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モバイルウェブ

セットアップガイド



本書では、モバイルウェブで携帯版ホームページを立ち上げるまでの基本的な使い方を説明しています。

※使用するソフトウェアやお客さまのご利用状況に応じて、必要な設定内容が異なることがあります。

本書の他に以下のマニュアルもご用意しています。お客さまのご利用状況に合わせて、必要なマニュアルをご覧ください。

特に注意の必要な内容や、禁止事項を示します。

操作のポイントになる重要な内容や、補足事項を示します。

「モバイルウェブ セットアップガイド」のご利用にあたり、以下をご留意ください。

１．本書の内容について

２．本書の記述について

本書をご利用いただく前に

各種マニュアルはモバイルウェブ管理画面よりログインし、画面右上の「ヘルプ」＞「マニュアル」からからダウンロードできます。

また、「ヘルプ」＞「よくある質問」もあわせてご利用下さい。

■モバイルウェブ管理画面

https://admin.moweb.jp/BeUI/logon.html

マニュアル名 概要

ユーザーガイド モバイルウェブの機能毎の設定手順を説明したマニュアルです。



推奨環境

※IGoogle Chrome, Safari については最新バージョンが対象となります。

≪Internet Explorer 10,11 Google Chrome, Safari の未対応機能≫

≪Internet Explorer（ブラウザ）の設定≫
下記設定を推奨しています。メニューバーより「ツール」→「インターネットオプション」を選択し、内容をご確認ください。

■推奨環境

※例 Internet Explorer9.0の場合

・ブラウザの「戻る」ボタン利用不可
設定が反映されない場合がありますので、ブラウザではなく、モバイルウェブ管理画面にある”戻る”ボタンで
戻る操作をおこなっていただくようご注意ください。

・通信状態が不安定な場合のエラー改善方法
別紙「セットアップガイド」で解説している「PCの設定確認」をおこなってください。設定を変更、もしくは、
設定が既にされている場合は、ログアウトした上で、再度ログインしてください。
※通信回線が不安定などの原因で管理画面にエラーが表示された場合には、ログアウトで正常に

終了（ポップアップしている画面も全て終了）した上で再度ログインしてください。

・多重ログイン時の注意
多重ログイン中に、誰かがログアウトしてしまうと、同時にログインしている全ての方がログアウトされて
しまいますのでご注意ください。

・ログインロック（不正ログイン対策）
ログインIDとパスワードを3回間違えるとロックがかかり、ログイン出来なくなります。
解除には、管理者宛てに来たメール本文中の解除用URLをクリックします。
（初期値は管理者アドレスです。[パスワード変更タブ]から個別に変更可能です。）

■注意事項

項目設定 設定内容

<プライバシー>

詳細設定 Cookie

自動Cookie処理を上書きする
常にセッションCookieを許可する

※「ファーストパーティのCookie」
「サードパーティのCookie」で
『受け入れる』 が選択されていること

チェックをする

<セキュリティ>

セキュリティレベル 『中』以下

レベルのカスタマイズ

スクリプト アクティブ スクリプト 『有効にする』

その他 暗号化されていないフォームデータの送信 『有効にする』

ダウンロード ファイルのダウンロード 『有効にする』

<詳細設定>

設定
セキュリティ SSL3.0を使用する チェックをする

マルチメディア 画像を表示する チェックをする

Windows

OS Vista / 7 / 8 / 10

ブラウザ
Internet Explorer 9,10,11

Google Chrome 

Mac

OS MacOS X 10.7以降

ブラウザ
Safari  

Google Chrome 

 メインカテゴリ　  サブカテゴリ

 携帯サイト  携帯サイト構築（ショッピングカート）/Flash作成

 データ  アンケート（旧フォーム機能）

 チームワーク 承認機能付メールの一部(作成者アカウントページ設定)
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◆第1章 セットアップ◆



