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目次

●ゆりかご倶楽部（エッサム）以外のサイトでのお手続きが必要です。

ご自身でそちらの作業が行える方が対象です。操作方法のお問合せは

各サイトのサポート窓口へご連絡をお願いいたします。

エッサムで作業の代行は行いません。

●ゆりかご倶楽部（エッサム）とは別に料金が発生します。

料金は各サイトをご確認ください。

一般的に年単位で更新（料金）が必要となりますのでご注意ください。

●既にお持ちのドメインをゆりかご倶楽部のホームページに適用されたい場合

ご契約の内容により移行できない可能性があります。事前にご相談ください。

●メールアドレスの取得・運用はサービス範囲外です。

※独自ドメインご利用の場合でも、

まず、ゆりかご倶楽部ドメイン（https://www.kaikei-home.com/****/）での

URL登録が必要です。

ホームページを作成してから独自ドメインの設定を行ってください。
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１．独自ドメイン設定の流れ

ドメイン取得サービス※のWebサイトで

ドメインを取得します。

ゆりかご倶楽部で

・独自ドメイン利用オプションの申し込み

・取得したドメインの設定

を行います。

ドメインを取得したWebサイトに

ログインしてDNSの設定を行います。

ゆりかご倶楽部で、CSRキーを発行します。

SSLサーバー証明書 発行※のWebサイトで

証明書を発行します。

ゆりかご倶楽部で

SSLサーバー証明書をアップロードします。

※ドメインの取得・SSLサーバー証明書の発行は、ゆりかご倶楽部（エッサム）以外の

Webサービスでのお手続きが必要です。それぞれに料金が発生します。

※全てのお手続き完了まで数日～２週間程度かかる可能性があります。

3P

7P

10P

14P

17P

28P

.com

.com
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２．ドメインの取得

ドメインの取得は、ドメイン取得サービスのWebサイトで行ってください。

［ゆりかご倶楽部（エッサム）では行えません。］

お名前.com

https://www.onamae.com/

ご希望のドメイン名を入力、

「.com」などを選択して、

『検索』をクリックします。

例として「お名前.com」サイトで新規登録の手順を掲載いたします。

その他のサイトでドメインを取得される場合は、各サイトで手順をご確認ください。

操作方法のお問合せは各サイトのサポート窓口へご連絡をお願いいたします。

※既にドメインをお持ちの方は7ページへ進んでください。

.com

.com ： 商用サービス向け .info ： 情報発信サービス向け

.net ：
ネットワークに関する
サービス向け

.co.jp ： 日本国内の企業向け

ゆりかご倶楽部（エッサム）とは別に料金が発生します。料金は各サイトをご確認ください。

一般的に年単位で更新（料金）が必要となりますのでご注意ください。

www.yuri-kaikei .com 検索

（画面上部 ドメインの検索欄）

①「サーバーは利用しない」を

選択します。

②『料金確認へ進む』を

クリックします。

●サーバーは利用しない

①

料金確認へ進む

②

サーバーの利用申し込み案内が

表示されても『申込まない』を

選択してください。ゆりかご倶楽

部のサーバーを利用するので、

お申し込み不要です。
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２．ドメインの取得
.com

●サーバーは利用しない

次へ

①お申込み内容を確認してください。

②初めてご利用の場合、メール

アドレスとパスワード（任意）を

入力して『次へ』をクリックします。

お申込み内容

①

②

次へ進む

お客様の情報を入力し、

『次へ進む』をクリックします。会員情報の入力

オプションのチェックは

不要です。

申込む

お支払い情報を入力し、

『申込む』をクリックします。

↓

登録完了の画面が表示されます。

お支払い方法を選択してください。
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２．ドメインの取得
.com

件名：【重要】[お名前.com] ドメイン情報認証のお願い］

認証メールが届きます。

内容を確認し、記載の期日までに

ドメイン情報認証URLへアクセス

してください。

件名： [お名前.com]ドメイン自動更新設定完了 ］

設定完了メールが届きます。

[お名前(会員)ID（数字）]が

記載されております。

あらかじめ決めたパスワードと

合わせて「お名前.com」に

ログインいただけます。

認証アドレスをクリック

[お名前(会員)ID]......................：＊＊＊＊＊＊＊
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２．ドメインの取得

