ編集」「メニュー編集」「ナビ 2 編集」「新規ページ作成」「更

新履歴」「ページ一覧」「リンク切れ」があります。 

 

・ ナビ編集：ナビの編集画面へリンクします（SiteNavigator） 

・ メニュー編集：メニューの編集画面へリンクします（MenuBar） 

・ ナビ 2 編集：ナビ 2 の編集画面へリンクします（SiteNavigator2） 
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・ 新規ページ作成：どこにもリンクしていないページを新しく作成できます。 

・ 更新履歴： 近更新したページが、更新順で表示されます。 

・ ページ一覧：現在までに作成したページの一覧が表示されます。 

・ リンク切れ：どこからもリンクされていないページの一覧が表示されます。 

 

ツール： 

サブメニューとして、「SWFU」「FWD3」「単語検索」があります。 

 

・ SWFU：簡単画像アップロード機能を使用できます。（※詳しくは後ほど解説し

ています） 

・ FWD3：URL 短縮機能を使用できます。 

・ 単語検索：ページ内で探したい単語を検索できます。 

 

設定： 

サイト情報の設定や、ロゴの設定などホームページ全体の設定に関わる変更を行いま

す。（※重要な項目です） 

他にも「サイトの一時的な閉鎖」や「バックアップ」などの設定を行えますが、こち

らは機能拡張や、仕様変更などのおそれがあり、 新の情報をお伝えする為に、本マ

ニュアルではなく QHM 会員サイトの「各種設定」という項目でご説明しています。（「各

種設定」というキーワードで検索すると、すぐに見つかります） 

今すぐに設定する必要はありませんので、ある程度サイトの中身が完成し、必要であ
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れば導入してください。 

 

ヘルプ： 

QHM プロフェッショナルの会員サイトへリンクします。 

 

ログアウト： 

管理者ログインをログアウトします。 

 

ツールボックスについて 

ページの編集モードの際に、編集ボックスの下にツールボックスが表示されます。 

おまじないを覚えなくても簡単に装飾できますので、是非ご活用くださいね！ 

 

 
 

それぞれのボタンについては、詳しく説明します。 

 

ボタンの使い方 

ボタンの使い方には基本的には下記の 2 通りあります。 

 

・ 見出しや目次などのように任意の位置に挿入するもの 

・ 編集ボックス内の特定の文書の文字の太さ、色、大きさを変更するもの 

 

簡単にこの 2 通りについて、説明します。 
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任意の位置に挿入 

基本的な使い方を「見出し」ボタンを例に説明します。 

 

1． 編集ボックス内の見出しを挿入したい部分にカーソルをあわせます。 

 

2． 「見出し」ボタンをクリックします。 

 

3． 下図のように見出しが挿入されます。挿入された文字を編集します。 

 

4．ページを更新すると、見出しが反映されます。 
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文書を選択して挿入 

太字を例に説明します。 

 

1． 編集ボックス内の太文字にしたい部分を選択します。 

 

2． ツールボックスの ボタンをクリックします。 

 

3． 指定した文書におまじないが挿入されます。 

 

4． ページを更新すると太字になります。 
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それぞれのボタンの詳細 

見出し   

 本文の中で、見出しを作るとメリハリがつき、見やすくなります。見出しは、3 段階

あります。行の先頭に * を入れてください。スペースなどが入らないように気を付け

てください。選んだホームページデザインによって見出しのデザインも異なります。 

 

 編集モード 表示 

見出し 1 * これは見出しです 
 

見出し 2 ** これは見出しです 
 

見出し 3 *** これは見出しです  
 

見出しを効果的に使うと、読みやすくなる上、検索エンジン対策(SEO)にも効果を発揮

します。 

もくじ   

#contents と書くだけで、そのページ内の全ての見出しを自動的に見つけて、もくじ

を作りますその際、もくじに表示せたい項目は、見出し記号を使ってください。 

ページの上部に設置すると、一目でページの内容の概要が分かるので、訪問者にとっ

て便利です。 

箇条書き   

 番号なし箇条書き 

行頭に - （ハイフン） を書きます。必ず、先頭に書いてください。箇条書き中で改
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行したい場合は、改行か、&br; を使ってください。箇条書きは、3 段階まで作れます。 

- (ハイフン)を４つ続けると水平線になってしまいますので注意してくださいね。 

編集モード 表示 

 

  

 

 

 番号あり箇条書き 

行頭に + （プラス）を書きます。必ず、先頭に書いてください。箇条書き中で改行

したい場合は、改行か、&br; を使ってください。箇条書きは、3 段階まで作れます。 

 

