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お名前.comのホームページエディター Powered by Weeblyとは？
専門的な知識がない方でも、かんたんにホームページが作成できる、ホームページ作成ツールです。
基本操作はドラッグ＆ドロップ、プロがデザインしたデザインテンプレートを使用できるので、誰でも簡単に本格的なホームページを作成することができます。

「かんたん設定ガイド」の流れ
STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

Weebly管理画面へのログイン方法 

テーマとその背景の変更方法

タイトル（見出し）、テキストの設定方法 

画像、スライドショーの設定方法

STEP5

STEP6

STEP7

STEP8

地図／空白部分の設定方法

SEO対策の設定方法

ストアの設定方法

ホームページを公開/更新方法

STEP1まずはWeebly管理画面へログインしよう！ へ

このマニュアルでは基本的な使い方である「ホームページ作成の基本操作からホームページ公開まで」をご紹介いたします。その他の機能や利用方法に
ついては、「お名前.com ホームページエディター（Weebly） 活用ガイド」（ http://guide.onamae-server.com/weebly/ ）をご参照ください。 

豊富なデザインテンプレート
プロのデザイナーが手がけたデザインを自由自在に使用できます。コンテ
ンツを作成中でもデザイン変更が可能です。デザインの種類は100種類
以上、お好みのデザインを選び、自由にカスタマイズすることができます。

作成したホームページは、PC、タブレット、スマートフォンなど、どの
端末でも美しく表示されるよう自動で最適化されます。

サイト訪問者の詳細を分析できます。Google Analyticsのコードの
追加も行えるので高度な分析も可能です。

プログラム言語などの専門的な知識がなくても大丈夫です。基本操作は
ドラッグ＆ドロップですので、テキストや画像なども、自分の思い通りに作
成することができます。

無料のブログテンプレートもご用意しております。テンプレートは、自由
自在にカスタマイズできます。

ショッピングサイトの運営ができます。必要な機能は自動的にセットアッ
プされ、すぐに販売を開始できます。

レスポンシブデザイン対応

アクセス解析利用可能

簡単な操作でホームページ作成が可能

ブログが利用可能

ネットショップ運営可能

は じ め に
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お名前.com　ホームページエディターの各種設定は、Weebly管理画面へのログインが必要です！まずはログインしてみましょう！

入力

Click!

Click!

Click!

Click!

Click!

STEP1 Weebly管理画面へのログイン方法 

STEP2テーマを編集してみよう！ へ

お名前.com Navi の
ログイン画面を開きます

お名前.comから届いたメール（共用サー
バー 設定完了メール）に記載された、契約管
理画面「お名前.com Navi」のログインURL
（ https://navi.onamae.com/login ）を
クリックして、お名前.com Naviへのログイ
ン画面を開きます。

お名前.com Navi に
ログインします

お名前.comの「会員ID」と「パスワード」を
入力してから「ログイン」ボタンを押してお名
前.com Naviにログインします。

21

Weeblyの管理画面に
ログインします

「サービス設定」欄の中にある「Weebly」を
クリックします。

5 「Weeblyプラン」から
Weeblyへアクセスします

「Weeblyへアクセス」にあるフォルダのアイ
コンをクリックします。初回ログイン時のみ
「テーマを選択する」画面が表示されます。

6 お好きなテーマを
選択できます

お好みのテーマの上にカーソルを置き、右下
青文字の「選択」をクリックします（テーマは
後で変更が可能です。変更方法はSTEP2で
ご説明します）。

7 Weebly管理画面の
ログイン完了です

Weebly管理画面へのログイン完了です。

8

利用しているサーバーの
一覧を開きます

お名前.com Naviの「ご利用状況」にある
「ホームページエディター」を押し、「共用
サーバー」画面を開きます。

3 コントロールパネルに
ログインします

コントロールパネル情報にある「ログイン」
ボタンをクリックし、コントロールパネルへ
ログインします。

4

Click!
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STEP2 テーマとその背景の変更方法

STEP3お気に入りのテーマが見つかったら、ホームページのタイトルやテキストを設定してみよう！ へ

テーマを探す

「テーマギャラリー」が表示されますので、
テーマを探します。テーマのカテゴリーは切
り替えることができます。
＊はじめは「お勧め」が表示されています。

ホームページエディター管理画面上部にある
「テーマ」をクリックします。

画面左側の「テーマの変更」をクリックします。

1 テーマを変更する

お好みのテーマの上にカーソルを置き、右下
青文字の「選択」をクリックすると、テーマが
変更されます。 
＊ここで変更されるのはタイトルやメニューバーなどの、配置
に関するスタイルのみです。背景イメージについては初期
で設定したものが、反映されますので、背景イメージを変
更したい方は次の[３背景を変更する]をご確認ください。