一度、ドメインを取得したWebサイトを開き、

［ネームサーバーの設定］を行ってください。

お名前.com

https://www.onamae.com/

お名前.comにログインし、

［ネームサーバーの設定］

＞［ネームサーバーの設定］を

開きます。

例として「お名前.com」サイトでの手順を掲載いたします。

その他のサイトでドメインを取得された場合は、各サイトで手順をご確認ください。

操作方法のお問合せは各サイトのサポート窓口へご連絡をお願いいたします。

.com

TOP ドメイン ネームサーバーの設定

●ドメインのDNS設定

●・・・・・・・・・

ドメイン名

www.yuri-kaikei.com

●ネームサーバーの設定

①設定するドメインを選択します。

②「お名前.comのネームサー

バーを使う」を選択します。

③『確認』をクリックします。

１、ドメインの選択

２、ネームサーバーの選択

「お名前.comのネームサーバーを使う」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

確認

確認画面が表示されたら、 をクリックして設定完了です。ＯＫ

お名前.comでレンタルサーバーを

ご契約された場合、設定が異なります。

「独自ドメイン（レンタルサーバー設

定）」マニュアルを参照ください。

https://www.yurikago.net/hp/help/

domain_rs.pdf

https://www.yurikago.net/hp/help/domain_rs.pdf
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３．ゆりかご倶楽部へのドメイン設定

ゆりかご倶楽部にログインし、

［作成・情報発信］

＞［ホームページ］

＞［ホームページ編集］を開きます。

「独自ドメインご利用申し込み」を

クリックします。

画面の案内に沿って、オプションの

お申し込みを行ってください。

※お申込み翌月分の料金より、独自ドメイン

オプション料［月2,000円（税別）］を

ご請求させていただきます。

独自ドメイン オプションのお申し込み

「独自ドメインの設定」をクリックします。
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３．ゆりかご倶楽部へのドメイン設定

ホームページ編集メニューを開き、

「独自ドメインの設定」をクリックします。

『独自ドメイン設定』をクリックします。

ドメインの設定
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３．ゆりかご倶楽部へのドメイン設定

ドメインを入力し『設定』をクリックします。

ドメインの設定

内容を確認し『OK』をクリックします。

www.yuri-kaikei.com

ドメイン（ＵＲＬ）に「ｗｗｗ.」を付けるかどうかについて、ホームページの機能や

SEOなどへの影響に差はなく、以下程度の違いです。

・ｗｗｗあり：ｗｗｗありのサイトが多いため、URLだと分かりやすい。

・ｗｗｗなし：URLが短くシンプルになる。

IPアドレスをメモ

左記の画面が表示されます。

DNSに設定するIPアドレス

122.×××. ××. ××

をメモし、次ページのDNSの設定を

行ってください。

※「https:」「/」は入力しないでください。

（入力例）

www.yuri-kaikei.com

任意 取得したドメイン

上記画面に「ｗｗｗあり」で入力いただいた場合、次ページのDNSの設定時にご注意ください。

このIPアドレスは重要な情報です。

DNSの設定を行う方以外には教えないように

お願いいたします。
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４．DNSの設定

ドメインを取得したWebサイトを開き、設定を行ってください。

お名前.com https://www.onamae.com/

お名前.comにログインし、

［ネームサーバーの設定］

＞［ドメインのDNS設定］を

開きます。

例として「お名前.com」サイトでの手順を掲載いたします。

その他のサイトでドメインを取得された場合は、各サイトで手順をご確認ください。

操作方法のお問合せは各サイトのサポート窓口へご連絡をお願いいたします。

.com

設定するドメインを選択し、

『次へ』をクリックします。

DNS（ドメイン・ネーム・システム）の設定とは、

「取得したドメイン」と「ゆりかご倶楽部のホームページ」を繋げる設定です。

TOP ドメイン ネームサーバーの設定

●ドメインのDNS設定

●・・・・・・・・・

ドメイン名

www.yuri-kaikei.com

次へ

（画面を中段までスクロール）

「DNSレコード設定を利用す

る」の『設定する』をクリック

します。

● DNS設定

●・・・・

●DNSレコード設定を利用する

●・・・・

設定する

お名前.comでレンタルサーバーをご契約された場合、設定が異なります。

「独自ドメイン（レンタルサーバー設定）」マニュアルを参照ください。

https://www.yurikago.net/hp/help/domain_rs.pdf

https://www.yurikago.net/hp/help/domain_rs.pdf
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４．DNSの設定
.com

