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第１章 本書について 

 

本書はオノコムクラウド・コンテナサービスの操作方法について説明します。仕様等の説明については、別途サー

ビス仕様書を参照してください。なお文中の「EC CUBE」は株式会社ロックオン、「WordPress」は WordPress ファウ

ンデーションの商標となります。 

 

第２章 マネージメントコンソールについて 

 

マネージメントコンソールでは、WEB 画面上よりオノコムクラウド・コンテナサービスのコンテナを作成や削除を行っ

たり、各種設定の操作等が行えます。本章では、ログインとログアウトの操作説明と各メニューの機能概要を説明

します。各機能における詳細な操作説明については、次章より参照してください。 

 

第１節 ログイン方法について 

 

第１項 マネージメントコンソールの URL にアクセス 

WEB ブラウザより「https://portal.onocomm.jp/container/」へアクセスしてください。対応ブラウザは Google 

Chrome の最新版となっています。 

 

第２項 ログイン情報の入力 

下記の画面が表示されたら、次の説明の通りログイン情報を入力してください。 

 

 

番号 名前 説明 

① ユーザ名 次のページに記載されるご契約情報の赤枠①部分の情報を参照の上入力してく

ださい。 

② パスワード 次のページに記載されるご契約情報の赤枠②部分の情報を参照の上入力してく

ださい。 

③ ログインボタン 上記、メールアドレスとパスワードを入力したら押してください。 

① ② ③
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ご契約情報のサンプル 

 

  

① 
② 
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第３項 ログイン後の画面 

 

次の画面が表示されたらログイン完了です。 
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第２節 ログアウト方法について 

 

第１項 ログアウトボタンを押下 

 

ログアウトを行うには、ログイン後のいずれかの画面にて、赤枠のログアウトボタンを押してください。 
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第３節 各機能の概要について 

 

マネージメントコンソールには次の通り大きくメニュー別に機能があります。各機能の操作方法について、別ページ

にてご説明します。 

 

 メニュー 

 新しくコンテナを作る（コンテナを作成します） 

 コンテナの一覧（作成済みのコンテナの一覧及び詳細を表示します） 

 アカウント情報（アカウント情報や課金情報を閲覧及び変更できます） 
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第３章 新しくコンテナを作る 

 

本章ではコンテナを作成とする作手順について説明します。 

 

第１節 コンテナの作成方法 

 

第１項 メニューより選択 

 

メニューより下記の赤枠どちらかをクリックしてください。 
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第２項 作成するコンテナの種類を選択する 

次に作成したいコンテナの種類を選択します。ここでは「WordPress」を選択します。 

 

 

なお、コンテナの種類の概要は下記の通りです。詳細な情報は別途サービス仕様書を参照してください。 

種類 説明 

WordPress WordPress がプレインストールされているコンテナになります。WEB の Apache と

DB の MySQL が利用可能です。 

EC CUBE EC CUBE がプレインストールされているコンテナになります。WEB の Apache と DB

の MySQL が利用可能です。 

LAMP WEB の Apache と DB の MySQL が利用可能です。 

WEB WEB の Apache が利用可能です。 

MAIL メールサービスが利用可能です。 
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第３項 コンテナで利用するドメイン名を入力します。 

次に、コンテナで利用するドメイン名を入力してください。ドメイン名はお客様が所有されている独自ドメイン名を入

力いただけます。なお、この画面では入力されない場合は、オノコムクラウド・コンテナサービスのサブドメインが割

り振られます。また、ドメイン名の設定はコンテナ作成後に設定することも可能です。入力が終われば「次へ」ボタ

ンを押してください。 

 

 

注意事項：入力をいただくドメイン名は「www.」ありでアクセスされたい場合、またはサブドメインでアクセスされた

い場合は、その通りに FQDN 形式で入力してください（例：www.onocomm.jp）。「www.」ありとなしの両方でアクセス

されたい場合は、「www.」をつけたドメイン名か、もしくは「www.」をつけないドメイン名でコンテナを作成いただき、

作成後にドメイン名の変更で、「www.」をつけた、もしくはつけないドメイン名を追加いただくことでダブルドメイン名

に対応することができます。 

 