1.1.1 セットアップ時に準備するもの

1.1 セットアップの準備

□ インターネットに接続するための機器

パソコンやモデム等、インターネットに接続する為に必要な機器をご用意ください。

□ インターネットに接続するためのサービス
インターネットへ接続するためのサービスをご用意ください。

例：OCNダイヤルアクセスサービス、OCN ADSL接続サービス、スーバーOCN等の常時接続サービスなど。

※他社のインターネット接続サービスでもご利用いただけます。

□ 電子メールの送受信を行うソフト
通常、パソコンに標準で付属しているものをご利用できます。また、インターネット上から無料で入手可能です。

例：Outlook Express(アウトルック・エクスプレス)、Mail(メール)、ThunderBird(サンダーバード)等

□ ホームページを閲覧するためのソフト(ブラウザソフト)
通常、パソコンに標準で付属しているものをご利用できます。また、インターネット上から無料で入手可能です。

例：Microsoft Internet Explorer(マイクロソフト インターネット・エクスプローラ)

モバイルウェブをセットアップするにあたって、以下のものをご用意ください。
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1.1.2 「開通のご案内兼お申込承り書」について

1.1 セットアップの準備

「モバイルウェブ」をご利用になる場合、以下のような「開通のご案内兼お申込承り書」がお客様事務連絡担当者の方のメール
アドレスに届きます。

■お客さま情報

①
お客様事務連絡担当者メールアドレス

お申込み時に登録いただいたメールアドレスです。①

②
お申込み承り日

当社がお申込みを確認した年月日です。②

■モバイルウェブ サービス情報

③

ご利用案内のご案内URL
こちら(③)にアクセスしていただき、「ご利用内容のご案
内」をご確認ください。

「新規申込の場合

2

1

3

4
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ご注意点：有効期限があります。④



1.1.3 セットアップ手順の確認

1.1 セットアップの準備

以下が「開通のご案内兼お申込承り書」が到着してからご利用になるまでの、セットアップの流れとなります。
ステップに沿ってセットアップを進めてください。なお、お客さまのご契約状況によって作業が異なりますので、ご注意下さい。

ステップ1 認証画面からの認証
ご利用のご案内ＵＲＬから認証を行います。

ステップ2 「ご利用内容のご案内」の確認と印刷
「ご利用内容のご案内」を確認し、保存用に印刷をします。

ステップ3 管理画面へのログイン
「ご利用内容のご案内」にある“管理画面ログイン先URL”へアクセスします。

セットアップが完了しましたら、別途用意しております各種ユーザーマニュアル等をご参照の上、ご利用
状況に合わせて各種設定を実施してください。

ご利用内
容のご案
内 到着

ご利用
開始日
前日

～

運用
開始

詳しくは
1-4

チェック！！ オプション変更を申請された場合

ステップ5 「オプション変更：ご利用内容のご案内」の確認と印刷
「ご利用内容のご案内」を確認し、保存用に印刷をします。

チェック！！ パスワード再発行を申請された場合

ステップ7 「パスワード再発行：ご利用内容のご案内」の確認と印刷
「ご利用内容のご案内」を確認し、保存用に印刷をします。

詳しくは
1-5

詳しくは
1-13

詳しくは
1-8

詳しくは
1-11

申請していない
申請した

申請していない
申請した

セットアップが完了しましたら、別途用意しております各種ユーザーマニュアル等をご参照の上、ご利用
状況に合わせて各種設定を実施してください。

ステップ4 認証画面からの認証
ご利用のご案内ＵＲＬから認証を行います。

詳しくは
1-7

ステップ6 認証画面からの認証
ご利用のご案内ＵＲＬから認証を行います。

詳しくは
1-10
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1.1 セットアップの準備

1.1.4 認証画面からの認証

1

2

ブラウザソフトを起動し、ご利用のご案内に記載
されているURL（①）にアクセスしてください。

認証画面が表示されます。②

表示された認証画面の
・担当名カナ③
・電話番号④
にお申込書に記載した事務連絡担当者のお名
前のフリガナと電話番号（ハイフン除く）を入力し、
[認証]ボタン（⑤）をクリックしてください。