（画面を中段までスクロール）

・「ホスト名」に入力

・「TYPE」は“A”を選択

・「VALUE」に入力

↓

『追加』をクリックします。

9ページの手順でメモしたIPアドレスを入力

ｗｗｗありの場合、

ここに「ｗｗｗ」を入力

『追加』欄に表示されたことを

確認してください。

「A」を選択

（画面を最下段までスクロール）

「DNSレコード設定用ネームサーバー

変更確認」のチェックは外した状態で

『確認画面へ進む』をクリックします。

● DNSレコード設定用ネームサーバー変更確認

確認画面へ進む

□
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戻る

チェックは外した状態
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４．DNSの設定
.com

（画面を最下段までスクロール）

『設定する』をクリックします。

↓

設定完了画面が表示されます。

ネームサーバー設定変更

設定する戻る

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・

DNSの設定は完了です。

行った設定はインターネット上に徐々に反映していきますので、設定から適用（独自ドメインで

ホームページが表示される）まで最大72時間程度かかる場合があります。
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５．SSL（https）の設定

ゆりかご倶楽部で、CSRキーを発行します。

SSLサーバー証明書 発行※のWebサイトで

証明書を発行します。

※ゆりかご倶楽部（エッサム）とは別に料金が発生します。

ゆりかご倶楽部で

SSLサーバー証明書をアップロードします。

14P

28P

（選択した認証方法により必要であれば）

ドメインを取得したWebサイトで

TXTレコードを設定

22P
.com

ホームページを「https（暗号化通信）」で表示するため、以下の流れで設定を行います。

指定の方法で認証（本人確認） 21P

お申込み

SSLサーバー証明書がメールで届く 27P

17P

※お申込みから完了（証明書発行）まで最大72時間程度かかる可能性があります。
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５．SSL（https）の設定

『CSRキー発行』をクリックします。

ゆりかご倶楽部でCSRキーを発行

ゆりかご倶楽部にログインし、

［作成・情報発信］

＞［ホームページ］

＞［ホームページ編集］を開きます。

「独自ドメインの設定」をクリックします。
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５．SSL（https）の設定

ゆりかご倶楽部でCSRキーを発行

ＣＳＲ情報入力欄に入力（半角文字）し、

『作成』をクリックします。

項目 説明 入力例

CN（コモンネーム） ドメインを入力 www.yuri-kaikei.com

O（組織）

社名、法人名などの英文名称です。

英語名を登記されている場合は
そちらを入力してください。

ESSAM CO., LTD
Yurikago Kaikei Tax Co.

登記されていない場合は、
事務所の英語表記を決めていた
だくか、代表者名を英語で入力
してください。

Yuri Accounting Office
Suzuki Kaikei
Ichiro Sato

L（市区町村）

市区町村をアルファベットで
入力。頭文字は大文字。
（省略可）

Chiyoda-ku
Osaka-shi
Naka-gun Naka-machi

S（都道府県）
都道府県をアルファベットで
入力。頭文字は大文字。

Hokkaido、Tokyo、Niigata、
Kyoto、Osaka、Hyogo、
Tottori、Fukuoka、Oita

Country（国） 日本を示す2文字を入力 JP

＜CSRキーとは＞

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで

証明書を発行するために必要な情報です。

下記ヒントを参考に入力してください。
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５．SSL（https）の設定

ゆりかご倶楽部でCSRキーを発行

『OK』をクリックします。

CSRキー（アルファベットの長文）が

発行されます。

この情報を

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで

利用します。

『コピー』をクリックしてください。

※メモ帳などに貼り付けておくと、

後で使いやすいのでオススメです。
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５．SSL（https）の設定

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで証明書を発行【お申込み】

ゆりかご倶楽部（エッサム）とは別に料金が発生します。料金は各サイトをご確認ください。

一般的に年単位で更新（料金）が必要となりますのでご注意ください。

SSLサーバー証明書 発行サービスのWebサイトで行ってください。

［ゆりかご倶楽部（エッサム）では行えません。］

例として株式会社トリトンの「AlphaSSL」サイトでの手順を掲載いたします。

その他のサイトでSSLサーバー証明書を取得される場合は、各サイトで手順をご確認ください。

操作方法のお問合せは各サイトのサポート窓口へご連絡をお願いいたします。

AlphaSSL

https://www.toritonssl.com/

『今すぐお申込み』をクリックします。

引用元：AlphaSSL

https://www.toritonssl.com/

アルファSSL

次へ

内容を確認して

『次へ』をクリックします。
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５．SSL（https）の設定