2 背景の編集画面に移動

「イメージエディター」画面の「イメージの
変更」ボタンをクリックします。

「背景」の編集メニューが表示されたら「編集」
をクリックします。

変更したい背景イメージをクリックすると、イ
メージが青枠で選択され、編集メニューが表示
されますので、「背景を編集」をクリックします。

3 新しい背景を選択して
管理画面に反映させます

プレビューが表示されるので、右上の「保存」
をクリックし完了です。 
＊上記以外の画像を使いたい場合は、[背景の選択]メニュー
の左下にある[画像をアップロード]をクリックして、使用し
たい画像をアップロードして設定してください。

「背景の選択」メニューが表示されます。お
好みの背景イメージを選び、右下の「選択」
をクリックします。

4

テーマとは、ホームページのタイトルやメニューバーなどの配置に関するスタイルを示します。
ホームページエディターでは、およそ100種類以上のテーマの中から好きなテーマを選ぶことができます。編集途中でも変更が可能です。

Click!

Click!

Click!

Click!

Click!

Click!

Click!

Click!
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削除ボタン 削除ボタン

STEP4画像、スライドショーを設定してみよう！ へ

STEP3 タイトル(見出し)、テキストの設定方法 

タイトル（見出し）を
設置する

ドラッグ＆ドロップした箇所にタイトルの編集
メニューが表示されるので、タイトルを入力
します。

画面左のメニューの左上にある「Ｔ」ボタン(タ
イトル)をドラッグ＆ドロップで編集エリアに設
置します。 ＊設置できる場所はドラッグすると印がでる箇
所です。 

1 タイトル（見出し）の
編集・削除

＊設置したタイトルを削除したい場合は、タイトルにマウスを
合わせて右上にでる「×」で削除できます。

＊設置したテキストを削除したい場合は、テキストにマウスを
合わせて右上にでる「×」で削除できます。

編集画面の上部に表示されるツールバーから
詳細設定を行うことができます。文字の大き
さ、色など自由に変更でき、お好みのタイト
ルに設定が可能です。

2 テキストを設置する

ドラッグ＆ドロップした箇所にテキストの編集
メニューが表示されるので、テキストを入力
します。

画面左のメニューの「≡」ボタン(テキスト)を
ドラッグ＆ドロップで編集エリアに設置します。
＊設置できる場所はドラッグすると印がでる箇所です。

3 テキストの編集・削除

編集画面の上部に表示されるツールバーから
詳細設定を行うことができます。文字の大き
さ、色など自由に変更でき、お好みのテキス
トに設定が可能です。

4

ホームページを作成する上で必要なタイトル（見出し）や、テキストの設定方法をご説明します。
※タイトルとは、各記事の見出しとなる様なテキストです。

ドラッグ＆ドロップ ドラッグ＆ドロップ
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削除ボタン

Click！

画像を設置する

「お使いのコンピューターから写真をアップ
ロードする」ボタンをクリックして画像ファイ
ルをアップロードします。
＊アップロード可能な画像形式はJPEG、GIF、PNGです。

画面左のメニューの画像っぽいボタン(画像)
をドラッグ＆ドロップで編集エリアに設置しま
す。 ＊設置できる場所はドラッグすると印がでる箇所です。

その編集エリアにある「画像をアップロード」
をクリックします。

1

画像の設置も自由自在。お好みの画像を設置でき、スライドショーにしたりすることもできます。

ドラッグ＆ドロップ

検索結果が表示されたら、画像を選び「選択」
ボタンをクリックすると、画像が表示されて完
了です。

「画像を選択」画面上部の「検索」をクリックし
ます。

検索キーワードを入力して、緑色の「検索」ボ
タンをクリックします。

Click！

Click！

Click！

入力 Click！

画像を編集する

左上のメニューから、編集したい項目を選
んで編集します（ここでは「エフェクト」を
選択）。 

編集したい画像をクリックすると、編集メ
ニューが表示されるので、「画像を編集する」
をクリックします。
＊画像サイズの調整や、画像にリンクをつけたり、画像の下に
説明文などを入れたり様々な編集が可能です。