認証が済みますと情報表示ページに進みます。

1

2

3

4
5

1－4

認証できない場合、 「開通のご案内兼お
申込承り書」 メールに記載のサポートセン
ターへお問合せください。



1.1 セットアップの準備

1.1.5 「ご利用内容のご案内」の確認と印刷

情報表示ページが表示されます。①

「■お客様情報」の内容（②）をご確認ください。

印刷するには“ここ”（③）の部分をクリックしてく
ださい。

1

2

3

1
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2

「■お申込み内容」（①）をご確認ください。
1

<モバイルウェブ管理画面ログインID>

<モバイルウェブ管理画面ログインパスワード>

東京都●●●●●●●●●

●●●●部



1.1 セットアップの準備

1.1.5 「ご利用内容のご案内」の確認と印刷

■各種お問い合わせ先①
■各種マニュアルについて②
■各種変更、解約のお申込みについて③
■口座振替をご希望される場合について④
■独自ドメインご利用について⑤
をご確認ください。

3

1

2

3

4

5
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1.1 セットアップの準備

1.1.6 オプション変更：認証画面からの認証

1

2

ブラウザソフトを起動し、ご利用のご案内に記載
されているURL（①）にアクセスしてください。

認証画面が表示されます。②

表示された認証画面の
・担当名カナ③
・電話番号④
入力し、[認証]ボタン（⑤）をクリックしてください。

認証が済みますと情報表示ページに進みます。

1
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2

3

4
5

認証できない場合、 「開通のご案内兼お
申込承り書」 メールに記載のサポートセン
ターへお問合せください。



1.1 セットアップの準備

1.1.7 オプション変更：「ご利用内容のご案内」の確認と印刷

情報表示ページが表示されます。①

「■お客様情報」の内容（②）をご確認ください。

印刷するには“ここ”（③）の部分をクリックしてく
ださい。

1

2

3

1
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「■お申込み内容」をご確認ください。
4

変更されたものには「変更アリ」と記載されま
す。④

2

1

<モバイルウェブ管理画面ログインID>

東京都●●●●●●●●●

●●●●部



1.1 セットアップの準備

1.1.7 オプション変更：「ご利用内容のご案内」の確認と印刷
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■各種お問い合わせ先①
■各種マニュアルについて②
■各種変更、解約のお申込みについて③
■独自ドメインご利用について④
■変更申込に関するご注意事項⑤
■独自ドメイン変更をお申し込の場合のお客さま
作業について⑥
をご確認ください。

3

1

2

3

4

5

6



1.1 セットアップの準備

1.1.8 パスワード再発行：認証画面からの認証

1

2

ブラウザソフトを起動し、ご利用のご案内に記載
されているURL（①）にアクセスしてください。

認証画面が表示されます。②

表示された認証画面の
・担当名カナ③
・電話番号④
入力し、[認証]ボタン（⑤）をクリックしてください。

認証が済みますと情報表示ページに進みます。

1
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2

3

4
5

認証できない場合、 「開通のご案内兼お
申込承り書」 メールに記載のサポートセン
ターへお問合せください。



1.1 セットアップの準備

1.1.9 パスワード再発行：「ご利用内容のご案内」の確認と印刷

情報表示ページが表示されます。①

「■お客様情報」の内容（②）をご確認ください。

印刷するには“ここ”（③）の部分をクリックしてく
ださい。

「■お申込み内容」をご確認ください。

1

2

3

1
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2

モバイルLPOのパスワード再発行のご案
内では、「ご注文内容」欄は「変更」とのみ
表示されます。

<モバイルウェブ管理画面ログインID>

<モバイルウェブ管理画面パスワード>

東京都●●●●●●●●●

●●●●部



1.1 セットアップの準備

1.1.9 パスワード再発行：「ご利用内容のご案内」の確認と印刷

1－12

■各種お問い合わせ先①
■各種マニュアルについて②
をご確認ください。

3

1

2



1.2 管理画面の利用法

1.2.1 管理画面へのログイン

1

2

3

ブラウザソフトを起動し、「■お申込み内容」に記
載されているURL（①）にアクセスしてください。

認証画面が表示されます。②

「■お申込み内容」に記載されている
●管理画面ログインIDをUsername(③)に
●管理画面ログインパスワードをPassword(④)
に入力し、[LOGIN]ボタン（⑤）をクリックしてくだ
さい。