 

第４項 コンテナにメモを入力。 

次にコンテナを識別、管理するための任意のメモを入力します。必要がなければ空欄でも問題ありません。入力が

終われば「次へ」ボタンを押してください。 

 

  



オノコムクラウド・コンテナサービス操作説明書 

14 / 64 

第５項 作成するコンテナの確認 

作成するコンテナの最終確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ「上記で作成する」ボタンを押してく

ださい。 

 

 

第６項 コンテナの作成完了と DNS の設定 

前項の作成ボタンを押されるとコンテナの作成が完了します。続いて独自ドメイン名を設定される場合、DNS の設

定が必要となります。下記、赤枠の「DNS の設定方法を確認する。」ボタンを押してください。なお、DNS の設定手

順の説明については、別章で行います。 

 

 

DNS の設定の操作方法については第７章にて説明します。 
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ドメイン名を設定されていない場合は、下記の画面表示となります。この場合は、赤枠の「詳細情報を確認する。」

ボタンを押してください。 
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第７項 コンテナの詳細画面 

前項の「詳細情報を確認する。」ボタンを押すと下記のような画面が表示されます。コンテナの作成後にアクセスが

可能になるまでには数分時間が掛かります。下記の赤枠の説明アイコンが出ている間はコンテナにアクセスする

ことができません。数分待って「再読込」ボタンを押してください。 

 

下記のような赤枠の説明アイコンに変われば準備完了となります。 

 

 

詳細画面の操作方法については第５章にて説明します。 
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第４章 コンテナの一覧 

 

コンテナの一覧画面では、作成済みのコンテナを確認できます。また、各コンテナの詳細画面も確認できます。 

 

第１節 コンテナの一覧画面の表示方法 

 

第１項 メニューを選択 

メニューより下記の赤枠どちらかをクリックしてください。 

 

 

第２項 コンテナの一覧画面 

下記のように作成済みのコンテナの一覧を確認できます。各コンテナの詳細画面を確認したい場合は、赤枠の

「詳細」ボタンを押してください。 

 

 

詳細画面の操作方法については第５章にて説明します。 
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第５章 コンテナの詳細 

コンテナの詳細画面では、コンテナに関する各種情報の確認と、ドメイン名の設定、SSL の設定、DNS の設定、メ

モの変更、SSH 及び MySQL のパスワード変更等が行えます。なおこちらで説明する画面は、WEB/DB タイプのコ

ンテナに関するものとなります。メールタイプのコンテナの説明については別章にて行いますので、そちらを参照し

てください。 

 

第１節 コンテナの詳細画面の表示方法 

 

第１項 コンテナの詳細画面 

前章のコンテナの一覧画面より「詳細」ボタンを押すと、下記画面が表示されます。各項目について、次頁の表で

説明します。 

 

 

① 

② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

⑦ ⑧

⑨ 

⑩ 

⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 
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番号 名前 説明 

