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Wordpressで自分で作る
ホームページ制作講座
～ファンを創って売上アップ～

Webデザイン講座10回目



講座概要
「いちばんやさしいWordPressの教本」から、ホームページ
のしくみを一緒に勉強して、ホームページを完成させましょう。



注意事項

・独自ドメイン取得料、レンタルサーバー
契約料が別途掛かります。

・テーマは無料のLightningを使用します。

・こちらの講座はご自分で制作し
運営出来るようにする講座になります。



・無料ブログと何が違うのか？

Amebaブログ 自由・自在に
カスタマイズ



レンタルサーバー（土地）
（ 例；ヘテムル ）

ドメイン（住所）https://soul-bridge.com
（ 例；広島県東広島市１－１－１）

＜ホームページに必要なもの＞

・ドメイン（住所）

・レンタルサーバー（土地）
・ WordPress（家）



レンタルサーバー（土地）

ドメイン（住所）https://soul-bridge.com

WordPress

＜ホームページに必要なもの＞

・ドメイン（住所）

・レンタルサーバー（土地）
・ WordPress（家）



Webサイトを作る準備

http://〇〇〇.jp/

（URLを入力）

URLが示すサーバが検索

サーバ内のデータを表示

サーバーの場所を示す住所となる「URL」

ドメインは自由な名前を取ることが出来る

Webサイトのデータを転送

ドメイン

訪問者

サーバー

制作者

サーバー

◎ドメインの取得
https://muumuu-domain.com/

◎レンタルサーバーのご契約
https://heteml.jp/

heteml（ヘテムル）

Step.1 新しいドメインを取得しよう。



ドメインの取得とレンタルサーバーのご契約

◎ドメインの取得
https://muumuu-domain.com/

にアクセスしていただき、〇〇（好きな名前）
で検索し、カートに入れて進めてください。

次の画面で、
WHOIS公開情報は、弊社の情報を代理公開する
ネームサーバ(DNS)は、heteml（ヘテムル）を選択ください。

オプションサービスムームードメイン for WPホスティングは、
チェックなし

ムームーメールもチェックなし
ドメインの契約年数は、1年です。

Step.1 新しいドメインを取得しよう。

https://muumuu-domain.com/


yamatoを入力⇒取得済
yamato-peopleを入力

heteml（ヘテムル）を選択

Step.1 新しいドメインを取得しよう。



◎レンタルサーバーのご契約
https://heteml.jp/

からベーシック800円/月～のプランにお申込ください。

ヘテムルドメインおよびヘテムルIDは、
〇〇（登録した好きな名前）などでよいと思います。

上記２つが完了しましたら、それぞれのID、パスワードを
必ず、記録しておいてください。

次回は、ワードプレスのインストールになります。

Step.2 レンタルサーバーの申し込みを行う。

https://heteml.jp/


Step.2 レンタルサーバーの申し込みを行う。



既に、保有している
ホームページ

Step.3 ドメインとサーバーの紐付けを行う



Step.3 ドメインとサーバーの紐付けを行う

無料独自SSLを設定



Step.4； データーベースを作成し、
Wordpressをインストールしよう！

最大７０のデータベースが作れる

データベースを作成



Step.5；WordPressの管理画面にログインして、
ホームページのデザインを決めよう

◎ホームページ
http://yamato-people.com

◎管理画面
http://yamato-people.com/wp-admin/

ID； yamatopeople

PW；yamato2103

http://yamato-people.com/
http://yamato-people.com/wp-admin/


常時SSL化設定する



Step.6； テーマLightningのインストール

サイト表示

①

③

④

②



①

③

②

必須プラグイン完了

Step.7； プラグインをインストール



< 推奨のプラグイン ＞

Step.7； プラグインをインストール



Step.7； プラグインをインストール



ロゴ画像

スライド１

Step.8； ロゴ＆スライド画像の貼り付け



Step.8； ロゴ＆スライド画像の貼り付け

ロゴ画像

キーカラー設定



Step.8； ロゴ＆スライド画像の貼り付け

スライド１画像

文字＆URL設定可能