パスワードを忘れた場合は“こちら”(⑥)をクリッ
クしてください。

1

2

3
5

4

6
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1.2 管理画面の利用法

1.2.1 管理画面へのログイン

4

パスワードのお問い合わせのウィンドウが開きま
す。①

必要事項にチェックまたは記入し、[承諾して送
信する]ボタンをクリックしてください。②
別途お客さまへご連絡させていただきます。

1

2

1－14

※本画面でのお問い合わせはパスワード
再発行のお申込とはなりませんのでご注
意ください。



パスワード変更 （お客様名）

1.2 管理画面の利用法

1.2.2 管理画面の内容

1

2

3

ログイン後はまずトップページのお知らせが表示
されます。①

管理画面の右上部にはお客様名(②)が表示され
ます。表示内容に間違いがないかご確認くださ
い。

画面 下部には、お問い合わせ先の情報が掲
載されています。③

セキュリティの観点から、モバイルウェブ管理画
面の初期パスワードを変更することをお奨めい
たします。
トップページで「パスワード変更」を選択し④、現
在のパスワードと新しいパスワードを入力します
⑤。
入力したら変更ボタンをクリックします⑥。

なお、本画面でパスワードロック解除用URLの送
付先を変更することも可能です⑦。

1

3

2
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5

aaa@bbb.com

6

7

パスワード変更

4



1.2 管理画面の利用法

1.2.2 管理画面の内容

管理画面では、お客さまの携帯サイトの情報を確認したり、携帯サイトの詳細な設定ができます。

大項目 中項目 詳細説明

トップ お知らせ  お客さまへのご連絡事項やご注意事項を掲載しています。

 ヘルプデスクの営業時間や連絡先を掲載しています。

パスワードの変更  管理画面のログインパスワードの変更ができます。

 パスワードロック解除URL送付先の変更ができます。

携帯サイト 携帯サイト構築

／メニュー

 携帯サイトの状態の確認から、更新や停止、更新日時の予約まで
簡単に設定できます。

 携帯サイトのURLや基本ページの作成、編集、設定などができます。

 ショッピング機能の設定ができます。

 その他にもアクセスランキングやマイレージ設定など様々な機能の
設定ができます。

携帯サイト構築

／プレビュー

 保存したサイトのイメージを確認できます。

携帯サイト構築

／サイトツリー

 作成したサイトのサイトツリーを確認できます。

Flash制作  Flashページの作成ができます。

簡易作成  キャンペーンページの作成ができます。

メール メール配信  メール配信をご利用いただけます。

画像管理  メール配信用、携帯サイト用の画像の管理ができます。

空メール  空メールで会員募集ができます。絵文字も使えます。

データ データベース管理  各種データベースがご利用いただけます。

フォーム  データベースを用いて各種フォーム・アンケートが作成できます。

クロス集計  簡単にクロス集計ができます。

チームワーク 画像管理  画像管理機能をご利用いただけます

メール設定  各種メール設定ができます。

ヘルプ

(別ウィンドウが
開きます)

よくある質問  よくあるご質問と回答を掲載しています。

マニュアル  各種のマニュアルを掲載しています。
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1.3 独自ドメイン登録・変更申請について

独自ドメイン利用（有料オプション）にあたっては、指定事業者(お客さまの独自ドメイン名を管理する組織/事業者)
に対してDNSサーバ情報の登録・変更申請(ネームサーバ申請)をしてください。

※指定事業者からのみネームサーバ申請ができますのでご注意願います。

※本作業が正しく行われない場合、独自ドメインを使用してお客さまの携帯ホ
ームページが閲覧できなかったり、メールが正しく送受信できなくなります
のでご注意ください。

※モバイルウェブでは独自ドメイン取得代行は行っておりません。独自ドメイ
ン取得はお客さまにお願いしております。
なお、NTTコミュニケーションズでは以下のサービスを提供しております。