① 説明アイコン コンテナの状態について説明分が表示されます。コンテナが準備中や、ドメイン名

が正しく設定できていない場合は、ここに注意分が表示されます。その際は、説明

に従って操作を行ってください。 

② URL コンテナの WEB サービスにアクセスできる URL となります。ドメイン名が設定され

ている場合は、ドメイン名での表記となり、そうでない場合はコンテナサービスの

サブドメインでの表示となります。独自に設定されたドメイン名の場合、DNS の設

定も正しく行われていないと正しくアクセスできません。 

③ SSL の設定 ドメイン名が設定されている場合に限り表示されます。SSL が設定されているかど

うかの表示と、SSL の設定が行えます。 

④ DNS の設定 ドメイン名が設定されている場合に限り表示されます。DNSが設定されているかど

うかの表示と、DNS の設定が行えます。 

⑤ ステータス コンテナの WEB アクセス環境が利用可能かどうかを表示します。「オンライン」とな

っていればアクセス可能で、「オフライン」となっている場合はアクセスができませ

ん。 

⑥ 状況 コンテナの WEB アクセス環境の状況が表示されます。「作成中」や「削除中」など

操作した状況が表示されます。「処理完了」となっていれば正常な状態となりま

す。 

⑦ コンテナの情報 コンテナの各種情報が表示されます。 

⑧ メモの変更 コンテナのメモを変更できます。メモはコンテナを識別、管理するために認識につ

けていただける文字となっています。 

⑨ ～

⑫ 

SSH の情報 コンテナにアクセスできる SSH の情報となります。パスワード変更もここから行え

ます。WEB コンテンツの更新は SSH を経由した SFTP 及び SCP より行っていただ

けます。 

⑬ ～

⑮ 

MySQL の情報 コンテナ内の MySQL の接続情報です。パスワード変更も行えます。 

⑯ コンテナの削除 コンテナを削除する場合、こちらから行います。 
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第６章 ドメイン名の設定 

 

コンテナの WEB サービスにアクセスするためのドメイン名を設定できます。ドメイン名を設定しない場合は、オノコ

ムクラウド・コンテナサービスのサブドメインが設定されます。本章ではドメイン名の設定手順を説明します。本機

能は WEB/DB タイプのコンテナのみの機能となり、メールタイプのコンテナにはございません。 

 

第１節 ドメイン名の設定方法 

 

第１項 ドメイン名の設定 

前章のコンテナの詳細画面内の②より、ドメイン名の設定画面に移動してください。下記のような画面が表示され

ます。ドメイン名を設定される場合、①に設定されたいドメイン名を入力してください。ドメイン名は複数設定が可能

です。１行に１ドメインを記入するようにしてください。ドメイン名の記入が終わりましたら②の「ドメイン名を設定する」

ボタンを押してください。 

 

  

① 

② 
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第７章 DNS の設定 

 

前章で設定したドメイン名でコンテナにアクセスするには、DNS の設定が必要となります。設定方法は２つあり、お

客様で独自に DNS サーバーを用意され、当サービスで指定するレコードを登録いただく方法と、オノコムクラウド・

コンテナサービスの標準 DNS サーバーを利用頂く方法があります。 

 

第１節 標準 DNS サーバーの設定方法 

 

第１項 DNS の設定画面 

前章のコンテナの詳細画面内の④より、DNS の設定画面に移動してください。下記のような画面が表示されます。 

前述のとおり DNSの設定方法には２つの方法があります。コンテナサービスの標準 DNSサーバーを利用される場

合は下記赤枠①を、外部の DNS サーバーを利用する場合は②を選択してください。次に「次へ進む」ボタンを押し

てください。 

 

 

注意事項：コンテナサービスの標準 DNS サーバーを利用するには、お客様所有のドメイン名にて、ネームサーバ

ーを当サービスが指定するサーバーに設定頂く必要があります。すでにドメイン名をご利用中で、他のサービスと

併用して使用されたい場合は、既存で利用されている DNS レコード情報などはコンテナサービスの標準 DNS サー

バーに引き継げませんので、ご注意ください。その場合は、外部の DNS サーバーをご利用ください。 

また、コンテナサービスの標準 DNS サーバーに設定されたいドメイン名が当社マネージド DNS サービス NS53 で

すでに登録されている場合は、同じく登録できません。その場合、NS53 サービスの方でコンテナのレコード情報を

登録してください。 

  

① 

② 
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第２項 レコードの追加 

前項の①を選択した場合、下記のような画面が表示されます。対象のコンテナと登録するドメイン名に間違いがな

ければ「追加する」ボタンを押してください。 

 

 

第３項 DNS サーバーの確認 

登録が完了すると下記の画面が表示されます。対象のドメイン名の DNS サーバーを下記の指定通り変更してくだ

さい。 
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第２節 標準 DNS サーバーの設定削除方法 

 