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで証明書を発行【お申込み】

契約情報を入力して

『次へ』をクリックします。

契約者情報入力

次へ戻る

CSR入力

次へ戻る

16ページの手順でコピーした

CSRキー（アルファベットの長文）を

貼り付けます。

上下の「-----**** CERTIFICATE 
REQUEST-----」の文字も含めて

貼り付けてください。

CSRキーを入力して

『次へ』をクリックします。

↓

確認画面が表示されますので、

『次へ』をクリックします。



５．SSL（https）の設定

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで証明書を発行【お申込み】

次へ戻る

認証方法※を選択し、

『次へ』をクリックします。

※AlphaSSLでの本人確認方法です。

○メール認証 ○ページ認証 ○DNS認証

WHOISのメールアドレス

ドメインのメールアドレス

○ ****@****.com

○ ****@****.com

○ ****@****.com

○ ****@****.com

候補のメールアドレスが表示されます。

（任意のアドレスにすることはできません）

この中に

メールを受信できるアドレスがある場合

を選択してください。

メールを受信できるアドレスがない場合

を選択してください。

※ 「ページ認証」は選択しないでください。

メール認証

DNS認証

支払い情報を入力して

『次へ』をクリックします。

支払い方法

次へ戻る

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19



５．SSL（https）の設定

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで証明書を発行【お申込み】

内容をご確認ください。申込内容確認

完了する戻る

20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SSLサーバ証明書利用規約

□ 同意する

申込完了の画面が表示されます。

メール認証

DNS認証

21ページへ

22ページへ

19ページで選択した認証方法によって、以下のページへ進んでください。

規約をご確認いただき、

“同意する”にチェックをして

『完了する』をクリックします。
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５．SSL（https）の設定

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで証明書を発行【認証】

『承認する』をクリックします。

SSLサーバ証明書がメールで

届きます。

27ページへ進んでください。

「メール認証」を選択した場合、

承認メールが届きます。

承認メールに記載されたURLを

クリックし、お申し込み内容

確認画面へお進みください。

メール認証

【件名：アルファSSL／承認手続きのお知らせ】

AlhpaSSL

承認する

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

承認しない



.com
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５．SSL（https）の設定

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで証明書を発行【認証】

「DNS認証」を選択した場合、

←のメールが届きます。

メール内の“認証文字列”の文字を

コピーしてください。

※メモ帳などに貼り付けておくと、

後で使いやすいのでオススメです。

DNS認証

【件名：アルファSSL／承認手続きのお知らせ】

ドメインを取得したWebサイトを開き、

設定を行ってください。.com
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５．SSL（https）の設定

ドメインを取得したWebサイトを開き、TXTレコードの設定を行ってください。

例として「お名前.com」サイトでの手順を掲載いたします。

その他のサイトでドメインを取得された場合は、各サイトで手順をご確認ください。

操作方法のお問合せは各サイトのサポート窓口へご連絡をお願いいたします。

.com

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで証明書を発行【認証】

お名前.com https://www.onamae.com/

お名前.comにログインし、

［ネームサーバーの設定］

＞［ドメインのDNS設定］を

開きます。

設定するドメインを選択し、

『次へ』をクリックします。

TOP ドメイン ネームサーバーの設定

●ドメインのDNS設定

●・・・・・・・・・

ドメイン名

www.yuri-kaikei.com

次へ

（画面を中段までスクロール）

「DNSレコード設定を利用す

る」の『設定する』をクリック

します。

● DNS設定

●・・・・

●DNSレコード設定を利用する

●・・・・

設定する

お名前.comでレンタルサーバーをご契約された場合、設定が異なります。

「独自ドメイン（レンタルサーバー設定）」マニュアルを参照ください。

https://www.yurikago.net/hp/help/domain_rs.pdf

https://www.yurikago.net/hp/help/domain_rs.pdf
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５．SSL（https）の設定
.com

（画面を中段までスクロール）

・「ホスト名」に入力

・「TYPE」は“TXT”を選択

・「VALUE」に入力

↓

『追加』をクリックします。

22ページの手順でコピーした認証文字列を入力

ｗｗｗありの場合、

ここに「ｗｗｗ」を入力

「TXT」を選択

『追加』欄に表示されたことを

確認してください。

（画面を最下段までスクロール）

「DNSレコード設定用ネームサーバー

変更確認」のチェックは外した状態で

『確認画面へ進む』をクリックします。

● DNSレコード設定用ネームサーバー変更確認

確認画面へ進む

□
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戻る

チェックは外した状態
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５．SSL（https）の設定
.com

（画面を最下段までスクロール）

『設定する』をクリックします。

↓

設定完了画面が表示されます。

ネームサーバー設定変更

設定する戻る

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・

こちらの設定から適用（次ページの作業が行える）までは、

最大72時間程度かかる場合があります。ご注意ください。

【アルファSSL／承認手続きのお知らせ】（22ページ）の

メールを再度開いてください。
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５．SSL（https）の設定

