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マニュアル（本書）の使い方

Windows 7上で本製品を使っているものとして解説しています。お使いのOSによっては、画■

面表示やOSの操作が一部異なる場合があります。
移行の手続きを説明しています。サービスの機能については紹介していません。■

移行手続きは、ほとんど画面に表示されるとおりに操作を進めていけば完了するようになって■

います。

キーワード（用語集）と注意点

移行に必要な手続きをするにあたって、いくつかの用語や注意点があります。
次の言葉を確認しておいてください。

ドメイン
インターネット上のサーバーやコンピューター、ネットワークを識別するための名前をドメインと言いま
す。インターネット上の「場所」を表す住所のようなもので、住所として、サーバー・コンピューターや
個々のコンピューターが特定されたりネットワーク全体が特定されたりします。

Just アカウント
Just アカウントは、ジャストシステムのネットサービスを簡便に、そして安全にご利用いただくための
認証サービスです。

はじめてホームページ・ビルダー サービスをご利用いただく場合には、Justアカウントへの登録が必
要になります。
メールアドレス（またはUser ID）とパスワードで、ジャストシステムが提供する複数のネットサービス
をご利用いただくことができます。ホームページ・ビルダー サービスの利用にあたっては、クレジット
カード番号の入力が必要になります。

自動転送設定
自動接続とは、これまでお使いのJust MyStage のURLにアクセスしようとすると自動的に、新しい
ライトプランのURLへ接続することです。Just MyStage のサイトにアップロードしたお客様のコン
テンツを自動的に移動する設定ではありません。設定のお申し込みの前に、ジャストシステムから届い
た通知メールを確認して、新しいライトプランのサーバーへコンテンツを移動してください。

★ 補足
ライトプランの利用開始のタイミングでは、クレジットカード番号の入力は不要です。
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◆お手続きの流れ

◆お手続きの流れ

１．ライトプランへのお申し込み手続きが完了すると、ジャストシステムからお知らせメー
ルが届きます。

２．お知らせメールに記載されているライトプランのサーバーのアクセス先を確認して、
Just MyStage のサーバーにアップロードしていたファイルやフォルダーをライトプラ
ンのサーバーへ移動させます。

３．新しいサーバーへの自動転送設定を申し込みます。
お知らせメールに記載されているアドレスから申し込み画面にアクセスします。
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◆１．お知らせメールの確認

◆１．お知らせメールの確認

１．ライトプランのお申し込み手続きが完了すると、ジャストシステムからお知らせメール
が届きます。

お申し込み手続きが完了すると、ジャストシステムからは「申し込み完了のお知らせ」と、「サーバー設
定完了のお知らせ」の2通のメールが届きます。

お申し込み手続きが完了すると、すぐに「申し込み完了のお知らせ」メールが届きます。
まずは、このメールの内容をよく確認します。

このあとの手続きの流れを確認します。
このあとの手続きの流れをお知らせしています。
このあと、しなければならないことを確認してくださ
い。

問い合わせ先を確認します。
続けて「サーバー設定完了のお知らせ」メールが届きま
す。
「サーバー設定完了のお知らせ」メールが届くには、し
ばらく時間がかかります。

つづく

！! 注意
ジャストシステムから届いたメールは必ず保管しておいてください。
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◆１．お知らせメールの確認

しばらくすると「サーバー設定完了のお知らせ」メールが届きます。

このあとの手続きの流れを確認します。
このあとの手続きの流れをお知らせしています。
この先、しなければならないことを確認してください。

無償利用期間について確認します。
サービス内容と無償利用期間について確認します。
いつから利用料金が発生するのか確認しておいてく
ださい。

ライトプランのドメイン名を確認します。
ライトプランのお客様のアクセス先になります。
メモを取るなり、お使いのブラウザーにブックマーク
するなりして、アクセス先を忘れないように注意してく
ださい。

コントロールパネルのアクセス方法を確認します。
ライトプランのアクセスに必要な情報です。
コントロールパネルでは、ライトプランについてのさま
ざまな設定ができます。