第１項 DNS の設定画面 

前節の標準 DNS サーバーの設定が完了した後、設定を削除したい場合は、同様に DNS の設定画面を表示してく

ださい。続いて下記赤枠の項目を選択し、「次へ進む」ボタンを押してください。 

 

第２項 レコードの削除 

続いて、赤枠の「削除する」ボタンを押してください。 
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第３節 外部 DNS サーバーの設定方法 

お客様が独自に用意された DNS サーバーに、コンテナサービスを利用するためのレコード設定を確認する方法で

す。 

 

第１項 DNS レコードの確認画面 

 

第１節第１項の選択項目②を選択してください。下記のような画面が表示されます。下記内容の DNS レコードをお

客様ご利用の DNS サーバーに登録してください。 
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第８章 SSL の設定 

 

第６章で設定したドメイン名でのアクセスに、SSL を設定することが可能です。SSL は Let’s Encrypt が利用出来ま

す。詳細な仕様については別途サービス仕様書を参照ください。本章では SSL の設定方法について説明します。

本機能の設定を行うためには第６章と第７章で説明したドメイン名の設定と、DNS の設定が正しく完了し、ドメイン

名でコンテナサービスにアクセスできている必要があります。 

 

第１節 SSL の設定方法 

 

第１項 SSL の設定 

第５章のコンテナの詳細画面内の③より、SSL の設定画面に移動してください。下記のような画面が表示されます。

赤枠の「SSL を設定する」ボタンを押してください。画面上にボタンが表示されない場合は、DNS の設定が正しく行

われていない可能性があります。 
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第２項 SSL の設定削除 

前項で設定した SSL の設定を削除する場合は、同様に第５章のコンテナの詳細画面内の③より SSL の設定画面

に移動してください。下記のような画面が表示されます。SSL の設定を削除するには、赤枠の「SSL を削除する」ボ

タンを押してください。 
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第９章 その他、コンテナ設定 

 

本章ではその他のコンテナに関する設定項目について説明します。 

 

第１節 メモの変更 

 

コンテナには、コンテナ自体を識別、管理するための任意のメモを登録できる機能があります。コンテナの詳細画

面より自由に変更を行えます。 

 

第１項 メモの変更方法 

第５章のコンテナの詳細画面内の⑧より、メモの変更画面に移動してください。下記のような画面が表示されます。

登録されたいメモを赤枠内に記入の上、「変更する」ボタンを押してください。 
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第２節 SSH ユーザのパスワード変更 

 

コンテナに SSH 接続するパスワードを変更します。パスワードは常にシステム側でランダム文字列を生成して、登

録されます。お客様が任意にパスワードを登録することはできませんのでご注意ください。（上級者向けですが、

SSH でログイン後に passwd コマンドで任意に設定頂くことは可能です。） 

 

第１項 SSH ユーザのパスワード変更の方法 

第５章のコンテナの詳細画面内の⑫より、SSH のパスワード変更画面に移動してください。下記のような画面が表

示されます。続いて「変更する」ボタンを押してください。 
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第３節 MySQL ユーザのパスワード変更 

 

コンテナ内のMySQLの接続パスワードを変更します。パスワードは常にシステム側でランダム文字列を生成して、

登録されます。お客様が任意にパスワードを登録することはできませんのでご注意ください。また、MySQL のパス

ワードを変更されますと、プレインストールされている EC CUBE、WordPress、その他お客様が独自に設置されて

いる MySQL へのアクセスがあるプログラムがある場合、MySQL へ接続出来なくなります。その場合、お客様が手

動にて設定ファイルを変更頂く必要があります。 

 

第１項 MySQL ユーザのパスワード変更の方法 

第５章のコンテナの詳細画面内の⑭より、MySQL のパスワード変更画面に移動してください。下記のような画面が

表示されます。続いて「変更する」ボタンを押してください。 
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第１０章 コンテナの削除 

 

本章ではコンテナの削除について説明します。 

 

第１節 コンテナの削除 

 

コンテナが不要になった場合は、削除することができます。 

 