SSLサーバー証明書 発行のWebサイトで証明書を発行【認証】

再度メールを開きます。

メールに記載されたURLを

クリックし、お申し込み内容

確認画面へお進みください。

【件名：アルファSSL／承認手続きのお知らせ】

『承認する』をクリックします。

SSLサーバ証明書がメールで

届きます。

27ページへ進んでください。

このアドレスをクリック

『承認する』をクリックしても

画面が進まない場合

こちらの作業が行えるまで、

最大72時間程度かかる場合が

あります。

承認されない場合は、日を改めて

作業を行ってください。

DNS認証

承認する

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

www.yuri-kaikei.com

○ yuri-kaikei.com

DNS認証

9ページの手順でｗｗｗありの

場合、ｗｗｗ付きの方を選択
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５．SSL（https）の設定

発行したSSLサーバー証明書をゆりかご倶楽部に登録

SSLサーバ証明書がメールで届きます。

メールには

◆証明書

◆中間証明書

の2種類（アルファベットの長文）が

記載されています。

※「証明書＋中間証明書（PKCS7形式）」

は使用しません。

それぞれ別にコピーし、

ゆりかご倶楽部でアップロードします。

メールとゆりかご倶楽部の画面を

両方開いて作業を行ってください。

【件名：[アルファSSL]サーバ証明書発行のお知らせ】

このようなアルファベットの長文が
SSLサーバ証明書です。

上下の

「-----**** CERTIFICATE-----」の
文字も含めてコピーしてください。
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５．SSL（https）の設定

『サーバー証明書アップロード』を

クリックします。

発行したSSLサーバー証明書をゆりかご倶楽部に登録

ゆりかご倶楽部にログインし、

［作成・情報発信］

＞［ホームページ］

＞［ホームページ編集］を開きます。

「独自ドメインの設定」をクリックします。
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５．SSL（https）の設定

◆「証明書」「中間証明書」欄にそれぞれ入力し、『証明書アップロード』をクリックします。

発行したSSLサーバー証明書をゆりかご倶楽部に登録

これでお客様の作業は完了です。

エッサムで各種設定の後、独自ドメインが表示されます。

しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。

◆証明書の記述を入力

※上下の

「-----**** CERTIFICATE-----」の
文字も含めて貼り付けてください。

◆中間証明書の記述を入力

※上下の

「-----**** CERTIFICATE-----」の
文字も含めて貼り付けてください。

証明書を取得されるサービスによって
は利用する場合があります。

発行された証明書に「クロスルート証
明書」の記載がありましたら、ここに
入力してください。
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６．ご解約時の操作

『独自ドメイン解約』をクリックします。

ゆりかご倶楽部にログインし、

［作成・情報発信］

＞［ホームページ］

＞［ホームページ編集］を開きます。

「独自ドメインの設定」をクリックします。

『解約』をクリックします。

↓

内容確認画面で『OK』をクリックします。

「解約しました」の画面が表示されます。

独自ドメインオプションは、

利用期間の制約（●ヶ月以上継続など）は

ございませんが、一度解約すると設定が全て

初期状態に戻ります。
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６．ご解約時の操作

ドメインを取得したWebサイトを開き、【DNS設定の削除】を行ってください。

お名前.com

https://www.onamae.com/

お名前.comにログインし、

［ネームサーバーの設定］

＞［ドメインのDNS設定］を

開きます。

例として「お名前.com」サイトでの手順を掲載いたします。

その他のサイトでドメインを取得された場合は、各サイトで手順をご確認ください。

操作方法のお問合せは各サイトのサポート窓口へご連絡をお願いいたします。

.com

ドメインを選択し、

『次へ』をクリックします。

TOP ドメイン ネームサーバーの設定

●ドメインのDNS設定

●・・・・・・・・・

ドメイン名

www.yuri-kaikei.com

次へ

（画面を中段までスクロール）

「DNSレコード設定を利用す

る」の『設定する』をクリック

します。

● DNS設定

●・・・・

●DNSレコード設定を利用する

●・・・・

設定する

DNS設定の削除



32

６．ご解約時の操作
.com

（画面を下段までスクロール）

以下IPアドレスの入力されている欄の

「削除」にチェックします。

122.×××. ××. ××

（画面を最下段までスクロール）

「DNSレコード設定用ネームサーバー

変更確認」のチェックは外した状態で

『確認画面へ進む』をクリックします。

● DNSレコード設定用ネームサーバー変更確認

確認画面へ進む

□
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戻る

チェックは外した状態

（画面を最下段までスクロール）

『設定する』をクリックします。

↓

設定完了画面が表示されます。

削除は完了です。

ネームサーバー設定変更

設定する戻る

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



https://www.yurikago.net/
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