編集モード 表示 

  

 

添付   

クリックすると、「&attachref(,nolink,画像の説明);」が挿入されます。 

「ページの更新」をすると下図のように表示されますので、「(swfu[添付])」をクリッ

クしましょう。 
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ファイルダイアログが表示されますので、アップロードする画像を選択します。 

ファイルを選択すると、下図が表示されますので、「アップロード」をクリックします。 

 

 
 

ページが更新されて、画像が表示されます。 
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注意！ 

画像のファイル形式が、png、jpg、gif のいずれかになっているかを 

確認してください。 

 

また、画像が表示されない場合のよくある原因は、画像の設定ミスです。 

編集画面内で画像ファイルの名前を間違っている場合、正しく表示されません。 

 

改行   

通常は、編集ボックス内で改行した箇所で、改行が行われます。改行を適切に行えば、

更に見やすいページになります。話題が一区切りしたときは、「段落(空白行)」を入れ

ると読みやすいでしょう。 

 

クリックすると、 &br; と入力されます。見出しの中や、箇条書き、テーブルのセ

ルの中で改行したい時に、使いましょう。 

 

記述例： 

 

表示例 

**ようこそ！&br;北摂情報学研究所の会員サイトです。&br;是非、QHM を活

用して下さい。 
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リンク   

リンクをクリックすると、次のようなダイアログが表示されます。 

 

 

リンク名に、ホームページ上に表示する内容を入力し、リンク先にリンクしたいペー

ジ名や URL を指定することで、リンクを簡単に作成できます。 

 

例えば、リンク名に「北摂情報学研究所」、リンク先に「http://www.hokuken.com」と

入れた場合、表示と編集ボックスに入力される内容は下図のようになります。 

 

 
 

太字   

編集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態でボタンをクリックすると、下記の

ように挿入されます。選択した文字が「’’（シングルコーテーション 2 つ）」で囲まれ

ます。ページを更新すると太字が反映されます。 
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''装飾したい文字'' 
 

 

 

斜め文字   

編集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態でボタンをクリックすると、下記の

ように挿入されます。選択した文字が「’’’（シングルコーテーション 3 つ）」で囲まれ

ます。ページを更新すると斜め文字が反映されます。 

 

'''装飾したい文字''' 

 

波下線   

編集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態でボタンをクリックすると、下記の

ように挿入されます。選択した文字が「##（シャープ 2 つ）」で囲まれます。ページを

更新すると斜め文字が反映されます。 

 

##装飾したい文字## 

 

使いすぎると読みずらくなりますので、注意してくださいね。 

 

文字の大小   

編集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態でボタンをクリックすると、下図の

ダイアログが表示されます。 
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ダイアログに数値を指定して「OK」をクリックします。（14 が標準です） 

編集ボックスに下記のように挿入されます。 

 

&size(18){装飾したい文字}; 

 

例： 

 
 

蛍光マーカー  

編集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態で蛍光マーカーのお好きな色のボタ

ンをクリックすると、下図のようなおまじないが挿入されます。 

 

&color(,背景色){''文字列''}; 

 

例： 
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 編集モード 表示 

ピンク &color(,pink){ピンクの蛍光ペン};  
グリーン &color(,palegreen){グリーンの蛍光ペン};  
黄色 &color(,yellow){よく使う黄色の蛍光ペン}; 

水色 
&color(,paleturquoise){ちょっと便利な水

色蛍光ペン};  

 

装飾    

編集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態でボタンをクリックすると、下図の

ダイアログが表示されます。 

 
必要のないデコレーションは空白のままにしておきます。 
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「OK」をクリックすると、下記が挿入されます。 

 

&deco(パラメータ,パラメーター,・・・){''文字列''}; 

 

パラメータ 表記 

文字色 CSS 表記（色名 or #fffm #afadac のような形） 

背景色 CSS 表記（色名 or #fffm #afadac のような形） 

太字 b 

下線 u 

斜体 i 

文字サイズ 数字で指定 

 

例： 

 

寄せ  

寄せたい段落の文頭にカーソルをあわせてクリックすると、それぞれ以下のように入

力されます。 

なにも指定をしなければ、左になります。中央、右にするには、それぞれ行頭に

CENTER:、 RIGHT:を書きます。: (コロン)を忘れないようにしてください。: の後に

すぐ、文字を書き始めてください。半角スペースを空けると、枠が表示されてしまい
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ます。 