第１項 コンテナの削除方法 

第５章のコンテナの詳細画面内の⑯より、コンテナの削除画面に移動してください。下記のような画面が表示され

ます。続いて、「削除する」ボタンを押してください。 
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第１１章 アカウント情報 

 

第１節 アカウント情報の概要について 

 

アカウント情報では、お客様の登録情報や、課金クレジットカード情報、課金情報などが確認できます。一部メニュ

ーは保守プランによって、当メニューより確認及び変更することができない場合があります。 

 

 アカウント登録情報 

 登録情報（お客様の登録情報の確認と変更が行えます。） 

 クレジットカード情報（課金用のクレジットカード情報の確認と変更が行えます。） 

 課金速報（課金の速報が確認できます。） 

 請求書（請求書が確認できます。） 

 利用明細（利用明細を確認できます。） 

 支払い履歴（支払い履歴を確認できます。） 

 

第２節 登録情報 

お客様の情報が確認及び変更できます。本機能は保守プラン「ビジネス」に加入頂くと、アカウント情報の確認と変

更のみが可能です。ユーザ情報に関しましては、オノコムクラウドのポータルサイトで一括管理となり、コンテナサ

ービス上からは確認と変更が行えませんのでご注意ください。 

 

第１項 登録情報の確認 

アカウント情報のメニューより、登録情報を選択してください。下記のような画面が確認できます。 

 

① 
②

③ 

① 
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第２項 ユーザ情報の変更 

第１項①を選択すると、ユーザ情報の変更ができます。下記のような画面が表示されます。ユーザ情報は請求対

象及び契約約款に基づく契約対象者の情報となります。各項目記入の上、「変更する」ボタンを押してください。 

 

 

第３項 メールアドレスの変更 

第１項②を選択すると、メールアドレスの変更ができます。下記のような画面が表示されます。メールアドレスはオ

ノコムクラウド・コンテナサービスからの通知メールの宛先となり、マネージメントコンソールへのログインユーザ ID

にも使用されます。各項目記入の上、「変更する」ボタンを押してください。 
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第４項 パスワードの変更 

第１項③を選択すると、パスワードの変更ができます。下記のような画面が表示されます。パスワードはオノコムク

ラウド・コンテナサービスのマネージメントコンソールへのログインパスワードとなります。各項目記入の上、「変更

する」ボタンを押してください。 
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第３節 クレジットカード情報 

課金に利用するクレジットカード情報が確認及び変更できます。本機能は保守プラン「ビジネス」に加入頂くと、確

認と変更が行えませんのでご注意ください。 

 

第１項 クレジットカード情報の確認 

アカウント情報のメニューより、クレジットカード情報を選択してください。下記のような画面が確認できます。 

 

 

第２項 新しいクレジットカードを追加する 

新しいクレジットカード情報を追加する場合、第１項の①を選択してください。下記のような画面が表示されます。

各項目記入の上、「追加する」ボタンを押してください。 

 

  

①

② 
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第３項 クレジットカード情報の編集 

既存のクレジットカード情報を編集する場合、第１項の②を選択してください。下記のような画面が表示されます。

各項目記入の上、「変更する」ボタンを押してください。また、カード情報を削除する場合は「このカード情報を削除

する」ボタンを押してください。 
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第４節 課金速報 

利用中のコンテナサービスの課金情報が速報で確認できます。速報情報はあくまでも予測値となり、正式な請求

金額とは異なります。課金の詳細などについては別途サービス仕様書を参照してください。 

 

第１項 課金速報の確認 

アカウント情報のメニューより、課金速報を選択してください。下記のような画面が確認できます。 
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第５節 請求書 

請求書が確認できます。本機能は保守プラン「ビジネス」に加入頂くと、確認が行えませんのでご注意ください。 

 

第１項 請求書の確認 

アカウント情報のメニューより、請求書を選択してください。下記のような画面が確認できます。 

 

 