「エッジ」の「ポラロイド」にチェックを入れ
「OK」ボタンをクリックします。 ＊設置した画像を削除したい場合は、画像にマウスを合わせ

て、右上にでる「×」で削除できます。

編集された画像が表示されて完了です。

画像が変わったのを確認し、右上にある
「保存」ボタンをクリック

2

Click！

Click！

Click！ Click！

Click！

フリー素材を使用する場合

STEP4 画像、スライドショーの設定方法
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削除ボタン

スライドショーを設置する スライドショーを編集する3

画面左のメニューの画像ボタンの下にある
「スライドショー」をドラッグ＆ドロップで編集
エリアに設置します。
＊設置できる場所はドラッグすると印がでる箇所です。

ドラッグ＆ドロップ

「スライドショーのスタイルを選択します」の中
から、お好みのスタイルを選択して「続行」をク
リックします。

右上の「写真の追加」ボタンから、画像を追加
できます。

4

「スライド ショーの写真の管理」が表示された
ら、「お使いのコンピューターから写真をアップ
ロードする」をクリックし、画像を追加します。
＊アップロード可能な画像形式はJPEG、GIF、PNGです。

アップロードの準備が整うとそれぞれの画像
の右上に編集アイコンが表示されます。詳細
設定をしたい場合は右記を参照してくださ
い。スライドショーの設定を終了するには
「保存」をクリックします。

スライドショーの画像をクリックすると、編集
メニューが表示されます。 画像の切り替わり
スタイルや、切り替わり速度、説明文の表示
などの詳細設定が可能です。

＊設置したスライドショーを削除したい場合は、スライド
ショーにマウスを合わせて右上にでる「×」で削除できます。 

Click！

STEP5地図や空白部分を設定してみよう！ へ

チェーン

フキダシ

ゴミバコ

画像にリンクを設定します。

画像に説明文を追加します。

画像を削除します。

画像、スライドショーの設定方法STEP4
画像の設置も自由自在。お好みの画像を設置でき、スライドショーにしたりすることもできます。
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削除ボタン

削除ボタン

ホームページエディターにはホームページを作成する上で必要な機能が備わっています。
その中からピックアップして、「地図の設定方法」と「空白部分の設定方法」をご説明します。

STEP5 地図／空白部分の設定方法

STEP6SEO対策の設定をしてみよう！ へ

地図を設定する 空白部分を設定する

画面左のメニューの「地図」を選択し、編集エ
リアにドラッグ＆ドロップで設置します。
＊設置できる場所はドラッグすると印がでる箇所です。

表示された地図をクリックし、編集画面を表
示させます。一番上「アドレス」には住所の入
力欄があります。ここを忘れずに該当の住所
へ変更しましょう。 ＊変更を行うと地図が指定住所周辺
のものに更新され、指定住所には赤いマーカーが立ちます。

オプションと書かれたセクションでは下記の設定を
行うことが可能です。 

＊設置した地図を削除したい場合は、地図にマウスを合わせて右上にでる
「×」で削除できます。

ドラッグ＆ドロップ

画面左のメニューの「スペーサー」（スペース
を入れるパーツ）を選択し、編集エリアにド
ラッグ＆ドロップで設定します。
＊設置できる場所はドラッグすると印がでる箇所です。

スペースが追加されます。
＊「スペーサー」の幅を調節することもできます。スペースを
設置した場所をクリックし、中央に表示された「太い青線部
分」を上下にドラッグすることで幅が変動します。