Step.8； ロゴ＆スライド画像の貼り付け

スライド2画像

文字＆URL設定も可能

スライド3画像



ホームページ
https://soul-bridge.com/

管理画面
https://soul-bridge.com/wp-admin/

固定 固定 投稿

固定

Step.9；「投稿」と「固定ページ」を決める



Step.10；「投稿」機能でブログを書いてみよう



Step.10；「投稿」機能でブログを書いてみよう



Step.11；「投稿」に画像を貼り付ける



Step.11；「投稿」に画像を貼り付ける



Step.12； 固定ページを作成しよう

ページを作成しよう



Step.12； 固定ページを作成しよう

URLを設定しよう

表

画像

アイキャッチ
画像



Step.13； メインメニューを設定しよう



Step.14； サイドメニューを設定しよう

①ウィジエット

③PRエリア

②動画掲載



Step.14； サイドメニューを設定しよう

＜ ”カスタムHTML”でプロフィール、動画を掲載する方法 ①②③＞

ログイン画面 → 外観 → ウィジェットで編集します。
そこに”カスタムHTML”というのがあるので、右側のサイドバー（トップページ、投稿ページ、
固定ページ、トップページコンテンツエリア上部）にドラッグして追加してください。
下記フォーマットの文章を入れ、URLは変更。

①

②

③

ドラッグ



Step.14； サイドメニューを設定しよう

<img src=“自画像のURL（メディアからファイルをアップロードしてだください。">
<br > <br /> <br /> <font size="3"> XXXXX ここにプロフィール文を書いてください。
改行は、”</br>”というタグを入れて下さい。
</font>
<br />
<br />
<a href="ここにフェイスブックのURL" target="_blank" rel="noopener">
<img src="ここにフェイスブックの画像のURL" width="70" /></a> 
<a href="ここにLINEのURL" target="_blank" rel="noopener">
<img src="ここにLINEの画像のURL" width="70" /></a> 
<a href="ここにインスタのURL" target="_blank" rel="noopener">
<img src="ここにインスタの画像のURL" width="70" />
</a> <a href="ここにアメブロのURL" target="_blank" rel="noopener">
<img src="ここにアメブロの画像のURL" width="70" /></a>

＜ ”カスタムHTML” プロフィール掲載のFormat ①②＞

＜ ”カスタムHTML” 動画掲載のFormat ③＞

“<iframe width=”“560”“ height=”“315”“ src=”“ここにYoutube動画のURL"" frameborder=""0"" 
allow=""accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"" 
allowfullscreen></iframe> "



Step.15；トップページのPRメニューを設定しよう



Step.15；トップページのPRメニューを設定しよう

＜ トップページのPRメニューを設定する方法＞

VK３PRエリアをウィジェットに追加。
PRエリア設定１～３のカラムに、タイトル、画像、
テキスト、URLを追加する。



１．作りたいイメージのホームページ

https://www.pinterest.jp/

（ 参考 ）



２．配色を決めてください（３色）

（ 参考 ）



https://youtu.be/s764mldasyE

WordPressで自分で作るホームページ講座

https://youtu.be/UsYA_UBs7Rg

https://youtu.be/G1tWvdK44M4

1回目動画；

2回目動画；

3回目動画；

4回目動画； https://youtu.be/vyQXiSrMbno

5回目動画； https://youtu.be/JKPEJWWun3c



7回目動画； https://youtu.be/tma5nQvXkCQ

8回目動画；

6回目動画； https://youtu.be/CPeun8JiR4M

https://youtu.be/u1IHlUVLGaQ

9回目動画； https://youtu.be/F4vi-G6OKrE

10回目動画； https://youtu.be/Qv3xwtGxoVQ

WordPressで自分で作るホームページ講座