ご利用の指定業者により、DNSサーバの登録や変更申請方法が異なりますのでご注意ください。
モバイルウェブではこれらの申請に関するサポートは致しかねます。

●プライマリDNSサーバ

ホスト名：ns1.moweb.jp

IPアドレス:203.82.141.65

●セカンダリDNSサーバ

ホスト名：ns2.moweb.jp

IPアドレス：219.101.46.210

＜モバイルウェブ＞
DNSサーバ情報

ドメイン関連サービスお申し込み
http://www.nttdomain.com/
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1.4 DNSの設定（独自ドメイン利用：お客さまDNSご利用の場合）

1） SOAレコードのserial値を設定（増加）します。(任意:※1)

2） ゾーンファイルにCNAMEレコード、TXTレコードを追加します。

3）以下のコマンドを入力し、設定を反映させます。
rndc reload ocnhosting-mobile.jp

独自ドメイン利用（有料オプション）で、かつお客さまでDNSサーバをご用意される場合の、サーバ情報(CNAMEレコード)の
設定方法をご説明いたします。

※下記の作業は、お客さまでDNSサーバをご用意される場合のみ必要な設定になります。
「モバイルウェブ」のDNSサーバをご利用になるお客さまは以下の作業は不要です。

※下記は一例となります。また、DNSサーバ自体（レコードの記述方法等）の質問やコマンド入力方法などのサポート
は承りかねます。

お客さまDNSサーバ利用時の設定・レコード記載例（BIND）

お客さまの設定例を以下のように仮定し、DNSサーバでの推奨する設定内容を示します。
※ご利用のDNSサーバによっては、末尾に「.」(ドット)を含める必要があります。

設定項目 お客さま例

お客さまドメイン名 ocnhosting-mobile.jp.

ocnhosting-mobile.jp.  IN  CNAME   moweb.jp.

ocnhosting-mobile.jp.  IN  TXT   "v=spf1 include:spf.moweb.jp ~all"

※スーパーOCN等をご利用のお客さまに関しましては、セカンダリ DNSサーバをOCNでご用意することも可能（複数
の場合は、有料のDNSサービスの利用となります）です。

詳しくは各回線サービスのご連絡先までお問い合わせください。

※その他DNSサーバ記述の詳細や、併せてご利用のOCN常時接続回線に関する記述に関しましては以下のホーム
ページをご覧ください。
http://www.ocn.ad.jp/tw/dns_01.html

※送信ドメイン認証にて設定するSPFレコードは、ご利用中のモバイルウェブを使って メール配信する場合の設定例
となります。

モバイルウェブのDNSをご利用の場合は、SPFレコードは標準で設定されますが、モバイルウェブ以外のDNSをご
利用のお客さまは、必要に応じ、ご利用環境に合わせたSPFレコードを 適宜設定願います。

なお、SPFレコードの記述書式に関するお問い合わせはサポート外とさせていただきます。

※1 お客さま側にて実施するDNSサーバの設定変更がすぐにインターネットに伝播されるようにするには、あらかじめ
TTL値を短くしておく必要があります。ただし、TTL値を短くする事により、DNSキャッシュ汚染の危険性が高まり
ますので、注意が必要です。
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1.5 DNSの設定（Fromアドレスドメインへの迷惑メール対策設定）

1） SOAレコードのserial値を設定（増加）します。(任意:※1)

2） ゾーンファイルにTXTレコードを追加します。

3） 以下のコマンドを入力し、設定を反映させます。
rndc reload ocnhosting-mobile.jp

近年、出元不明の迷惑メールを減らすための取り組みとして、適切な送信元からのメールであるかどうか判定し、適切な
メールのみ宛先まで配信する仕組みを携帯キャリア各社・大手メールサービス業者が採用しており、その対応として、
モバイルウェブのお客様（ご契約者）には、メール配信時送信元として指定する「Fromアドレス」ドメイン(@の右側のアドレ
ス)のDNSサーバに対し、以下の記載(SPFレコードの公開記載)をお願いしております。

お客様ががモバイルウェブサービスから配信したメールが確実に配信先に届くよう、大変お手数ではございますが、ご利
用前に必ず設定いただきますよう、お願いいたします。

＜迷惑メール設定先＞お申し込み時指定したFromアドレス(5つまで設定可)のドメイン(@の右側)を設定しているDNS
サーバ

※弊社のホスティングサービス(メール&ウェブ)にてFromアドレスドメインを構築している場合は、本設定は行う必要が
ありません。（ホスティング環境の一環としてDNSは設定済みです。（セット割り対象のみ：第２種、第４種、第５種、