第２項 請求書の内容を確認する 

請求書の内容を確認する場合、第１項の赤枠内で対象の日付を選択してください。下記のような画面が表示され

ます。 
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第６節 利用明細 

利用明細が確認できます。 

 

第１項 利用明細の確認 

アカウント情報のメニューより、利用明細を選択してください。下記のような画面が確認できます。 

 

 

第２項 明細内容を確認する 

明細内容を確認する場合、第１項の赤枠内で対象の日付を選択してください。下記のような画面が表示されます。 
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第７節 支払い履歴 

支払い履歴が確認できます。本機能は保守プラン「ビジネス」に加入頂くと、確認が行えませんのでご注意くださ

い。 

 

第１項 支払い履歴の確認 

アカウント情報のメニューより、支払い履歴を選択してください。下記のような画面が確認できます。 

 

 

第２項 支払い履歴の内容を確認する 

支払い履歴の内容を確認する場合、第１項の赤枠内で対象の日付を選択してください。 
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第１２章 プレインストール版のアプリケーション設定 

 

アプリケーションタイプのコンテナには、予め WordPress、EC CUBE 等が初期設定前の状態で設置されています。

実際に使い始めるまでには WordPress 及び EC CUBE の初期設定を行う必要があります。次に初期設定方法につ

いて説明をします。 

 

第１節 プレインストール版 WordPress の設定 

 

WordPress タイプのコンテナを作成後に、URL にアクセスを行うと次項のような画面が出てきます。ドメイン名を独

自に設定されている方は、DNS の設定が正しく行われていることが必要となります。また、SSL を用いて公開され

たい場合は、初期設定を行う前に SSL 設定を完了させて、初期設定画面は SSL 経由にてアクセスしてください。 
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第１項 初期設定画面その１ 

 

下記画面が表示されたら、赤枠のサイトのタイトル、ユーザ名、パスワード、メールアドレスを入力してください。ユ

ーザ名とパスワードは WordPress の管理画面にログインするために必要なものとなります。最後に「WordPress を

インストール」ボタンを押してください。 
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第２項 初期設定画面その２ 

 

インストールが正しく完了しますと、下記の画面となります。続いて「ログイン」ボタンを押してください。 
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第３項 初期設定画面その３ 

 

ログイン画面が表示されます。第１項で入力したユーザ名とパスワードを入力して、「ログイン」ボタンを押してくだ

さい。管理画面が表示されます。 
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第４項 トップページの確認 

 

さらに、管理画面よりログアウトし、トップページを確認した場合、下記のようなページが表示されていれば初期設

定は完了です。 
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第２節 プレインストール版 EC CUBE の設定 

 

EC CUBE タイプのコンテナを作成後に、URL にアクセスを行うと次項のような画面が出てきます。ドメイン名を独自

に設定されている方は、DNS の設定が正しく行われていることが必要となります。また、SSL を用いて公開された

い場合は、初期設定を行う前に SSL 設定を完了させて、初期設定画面は SSL 経由にてアクセスしてください。 

 

第１項 初期設定画面その１ 

 

下記画面が表示されたら、赤枠の「次に進む」ボタンを押してください。 
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第２項 初期設定画面その２ 

 

下記画面が表示されたら、同じく赤枠の「次へ進む」ボタンを押してください。 
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第３項 初期設定画面その３ 

 

下記画面が表示されたら、赤枠の「あなたの店名」、「メールアドレス」、「管理画面ログイン ID」、「管理画面パスワ

ード」、「管理画面のディレクトリ名」を入力してください。SSL 経由からのアクセスのみに制限されたい場合は、オノ

コムクラウド・コンテナサービスの SSL を設定の上、SSL 経由で初期設定画面にアクセスしてください。その上で、

「サイトへのアクセスを、SSL（https）経由に制限します」チェックを有効にしてください。最後に「次に進む」ボタンを

押してください。 
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第４項 初期設定画面その４ 

 

下記画面が表示されたら、赤枠の「パスワード」に MySQL のパスワードを入力する必要があります。オノコムクラ

ウド・コンテナサービスのコンテナの詳細画面より、MySQL のパスワードを確認いただき、その内容を入力してくだ

さい。最後に「次へ進む」ボタンを押してください。 

 