＊設置したスペーサーを削除したい場合は、スペーサーに
マウスを合わせて右上にでる「×」で削除できます。

ドラッグ＆ドロップ

ズーム

幅および高さ

位　置

間　隔

詳細な所在地

詳細な表示

地図を表示地域を縮小・拡大できます。

地図全体の大きさを設定することができます。

左揃え、中央揃え、右揃えから選ぶことが
できます。

地図の上下にある白い余白の部分を調整する
ことができます。

経度と緯度を指定することで、ピンポイント
な所在地を指定することができます。

マーカー（赤いピン）、スケール（距離の目盛
り）、概観マップの表示・非表示、マップコン
トロールの設定ができます。
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サイトの説明を設定する メタキーワードを設定する1

画面上部の「設定」をクリックします。

画面左のメニューより「SEO（検索エンジン最適化）」をクリックします。

「サイトの説明」に検索結果に表示されるサイトの説明を入力します。

2

「メタキーワード」（サイトの内容を示すキーワード）を入力します。検索で上位表示させたいキー
ワードを記載したほうが良いでしょう。 ＊各キーワードをコンマで区切って入力してください。

設定を行った場合は、「保存」ボタンをクリックしてください。

ホームページエディターでは、「サイトの説明」や「メタキーワード」などのSEO対策関連の設定を行うことができます。

STEP6 SEO対策の設定方法

STEP7ストアを設定してみよう！ へ

この部分



Click!

Click!

Click!
Click!

Click!

入力

ストア情報を追加する

ホームページエディター管理画面上部にある「ストア」をクリックし
ます。新規でストア設定を行う場合、以下のような画面が表示さ
れます。
＊画面左のメニューから様々な設定を行うことができます。
＊設定の流れがわからない方は、画面中央のストアの設計に従って設定を行うとよいで
しょう。今回はストアの設計に従ってご説明します。

「ストア情報を追加する」の項目の右端にある「情報の
追加」をクリックします。

「設定」画面が表示されますので、「ストア情報」の中の「Edit」を
クリックし、ストアのアドレスと連絡先情報を入力します。

元のページに戻ると、「ストア情報を追加する」の項目名の左側に
✔が入ります。
＊「ストア情報を追加する」の項目を再度編集したい場合は、左メニューの「設定」をクリッ
クすると、先程の「設定」画面が開きますので、同様の操作を行ってください。

左メニューの「概要」をクリックします。

「Save」をクリックして、保存します。
＊「ストア情報」の他に、「一般」「レイアウト」「トラッキング(追跡)」の各項目がございます
ので、同様の方法で情報を追加してください。

1

概要

注文

クーポン

商品

Store Emails

設定

ショップの基本設定を閲覧する事ができます。未設定の場合は基
本情報編集へのリンクが用意されています。

ストア開設後の注文状況を確認することができます。

商品購入に適用できるクーポンを発行・管理することができます。

ストアで販売する商品の登録・管理を行うことができます。

注文状況に対するメールの設定や、商品購入者からの連絡先を
設定することができます。

ストア全体の設定を行うことができます。

ECサイトを作る場合は、ストア機能を利用しましょう。
商品の設定や、支払い方法の設定など、最低限必要な設定ができます。

STEP7 ストアの設定方法

次のページへつづくP.9



Click!

Click!

Click!

Click!

Click!

入力

入力

商品の追加

[商品を追加する]画面が表示されます。「商品情報」「商品の画像」
「商品のオプション」「高度なオプション」の項目に入力が可能です
（ご契約のプランによっては、設定できないものもございます）。
＊今回は[商品情報][商品の画像]をご説明します。

「商品の追加」の項目の「商品の追加」をクリックします。

元のページに戻ると、「商品の追加」の項目名の左側に✔が入り
ます。
＊「商品の追加」の項目を再度編集したい場合は、左メニューの「商品」をクリックする
と、「商品」の画面が開きますので、編集/追加の操作を行ってください。

左メニューの「概要」をクリックします。

「商品情報」の「商品名」「商品説明」「価格」を入力します。「商品
の画像」の「+画像を追加する」をクリックし、お持ちの画像を追
加します。

画面右上にある「保存」をクリックします。さらに商品を追加する
場合は、「+商品を追加する」から商品を追加してください。

2

STEP7 ストアの設定方法
ECサイトを作る場合は、ストア機能を利用しましょう。
商品の設定や、支払い方法の設定など、最低限必要な設定ができます。

次のページへつづくP.10
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支払いの受け付けを開始します