第８種。第７種は対象外のため、別途設定が必要です。））

＜設定内容＞以下の記載例に従ってください。

※ご自分で設定できない場合、ドメイン/DNSの管理元(自社内のシステム運用担当、ホスティング運用会社など）
にご相談ください。

○Fromアドレス指定ドメインのDNSサーバへの設定・レコード記載例（BIND）

お客さまの設定例を以下のように仮定し、DNSサーバでの推奨する設定内容を示します。
※ご利用のDNSサーバによっては、末尾に「.」(ドット)を含める必要があります。

設定項目 お客さま例

お客さまドメイン名 ocnhosting-mobile.jp.

ocnhosting-mobile.jp.  IN  TXT   "v=spf1 include:spf.moweb.jp ~all"

本設定を実施しなくても、メールの配信自体は当面実施できますが、携帯キャリア各社・大手メールサービス業者が
適切な送信元でないと一度判断すると、それ以降は判断した携帯キャリア、メールサービス業者からメール利用者（
配信先）へのメール送信は行われなくなります。一度判断されますと、自力で解除するのは困難ですので、必ず設定
をお願いいたします。
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※1 お客さま側にて実施するDNSサーバの設定変更がすぐにインターネットに伝播されるようにするには、あらかじめ
TTL値を短くしておく必要があります。ただし、TTL値を短くする事により、DNSキャッシュ汚染の危険性が高まり
ますので、注意が必要です。



1.6 PC設定確認

1.6 PC設定確認

お使いのＰＣの設定がモバイルウェブをご利用可能になるように設定をおこないます。

■Cookieの許可

①ブラウザの「ツール」
→②「インターネットオプション」
→③「プライバシー」

A「詳細設定」
→④Cookieを上書き
→⑤「ファーストパーティのCookie」

「サードパーティのCookie」を受け入
れるにチェックする

→⑥「常にセッションを許可する」
にチェックして

→⑦ [OK]ボタンをクリック→設定完了

B「ポップアップブロック」
→⑧【moweb.jp】のドメインを入力
→⑨[追加]ボタン」をクリックして許可する

WEBサイトに追加して画面を閉じる
→⑩[適用]ボタンをクリック→設定完了

ブラウザのバージョンによって、表示名が異な
る場合があります

設定は以上です。。

1

2

3

1

1

2

3

A

B

4
5

6

8 9

10

7
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1.7 HTMLの注意事項

1.7 HTMLの注意事項

□ メインビュー編集、各コンテンツの本文ページなど装飾できるページは全てHTMLタグが書

き込めます。HTMLとは(HyperText Markup Language)の略で、Webページを記述するための
マークアップ言語のことです。HTMLは色々なことを表現できるのでとても便利なのですが、
知識がなく触るのは非常に危ないです。

□ 例えば携帯版ホームページでは、HTMLタグによって携帯会社ごとに言語の解釈が違う時

があります。これは管理者の意図しない表示のされ方をしたり、アクセスできないなどのトラ
ブルを巻き起こします。全てのHTMLタグの解釈が違うのかというと、そうではありません。
どの携帯会社でも同じ解釈をしてくれるHTMLタグもあります。

□ 本サービスではそのセーフゾーンともいえるHTMLタグをあらかじめ用意していますので、本

サービスを使ってタグを使用する時は安心してください。
こういった問題がありますので、ご自身でのHTML打ち込みを本サービスでは推奨しており
ません、ご自身でHTMLを打ち込まれる際は充分にご注意下さい。
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1.8 FAQ