 

編集モード 表示 

LEFT:左寄せです。  

RIGHT:右寄せです。  

CENTER:''(重要)中央です''  

CENTER: ちょっと失敗 
 

 

表   

表を挿入したい位置（行頭）でボタンをクリックすると、下記が挿入されます。 

 

|~項目名 1 |~項目名 2 |~項目名 3 | 

| 項目 1 | 項目 2 | 項目 3 | 

 

「~（チルダ）」をセル（マス）内の先頭に入れると、html の<th>に相当するデザイン

が適用されます。 

表の 後の「|」の後ろに空白スペースや、文字などが入ってしまうと、表になりませ

んので、ご注意ください。 

 

詳わしい解説は、会員サイトを参照してください。
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表の例： 

書き方 表示 

 

 
 

HTML貼付け   

QHM では、HTML や CGI、CSS の知識なしで、簡単にホームページを作れるように

工夫しています。編集ボックスにそのまま HTML ソースを貼付けても反映されません

ので、HTML 機能を使用して指定します。 

編集ボックス内の HTML を挿入したい場所にカーソルを合わせて、クリックすると、

下記が挿入されます。 
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#html{{ 

(ここに HTML) 

}} 

 

「（ここに HTML）」の部分に HTML ソースを挿入しましょう。 

 

なお、はじめの #html{{ と 後の }} は、必ず各行に単独で書く必要があります。 

html ソースを入力する際にはご注意下さいね。 

 

枠   

編集ボックス内の枠を挿入したい場所にカーソルを合わせて、クリックします。 

以下のダイアログが表示されます。 

 
「枠の色」、「線の種類」、「背景色」、枠のサイズを指定して、「OK」をクリックします。 

編集ボックス内に、下記が挿入されますので、「（ここに内容を書く）」の部分を編集し

ます。 
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#style(class=box_blue_dsm){{ 

(ここに HTML) 

}} 

 

詳しい説明は会員サイトを見てください。「枠の見本」で検索してみてください。 

 

タイトル   

QHM では、本文部分の右上に「現在のページ名」が表示されます。また、自動的に

HTML タグ内の「title」タグに現在のページ名が設定されます。 

 

 
この右上のページ名や、title タグの内容を変更したい場合に、TITLE: を使って、変

更します。 

編集ボックスの 1 行目に挿入しましょう。「タイトル」をクリックすると、下記が挿入

されますので、「ここにタイトルを入れる」の部分を変更します。 

 

TITLE:ここにタイトルを入れる 
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キラーページ（セールスレターページ）   

メニューやナビのない、セールスレター型のページを作成します。 

ボタンをクリックすると、下図のダイアログが表示されます。 

 

 
 

「見出し色」「見出しフォント」「本文フォント」「背景色」を設定して、「OK」ボタン

をクリックします。 

 

上図の場合、下記が挿入されます。 

 

KILLERPAGE:redgg,gray 

 

ページの更新をすると、キラーページが反映されます。 

詳しい設定は、会員サイトを参照してください。 
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ブレット   

ブレットとは、「Bullet：弾丸」という意味で、セールスレターで、お客さんの心に響

く、フレーズを「目立つように」書いたものを指します。キラーページで使用します。 

編集ボックス内の挿入したい位置で、クリックすると下記が挿入されます。「ここにブ

レットを入れる」を変更します。 

 

:>>|ここにブレットを入れる 

 

例：ブレット表示 
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チェックボックス   

編

リックすると、下記が挿入されます。 

 

集ボックス内のチェックマークを使用したい箇所にカーソルを合わせてボタンをク

&check;会社概要について・・・ 

 

ページの更新をすると、チェックマークが反映されます。 

例： 

 

 
 

取り消し線   

編

ように挿入されます。選択した文字が「%%（パーセント 2 つ）」で囲まれます。ペー

ジを更新すると文字の上に取り消し線が反映されます。 

 

集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態でボタンをクリックすると、下記の

%%装飾したい文字%% 

 

文字の白抜き   

編集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態でボタンをクリックすると、それぞ
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れ下記のように挿入されます。 

 

・ 白抜きの赤 

 

 

 

 

 

・ 白抜きの黒 

 

例： 

 

 

簡易アクセスカウンター   

アクセス人数をカウントできます。アクセスカウンターを付けたページは、「人気の 10

件」で表示することができます。アクセスカウンターが付いていないページは、ラン

キ

編集ボックス内のアクセスカウンターを配置したい場所にカーソルを合わせてクリッ

ングの対象外です。 

クすると、以下のような「おまじない（コマンド）」が入ります。 

 

