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Zoho Sitesでのカスタムドメインの利用方法 

お名前.com編 

1. はじめに 
	 本書は、お名前.comで購入したドメインを Zoho SitesのWebサイトとメー
ル（Zohoメール）で利用するための手順書です。Googleウェブマスターツール
を利用するための手順も記載しています。 
	 お気づきの点がありましたら、お手数ですが contact@nakatsuyama.bizまで
ご連絡ください。 
 
2. Webサイトの設定 
お名前.comでの作業（１）ドメインの購入 

お名前.com Webサイト：http://www.onamae.com 
購入時点でWhois情報公開代行を申し込んでおく。 
 

 
 
Zoho Sitesでの作業（１）ドメイン名の設定 

Zoho Sites：https://sites.zoho.com 
・編集画面のプルダウンメニューからManage>Settingsを選択 
・サイドメニューの Domainsを選択 
・Add Domainボタンをクリック 
・Domain Configurationダイアログで、Map your existing domainをクリッ
ク 
・Domain nameフィールドにドメイン名を入力し、Proceedボタンをクリック 
・ダイアログの Closeボタンをクリック 
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	 （GoDaddyでドメインを購入した場合の説明が表示されています。） 
 
お名前.comでの作業（２）DNSレコードの登録 

・ドメイン Naviから「ドメイン設定」タブを選択 
・「ネームサーバーの設定」セクションの「DNS関連機能の設定」をクリック 
・「内部ドメイン一覧」セクションで操作するドメイン名を選択し、「次へ進む」

ボタンをクリック 
・「DNS レコード設定を利用する」セクションの「設定する」ボタンをクリッ
ク 
・「入力」セクションでプルダウンメニューから「A」を選択し、 
	 	 ホスト名：空白 
	 	 VALUE：74.201.154.208 
	 を入力して「追加」ボタンをクリック 
・同様にプルダウンメニューから「CNAME」を選択し、 
	 	 ホスト名：www 
	 	 VALUE：zhs.zohosites.com 
	 を入力して「追加」ボタンをクリック 

 

・	 「DNS レコード設定用ネームサーバー変更確認」がチェックされているこ
とを確認の上、「確認画面へ進む」をクリック 

・	 「現在の DNSレコード設定状況」の内容を確認の上、「設定する」をクリッ
ク 

 
Zoho Sitesの設定（２） 

・	 DNSレコードの登録が反映されるまで待つ（1〜2時間、最大 72時間）1 

                                            
1 筆者の例では 20分ほど。 
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→nslookupコマンドを利用するか、下記のようなサイトを利用 
	 http://www.cman.jp/network/support/nslookup.html 

・	 Settingsサイドメニューの Domainsを選択 
・	 登録した URLの Secondaryボタンをクリックして Primaryに変更 
※Publish前だと変更できないので注意 

・	 フリードメインの URLを×マークをクリックして削除 
 

その他 
ブログの登録日時が正しく表示されるようにタイムゾーンを選択 
・	 Settingsの Generalセクションから Time Zonesを選択 
・	 プルダウンメニューから JSTを選択  

( GMT 9:00 ) Japan Standard Time ( JST ) 
・	 Saveボタンをクリック 
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3. メールの設定 
Zoho Sitesでの操作（1）ドメインの設定 

(Zohoメールは、Sitesに統合されている） 
・	 Zoho Sitesトップページの上部にあるMail Configurationをクリック 
・	 Use Existing Domain に使用中のドメイン名が表示されていることを確認
し、Continueボタンをクリック 
→ここで表示された手順に従い、お名前.comで DNSレコードを設定する 

・	 Zohoメールのコントロールパネルで「ドメイン」をクリック 
Zohoメールの画面上部「コントロールパネル」リンクをクリック。URLは
https://mail.zoho.com/cpanel/index.do 

・	 ドメイン名のステータス欄に表示されている「！」のアイコンをクリック 
→表示された CNAME（zb********）を控えておく 

	 	 上記の「*」は数字 

 

ü Zohoメールに初めてアクセスする場合には、以下の画面が表示される。こ
の場合には、「ドメインの認証」リンクまたは「認証」ボタンをクリックす

る。 
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お名前.comでの操作 
・	 ドメイン Naviから「ドメイン設定」タブを選択 
・	 「ネームサーバーの設定」セクションの「DNS 関連機能の設定」をクリッ
ク 

・	 「内部ドメイン一覧」セクションでドメイン名を選択し、「次へ進む」ボタ

ンをクリック 
・	 「DNS レコード設定を利用する」セクションの「設定する」ボタンをクリ
ック 

・	 「入力」セクションでプルダウンメニューから「CNAME」を選択し、 
	 ホスト名：zb******** 
	 VALUE：zmverify.zoho.com 
を入力して「追加」ボタンをクリック 

・	 同様にプルダウンメニューから「MX」を選択し、 
	 	 ホスト名：空白 
	 	 VALUE：mx.zohomail.com 
	 	 優先：10 
	 を入力して「追加」ボタンをクリック 

・	 同様にプルダウンメニューから「MX」を選択し、 
	 ホスト名：空白 
	 VALUE：mx2.zohomail.com 
	 優先：20 

	 を入力して「追加」ボタンをクリック 
・	 「確認画面へ進む」ボタンをクリック 
・	 内容を確認の上「設定する」ボタンをクリック 
 
Zoho Sitesでの操作（2）ドメインの認証 
・	 DNSレコードの登録が反映されるまで待つ（1〜2時間、最大 72時間）2 
・	 Zohoメールのコントロールパネルで「ドメイン」をクリック 
・	 ドメイン名のステータス欄に表示されている「！」のアイコンをクリック 
・	 画面再下部の「認証」ボタンをクリックし、出てきたダイアログで「続ける」

をクリック 

                                            
2 筆者の例では 10分ほど。 
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・	 管理者のメールアドレスを指定 
・	 必要に応じてユーザーを追加 
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4. Googleウェブマスターツールの設定 
Googleウェブマスターツールでの操作（1）セキュリティトークンの取得 
・	 「サイトを追加」ボタンをクリック 
・	 管理するサイトの URLを入力して「続行」ボタンをクリック 
・	 「おすすめの方法」タブにある「ドメイン名プロバイダ」から“Onamae.com”
を選択 

 
お名前.comでの操作 
・	 「Googleウェブマスターツールでの操作（1）セキュリティトークンの取得」
で表示された手順に沿って作業を進める 

・	 「確認画面へ進む」ボタンをクリック 
・	 内容を確認の上「設定する」ボタンをクリック 
 
Googleウェブマスターツールでの操作（2）セキュリティトークンの確認 
・	 数分待ってから「確認」ボタンをクリック 
・	 「所有権が確認されました」というメッセージが表示されたら完了 