質問 回答

携帯版ホームページ1ページあたりの
容量に制限などありますか

多くの携帯電話で閲覧可能となる様、5KBを推奨しております。また、上記の
理由から1ページ1画像を推奨しております。

携帯版ホームページで設定できない
文字はありますか？

特殊な文字の設定をすると、機種によって空欄や絵文字表示されてしまう事
があります。上記現象が確認されている文字は以下の通りです。

画像と文字を並べて表示することはで
きますか？

可能です。
コンテンツ編集画面の[画像]ボタンから「画像の横幅」と「テキストの回りこみ
」を指定して下さい。
画像の種類：「通常の画像ファイル」「GIFアニメ・透過GIF」のみ回り込み設定
ができます。
画像の横幅： 携帯画面の10%～100%の値が指定できます。縦横比が変更さ
れる事はありません。
テキストの回りこみ：テキストを画像の左側、右側に回りこませることができま
す。

携帯版ホームページからメルマガの
「配信停止/再開/メールアドレスの変
更」を行えるように設定したい。

以下の手順で設定できます。
1.メルマガ配信に使用しているデータベースの[URL表示]ボタンをクリック
2.[携帯用]の[クリップボードにコピー]ボタンをクリック
3.「携帯版ホームページ構築」ツールからコピーしたURLを貼り付けてリンク
設定を行う
※配信停止URLはデータベース毎に発行されますので必ず対象のデータベ
ースである事が必要です。

画像EXとは何ですか？ 登録した画像を「携帯版ホームページ構築」から呼び出す機能です。
[画像EX] を選択すると、画像一覧ダイアログが表示されます。
挿入したい画像のサムネイル画像をクリックし、表示された選択タグをコンテ
ンツ編集に貼り付けて設定して下さい。
また、アップロードできるファイルは1MByteまでとなります。

設定したタグが携帯電話で反映されま
せん。

同一文言に対して複数のタグを設定していると反映されない事があります。
複数設定した場合、キャリアや機種によって優先するタグが異なる為です。
タグの組み合わせによっては、回避策をご提案できる事があります。
設定された内容をヘルプデスクまでメール、もしくは電話にてご連絡下さい。
※必ず回避策がご提案できるということではございません。ご了承下さい。

URL/メール/電話へのリンクを設定し
ましたがクリックしてもエラーが表示さ
れます。

タグの入力方法が正しくない場合に起こります。
タグの入力方法をご確認下さい。
(次項詳細)

携帯版ホームページ作成機能について、よくいただく質問と回答をご紹介します。
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1.8 FAQ

タグの入力方法

URLの場合

同一環境の携帯版ホームページ以外のページの場合
・URL(例 http://www.ocn.ne.jp/mobile/index.html)に任意の文字列(例 OCNﾓﾊﾞｲﾙ)でリンクを張る
場合
入力例：<a href="http://www.ocn.ne.jp/mobile/index.html">OCNﾓﾊﾞｲﾙ</a>
同一環境の携帯版ホームページ内のページの場合
入力例：<a href="http://******.**/UI/***/homepage">TOPページへ</a>
URLはプレビューエリアURLをご使用下さい。
プレビューエリアURLをご設定いただく事により、プレビュー画面で絵文字等、実際の表示に近い画
面遷移がご確認頂けます。
半角ダブルクォーテーション「"」を削除してしまわないようご注意下さい。

メールの場合
*****@****.***宛のメールを｢お問い合わせ」という文字をクリックしてメール作成する場合
入力例：<a href="mailto:*****@****.***">お問い合わせ</a>
mailto:やダブルクォーテーション｢"｣を削除してしまわないようご注意下さい。

電話の場合

03-1234-5678に「電話」という文字をクリックして電話をかける場合
入力例：<a href="tel:03-1234-5678">電話</a>
tel:やダブルクォーテーション｢“｣を削除してしまったり、03(1234)5678のように括弧区切りで設定をし
てしまわないようご注意下さい。
番号のみ連続入力はできます。
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1.9 用語集

用語 解説

HTML HTMLとはHyper Text Markup Language(ハイパーテキスト・マークアップランゲージ）の略です。「タグ
」「HTMLタグ」と呼ばれる特別な文字列で囲うことで「文章の構造」や、 「修飾情報(文字の大きさ、
色、フォントなど)」 を記述し、インターネットイクスプローラーなどのブラウザで表示させることができ
ます。