&color(white,red){装飾したい文字}; 

&color(white,black){装飾したい文字}; 

&color(gray){&size(12){a:&counter(total); t:&counter(today); 

y:&counter(yesterday);};}; 
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目立たないように、グレーでの小さい文字になります。 

ひとつずつ分ける場合は

カウンターの種類 

、下記のようになります。 

 

訪問者合計 &counter(total); 

昨日の訪問者数 &counter(yesterday); 

今日の訪問者数 &counter(today); 

 

書き方と表 げてお示例をいくつか挙 きます。 

書き方 表示 

今日の人数 &counter(total);人 今日の人数 (3 人) 

 

 

アクセスカウンターはページの一番下につけると良いでしょう。 

 

カウンターをリセットしたい場 は、管理ウィンドウの「設定」−「アクセスカウンタ

」より行ってください。 

 

合

ー

 

コメント投稿  

コメント機能を使えば、簡単にコメントを残してもらえます。意見を集めるときなど

に便利です。 

 

編集ボックス内のコメント機能を使用したい場所の行頭にカーソルを合わせて、クリ

ックすると、下記のように挿入されます。 
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ページの更新を行うと下図のように表示されます。 

 

認証コードは、訪問者がコメントを書き込む際に入力する番号です。 

ホームページ内のコメントや掲示板機能などに自動的にスパムコメントを送りつける

（投稿する）迷惑なプログラムなどの投稿を防いでいます。 

文字の色  

編集ボックス内の装飾したい文字を選択した状態でお好きな色のボタンをクリックす

ると、下図のようなおまじないが挿入されます。 

 

&color(文字色){装飾したい文字}; 

 

文字色の箇所は、RGB での指定（#fff, #336699 など）もして頂けます。 

下図がそれぞれのボタンを使用した色の例です。 

 

#comment2 
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その他のツール  

クリックすると、下図のような「その他のツールウィンドウ」が表示されます。 

 

 
それぞれ挿入される項目については、会員サイトをご参照ください。 

会員サイトで「その他のツール」で検索してくださいね。 
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SWFU：簡単ファイルアップローダー 

SWFU（簡単アップローダー）を使うと、FTP ソフトを使用しなくても、サーバーに

「簡単・素早く」ファイルのアップロードが出来ます。 

 

とても便利な機能なので、是非使いこなして活用して下さい。 

 

SWFUの起動 

管理ウィンドウの「添付」または「ツール - SWFU」をクリックします。 

    

 

画面全体が、SWFU の操作画面になります。 
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画像をアップロードする 

画面左上にある「アップロード」をクリックします。 

 

 

続いて「Click」と書かれたボタンをクリックします。 

 
 

画像ファイルを選択する画面が開くので、画像ファイルを選びます。 

アップロードが完了すると、以下のような画面になります。 
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画像一覧を表示する 

アップロードしたファイルを確認しましょう。 

「ファイル一覧」や、「トップへ」などをクリックして先程の画像を探します。 

 

 

①クリック 

②クリック 

 

画像を選択すると、以下の図のような、画像の詳細画面が表示されます。 

この画面内で、編集画面への入力用記述を入手したり、画像の削除などを行えます。 
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・
・
・

 

もよく使う項目は、「貼り付け」です。 

「貼り付け」と書かれた箇所の内容を、コピーしておきます。 

以下のような内容をコピーできるので、「画像の説明」という箇所だけ変更し、この記

述をホームページの編集画面に記述します。  

 

例）&ref2(swfu/d/mobileimg.png,nolink,,画像の説明);  
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「貼り付け」以外にも、画像を文章の横に回り込ませたい時の「回り込み」や、 

画像をポップアップ表示する為の「greybox」「lightbox2」、 

ダウンロードボタンを設置する為の記述方法などを、コピーするだけで簡単に入手・

使用できます。 

 

 

なお、編集画面に戻りたい場合など、

SWFU の画面を閉じたい場合は 

画面右上にある「Close」という箇所

をクリックしてください。 

 

以上が、簡単画像アップロード機能を使用した場合の、画像表示方法です。 

実際に画像をアップロードしてみると、簡単さを実感して頂けると思います。 

 

それでは、画像を表示させる際の注意点などについて、簡単に解説します。 

 