コントロールパネルから、ライトプランの領域にお客様
のデータをアップロードするためのFTP設定に必要な
値などを確認します。

２．へ

お客様カウンターのURLを確認します。
この先、自動転送設定のお申し込みをしていただきま
す。この自動転送設定のお申し込みのアクセス先とな
りますので、ご確認ください。

３．へ

問い合わせ先を確認します。
お手続きやライトプランの利用で困ったときに、どこに
問い合わせればよいかをご案内しています。
メモを取るなり、お使いのブラウザーにブックマーク
するなりして、問い合わせ先を保存しておいてくださ
い。
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◆２．コンテンツの移動

◆２．コンテンツの移動

２．お知らせメールに記載されているライトプランのサーバーのアクセス先を確認して、
Just MyStage のサーバーにアップロードしていたファイルやフォルダーをライトプラ
ンのサーバーへ移動させます。

Just MyStage のサーバーにアップロードしていたファイルやフォルダーを、ライトプランのサーバ
ーに移動します。
ご自身のパソコンから、Just MyStage で公開していたサイトを構成しているファイルやフォルダー
を、ライトプランのサーバーへ移動してください。

★ 補足
新しいアップロード先を設定するために必要なライトプランのアドレスは、次の方法で確認できます。

● ライトプランの契約の申し込み確認画面
● ジャストシステムから届いたお知らせメール

ファイル移動のイメージ
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ライトプランに接続するための情報を確認します。

ライトプランに接続するためには、ライトプランのドメインのFTPアカウントが必要です。
FTPアカウントは、ライトプランのコントロールパネルから確認できます。

ライトプランのドメインにアクセスしま す。左
のようなコントロールパネル画面が表示され
ます。

［Web設定］から［FTPアカウント］をクリックしま
す。

左のような画面が表示されるので、
「FTPサーバー名」を確認してください。

つづく

★ 補足
お申し込みが完了したら、お客様専用
のコントロールパネル画面が自動的に
作成されています。

★ 補足
ライトプランのコントロールパネルにアクセスするための情報は、「サーバー設定完了のお知らせ」メ
ールに記載されています。

◆２．コンテンツの移動
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ライトプランのサーバーに、データをアップロードします。
ホームページ・ビルダーで、ライトプラン向けの転送設定を新しく作成します。

ホームページ・ビルダーを起動します。

メニューバーの［サイト］から［転送設定 - 転送設定の
新規作成］を選択します。
［転送設定の新規作成］ウィザードが表示されます。

［ホームページ・ビルダー サービスを使用する］を選択

して、 をクリックします。

つづく

★ 補足 ホームページ・ビルダー14以前の場合
「転送設定の新規作成」ダイアログボックスで[その他のプロバイダを使用する]を選択し、[名前] に転送設定名を
入力して、[次へ] をクリックしてください。

手順 で確認した[FTP サーバー名]、[FTP アカウント名]、[FTP パスワード]を入力します。

★ 補足 ホームページ・ビルダー16の場合
ホームページ・ビルダー16の場合は、Justアカウントに登録した
メールアドレスとパスワードを入力する画面が表示されます。

ライトプラン契約時のJustアカウント認証で使用したメールアカ

ウントとパスワードを入力して をクリックします。

★ 補足 ホームページ・ビルダー15の最新のアップデートモジュールを適用してください
ホームページ・ビルダー15をお使いで、アップデートのジュールを適用していない場合は、下記に説明する手順のよう
な画面が表示されません。必ず、最新のアップデートモジュールを適用してください。

アップデートモジュールは、次のURLから入手してください。

http://support.justsystems.com/qadoc?QID=049410

◆２．コンテンツの移動
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表示された画面で、［FTP サーバー名］の

をクリックします。

「FTPサーバーの選択」ダイアログボックスが表示される
ので、ドロップダウンメニューからライトプランの接続先
を選択します。

FTPサーバーを選択し、ほかの項目も入力します。

をクリックします。

右側の をクリックし、ライトプラン契約時
に取得したドメインを一覧より選択し、ダブルクリックしま
す。

をクリックします。

接続確認ができたら、これまでと同じ操作で、新しいライトプラン
の接続先にファイルをアップロードできます。

★ 補足

選択する［FTPサーバー名］は、手順 で確認し
たものです。

★ 補足 ホームページ・ビルダー16の場合

ホームページ・ビルダー16の場合は、Justアカウントに登録したメールアドレスとパスワードを入力すると、お客様が
契約したライトプランのFTP設定が自動的に入力されます。