「支払いの受け付けを開始します」の項目の「お支払い方法の
設定」をクリックします。

「チェック アウト」画面が表示されます。「クレジットカード決済の
導入」「PayPal(ペイパル)決済導入」「ストアのポリシー」「決済
のオプション」の必要な部分を設定してください。

左メニューの「概要」をクリックして、元のページに戻ると「支払い
の受け付けを開始します」の項目名の左側に✔が入ります。
＊「Square」「Authorize.Net」をご利用の場合は、プランをアップグレードしてご利用く
ださい。

3

STEP7 ストアの設定方法
ECサイトを作る場合は、ストア機能を利用しましょう。
商品の設定や、支払い方法の設定など、最低限必要な設定ができます。
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Click!

Click!

Click!
Click!

Click!

「決済のオプション」は決済ページに表示される機能の設定を
行うことができます。 右上の「Edit」ボタンをクリックすると、
下記の内容を変更することができます。 「出品者への注意を
有効にする」では、お客様から販売側への注意コメント機能を
有効にします。 「電話番号をオプションにする」では、通常入力
必須の電話番号を任意での登録に変更します。 編集が終わっ
たら編集画面で出現する「Save」ボタンを押して保存します。 

「ストアのポリシー」は返品・出荷の方針をお客様にお知らせす
るためのものです。 右上の「Edit」ボタンをクリックすると、内
容を変更することができます。 編集が終わったら編集画面で
出現する「Save」ボタンを押して保存します。 

「クレジットカード決済の導入」は支払い処理業者と連携して、
購入者のクレジットカード利用を受け付けるものです。スター
ター契約の方は、「stripe」のみ設定が可能です。右側にある
「接続」をクリックし、設定案内画面の指示にしたがい、接続を
完了してください。

「PayPal(ペイパル)決済導入」ではペイパル・エクスプレス
チェックアウトの導入が可能です。
＊スターターご契約の方は、プランをアップグレードしてご利用ください。
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STEP7 ストアの設定方法
ECサイトを作る場合は、ストア機能を利用しましょう。
商品の設定や、支払い方法の設定など、最低限必要な設定ができます。

スターターご契約の方は、「stripe」のみ設定が可能です。まず、
右側にある「接続」をクリックします。

「Eメール」以下の必要な項目を入力して、右上にある「次へ」をク
リックします。

接続完了のメッセージが表示されるので、右上にある「完了」をク
リックします。

アカウントの有無を選択して、右上にある「次へ」をクリックします。

「stripe」の項目右側が、「接続されています」の表示に変わりま
す。「stripe」項目の上にある、「代金を回収するために、銀行口
座とStripeを接続します」横の、オレンジ色文字で書いてある「今
接続する」をクリックし、stripeのアカウント設定を完了させます。
＊上記で登録したEメールアドレスに同じリンクが添付されたメールが届きますので、
メールからもstripeのアカウント設定ページに行くことができます。

Click!

Click!

Click!

Click!

Click!

接続を完了させ、左メニューの「概要」をクリックして、元のページ
に戻ると[支払いの受け付けを開始します]の項目名の左側に✔が
入ります。
＊「Square」「Authorize.Net」をご利用の場合は、プランをアップグレードしてご利用く
ださい。

「stripe」のアカウント設定を行います。
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このまま公開してよろしければ、「公開して、注文の受領を開始しましょ
う」の項目の「サイトを公開する」をクリックします。他に編集等行う場合
は、ストアの画面左上にある「×Close」をクリックして、編集画面に戻っ
てください。ホームページの公開方法については、STEP8「ホームペー
ジを公開／更新方法」でご説明します。

画面右上の「公開」ボタンをクリックして、作成したサイトデータをサーバーへアップロードします。
＊更新の場合も同様の操作を行います。

公開されたら、表示されているURLをクリックすると、ホームページが表示されます。

ホームページが出来上がりましたら、あとは公開するだけです。

Click!

Click!

STEP7 ストアの設定方法 STEP8 ホームページを公開/更新方法
ECサイトを作る場合は、ストア機能を利用しましょう。
商品の設定や、支払い方法の設定など、最低限必要な設定ができます。

Click!

お疲れ様でした！その他さらに詳しい機能をご利用になる場合は http://guide.onamae-server.com/weebly/ の活用ガイドをご参照ください。