文字が回り込むようにする場合の注意点 

SWFU の画像詳細画面から、「回り込み」用の画像表示記述を入手できますが、 

回り込ませる文字の終了位置に #clear を書いてください。書かなければ、回り込める

だけ、回り込んでしまいます。 

記述例） 
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表示例） 

#clear と入力します 

左側に画像を表示

させたい場合は、

right を left に書き

換えて下さい 

 
 

右寄せ、中央寄せ で表示したい 

 通常の「貼り付け」で画像を表示する場合は、表示位置を中央(center)、右(right)を

指定できます。使用するのは文字を中央寄せ、右寄せする時と同じ CENTER: RIGHT: と

いう命令です。 

記述例） 
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代替文字列を入れる 

代替文字列とは、画像が何らかの理由で見えない場合、画像の代わりに表示するテ

キストの事です。また、画像をマウスの上にもっていくと、小さなメッセージが出ま

す。これは、代替文字列です。書いておく方がよいでしょう。何も書かなければ、フ

ァイル名が使われます。 

「画像の説明」と書かれた部分を、ご自身の画像に沿った内容に書き換えて下さい。 

 

 

複数の画像を横並びに表示させる 

通常の「貼り付け」を使用すると、画像を横並びに表示させる事が出来ます。 

その場合は複数画像の貼り付け用の記述を、改行せずに連続で記述して下さい。 

画像の横幅の合計がホームページの横幅よりを超えない限り、横並びで表示されます。 

 

記述例） 

 

改行せず、続けて記述します

 

画像でリンクを作る方法 

 画像をクリックすると、違うページに移動できるようにする場合は、以下のように

します。このような表現を使うと、クリックしてもらいやすくなります。ただし、セ
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ンスが無くなるぐらい変な工夫はしないように注意してください。 

 

記述例） 

 

画像を貼り付け、そのリンク先を「レポート申し込み」ページに設定しています。リ

ンク名を変更する方法の応用です。 

 

 

 

 

作りかけの非公開ページを作り、公開する手順 

 販売ページ（セールスレター）や、内容を吟味するようなページ、キャンペーンを

開始するページなどは、「事前に作っておいて」「時期が来たら公開」としたいですよ

ね。 

 ところが、QHM でページを作成すると、自動的に「RSS 配信」と「更新履歴」に

新規ページが登録されてしまいます。これは、とても便利な機能ですが、「非公開で作

りたい」場合に、困ります。（ここで非公開とは、だれも URL を知らないため、アク

セスできないという意味です。パスワードを設定するページではありません）。しかし、

QHM では、本当に簡単にこの問題を解決できます。 

 

 QHM では、: (半角コロン)で始まるページ名は、RSS、更新履歴に登録されないと

いうルールがあります。この機能を活用し、非公開ページを作ることができます。 

 

 まず、認証済みの状態になり、その後、フッターの「新規作成」リンクをクリック
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します。半角コロンを付けた「:好きな名前」でページを作成します。このページは、

非公開になります。そして、自由に編集、更新を行います。 

 

 そのまま非公開で、限られた人にだけ URL を教えるなら、名前を変更せずにこのま

ま使ってください。公開する際は、フッターの「名前変更」リンクをクリックし、:を

削除した名前を付けます。その瞬間に RSS に登録され、「公開」となります。 

 

サイト全体を一時的に閉鎖したい場合 

サイト全体を一時的に閉鎖する事も出来ます。 

管理ウィンドウの「設定」をクリックし、開いた画面で「サイトの閉鎖」をクリック

します。 

 

 

②サイトの閉鎖をクリ

ック 

①設定をクリック 

③閉鎖にチェックを入れて、

「設定する」をクリック 

 

閉鎖を行うと、ホームページへアクセスしても、以下のような画面が表示されます。 

編集したい場合は、画面右下の「QHM」という箇所をクリックして、認証を行ってく

ださい。 
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サイトを公開したい場合は、同じ手順で「閉鎖」ではなく、「公開」にチェックを入れ

て設定を行ってください。 

 

 
 

後に 

 実際に書きながら学んでください。大切なのは「妥協」です。完璧なものを 初か

ら作るのではなく、まずは作ってください。その後、徐々に改善していくと良いでし

ょう。 

また、使っているとよく使う表現が決まってきます。何度も書くと書式などを覚え

てきます。 

また、会員サイトを活用してください。要望や質問を随時更新します。いろいろな

書き方例を示していきたいと思っています。 

 

QHM の実力は、計り知れません。便利な使い方、実用的な使い方を「会員サイト」

で多数解説しています。また、応用編のマニュアルもご用意していますので、こちら

も併せて参考にしてください。 
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