★ 補足 ライトプランへの移行に伴う、補足的な設定について

Just MyStageで公開していたサイトをアクセス解析対象から解除する
Just MyStageで公開していたサイトのかんたんアクセス解析の結果（ホームページの閲覧情報）は、ホームページ・
ビルダー サービスで公開するサイトに引き継ぐことはできません。かんたんアクセス解析を利用している場合は、
Just MyStage で公開していたサイトをアクセス解析対象から解除します。かんたんアクセス解析対象から解除した場合、
これまでのJustMyStageに公開していたホームページの閲覧情報がすべて削除されます。閲覧情報を削除したく
ない場合は、アクセス解析対象からの解除は行わず、サイトを複製し、複製したサイトのほうをホームページ・ビルダ
ー サービスで公開してください。
■ かんたんアクセス解析対象の解除方法

サイトを開いて、メニューバーから［アクセス向上-サイトをアクセス解析対象から解除］を選択します。
■ サイトの複製方法

次のFAQを参照してください。

http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=047174

ライトプランで公開するサイトをアクセス解析対象に設定する
■ アクセス解析の設定方法

次のFAQを参照してください。

http://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=049158

★ 補足

入力する項目は、手順 で確認したものです。

◆２．コンテンツの移動
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◆３．自動転送設定の申し込み

３．ライトプランのサーバーへの自動転送設定を申し込みます。
お知らせメールに記載されているアドレスから申し込み画面にアクセスします。

ホームページ・ビルダー サービスの「お客様カウンター」にアクセスします。

「Just MyStage を利用していたお客様へ」をクリックします。
「URL自動転送設定の申し込み」画面に切り替わります。

「URL自動転送設定の申し込み」画面では、転送元のアドレス（これまで使用していたJust MyStage
のアドレス）が表示されています。
複数のJust MyStage をご利用していた場合は転送元のアドレスが一覧表示されています。

自動転送したい【転送元】のアドレスの をクリックします。
「新しい接続先URLの設定」画面に切り替わります。

つづく

★ 補足
アクセス先のURLは、ジャストシステムからのお知らせメールに記載されています。

お客様カウンター トップ画面

URL自動転送設定の申し込み画面

！! 注意
● URL自動転送は、これまでお使いのJust MyStage のURLにアクセスしようとすると自動的にライトプランのURL

へ接続することです。
● URL自動接続は、お客様のサイトへのアクセスが自動的に切り替わる設定です。Just MyStage のサイトにアップ

ロードしたお客様のコンテンツを自動的に移動する設定ではありません。
ジャストシステムから届いた通知メールを確認して、あらかじめライトプランのサーバーへコンテンツを移動して
ください。

◆３．自動転送設定の申し込み
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「新しい接続先URLの設定」画面では、転送先のアドレス（ライトプランで使用するアドレス）が表示さ
れています。
複数のライトプランをご利用する場合は転送先のアドレスが一覧表示されています。

【転送先】にするアドレスを選択して、 をクリックします。
「お申し込み内容の確認」画面に切り替わります。

内容を確認して、 をクリックします。
自動転送設定が完了します。

これまで使っていた Just MyStage のアドレスにアクセスしても、自動的に、ライトプランのアドレス
に転送されるようになります。

以上で移行手続きは完了です。
これまで以上に便利になったホームページ・ビルダー サービスをお楽しみください。

★ 補足
接続先URLの下位にフォルダーを作成して、トップページとして表示したいコンテンツを格納・管理している
場合は、「アクセス先として指定したい下位アドレス」に、接続先URLに続くパス（アドレスの続き）を入力して
ください。

新しい転送先URLの設定画面

お申し込み内容の確認画面

◆３．自動転送設定の申し込み
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