絵文字 絵文字とは、携帯電話などのメール機能向けに用意されている、イラスト文
字のことです。各携帯電話会社によって、それぞれ独自の絵文字が採用さ
れているため、正しく表示されなかったり、若干イラストの風合いが異なる絵
文字もあります。
本サービスでは携帯電話会社共通で表示可能な絵文字のみ使用しておりま
す。

ドメイン インターネット上の住所を分かりやすく見せるもののことで、URLの一部です。
例：http://www.○○○.△△/
※この場合は、「○○○.△△」がドメインです。(URLにwww.が無い場合もあります。)

QRコード デンソーウェーブの開発による日本で普及している二次元コードです。携帯電話の
QRコードの読み取り機能(カメラ機能のバーコードリーダー機能です。)によって、
QRコードを読み込むだけで携帯版ホームページのURLにアクセスできるなどの活
用がされています。雑誌やチラシなどの印刷物や交通広告などに使われ、販促に
広く利用されています。

SEO(SEO対策) SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、検索エンジン 適化＝特定のキーワードで適切な
検索結果となるようにすることです。SEOとは、サーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位
に自らのWebサイトが表示されるように工夫することをさしています。具体的なSEOのやり方は、ター
ゲットにするキーワードを選択したり、ページ内でのキーワードを含めたり、他ホームページからリン
クしてもらうなどの手段があります。
本サービスでは、ページ毎にSEOを行うキーワードの設定やページの説明文の作成をおこなうこと
が可能です。

ヘッダ/フッタ ヘッダ/フッタとは、それぞれWEBサイトの上部エリア/下部エリアに表示される、 コピーライトやPR部
分等を指して使われます。印刷時の、欄外のページ番号エリア等を指しても使われます。

Googleサイト
マップ

Googleにサイトごとに提示するサイトのページ一覧リストをさします。サイトマップを使用して Google 
のクローラ－(サイトを探すロボットプログラム)にサイトの情報や位置を伝えて、Google に登録したい
サイトページを誘導することができます。

プレビュー ネット上で公開前にサイトのできあがりを確認する機能。モバイルウェブ上では各ページを作成しな
がら、プレビュー画面で随時出来上がりを確認していくことが可能です。

サイトツリー サイト内のカテゴリとコンテンツページの階層情報構造をビジュアルで表現したものです。コンテンツ
ページとカテゴリーとの位置の確認や、ページ数が増えた時に該当ページを探す時などにお使いい
ただけます。

公開エリアURL メールに貼り付けて送る場合や2次元バーコードからのリンク先、携帯版ホームページ構築で作成し
たサイト以外のサイトからリンクを張る場合にご指定下さい。

プレビューエリア
URL 

同環境内でリンクする場合にご指定下さい。
設定画面上でリンクボタンをクリックし選択タグに表示された「<a href="http://URL入力">ここに入
力</a>」 を利用して設定して頂くことでプレビューにて画面遷移の、事前確認ができます。
メール配信の本文に挿入したり、直接入力してアクセスしようとした場合、アクセスエラーとなります
のでご注意下さい。

本手順書内で使用されている用語の解説です。
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1.9 用語集

用語 解説

ページマッピング フリーコンテンツのURLを自由に変更することができる機能です。
【設定例】
[変更前URL]

http://***. ***/*****/cont101_001_001.php
[変更後URL]

http://***. ***/*****/news.php
http://***. ***/*****/shoplist.php
http://***. ***/*****/privacypolicy.php

※半角英数字32文字以内
※一部、システム側で使用している文字列は使用することができません。

静的Flash設定 swf形式のFlashファイルをアップロードする事ができます。ただし、パラメータなどセッションIDを引
継ぐ事はできません。通販サイトとして利用されているお客様、アクセス解析で導線管理をされてい
るお客様については情報を正しく引継ぐ事ができませんのでご注意下さい。

動的Flash設定 Flash制作機能で作成したページを携帯版ホームページに表示する事ができます。パラメータ、セッ
ションIDを引継ぐ事ができます。
通販サイトとして利用されているお客様、アクセス解析で動線管理をされているお客様についても
情報を正しく引継ぐ事ができます。

本手順書内で使用されている用語の解説です。
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