 

以下はコンテナの詳細画面です。（下記画面のパスワードは例です。実際に確認されたパスワードを入力くださ

い。） 
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第５項 初期設定画面その５ 

 

下記画面が表示されたら、赤枠の「次に進む」ボタンを押してください。 

 

 

  



オノコムクラウド・コンテナサービス操作説明書 

50 / 64 

第６項 初期設定画面その６ 

 

下記画面が表示されたら、同じく赤枠の「管理画面を表示」ボタンを押してください。 
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第７項 初期設定画面その７ 

 

下記画面が管理画面のログインページとなります。初期設定で入力したログイン ID とパスワードを入力の上、ログ

インしてください。 
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第８項 トップページの確認 

 

さらに、管理画面よりログアウトし、トップページを確認した場合、下記のようなページが表示されていれば初期設

定は完了です。 
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第１３章 SSH でのコンテンツ更新手順 

 

本章では、SSH によってコンテナに接続する方法及び、コンテンツファイルのアップロード方法などを説明します。

メールタイプのコンテナには SSH 接続が行えませんのでご注意ください。 

 

第１節 PuTTY での接続 

 

PuTTY は、Simon Tatham 氏によって作成された、MIT License（オープンソースソフトウェア）の Win32 用 

Telnet/SSH クライアントです。下記 URL よりダウンロードできます。本体は「putty.exe」ファイルとなりますので、下

記 URL よりダウンロードしてください。本節では PuTTY によるコンテナへの SSH 接続までを説明します。PuTTY の

使用に際しては、PuTTY が MIT License のオープンソースソフトウェアであることをご理解の上、ご使用ください。ま

た、当社では SSH の操作方法及び PuTTY 自体のサポートは行えませんので予めご了承ください。本節の説明で

は Windows10 での操作を想定しています。 

 

URL：http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

 

第１項 PuTTY の起動 

 

ダウンロードした PuTTY のファイルを任意のフォルダに保存の上、putty.exe ファイルをダブルクリックしてくださ。 

 

下記のような画面が起動することを確認してください。 
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第２項 接続パラメータの入力 

 

下記画面が表示されたら、赤枠の「Host Name」と「Port」欄に、オノコムクラウド・コンテナサービスのコンテナの詳

細画面より確認できた、「SSH アドレス」、「SSH 接続ポート番号」の内容を入力してください。最後に「Open」ボタン

を押してください。 

 

 

 

下記がコンテナの詳細画面になります。 
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第３項 ログイン認証 

 

次に接続時に下記の画面が表示されますので、それぞれ赤枠の「login as」、「password」欄に、オノコムクラウド・コ

ンテナサービスのコンテナの詳細画面より確認できた、「SSH ユーザ名」、「SSH パスワード」の内容を入力してくだ

さい。最後にリターンキーを押してください。 

 

 

 

下記がコンテナの詳細画面になります。 
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第４項 ログイン完了 

 

下記画面のようになりますと、ログイン成功です。 
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第２節 WinSCP での接続 

 

WinSCP は、Martin Přikryl 氏によって作成された、GPL License（オープンソースソフトウェア）の Win32 用 

SCP/SFTP クライアントです。下記 URL よりダウンロードできます。本体は下記 URL よりダウンロードしてください。

本節では WinSCP によるコンテナへの接続とファイルのアップロードまでを説明します。WinSCP の使用に際しては、

WinSCP が GPL License のオープンソースソフトウェアであることをご理解の上、ご使用ください。また、当社では

WinSCP の操作方法及び WinSCP 自体のサポートは行えませんので予めご了承ください。本節の説明では

Windows10 での操作を想定し、WinSCP のイントールランゲージは日本語を想定しています。 

 

URL：https://winscp.net/eng/download.php 

 

第１項 WinSCP の起動 

 

ダウンロードした WinSCP のインストールを行ってください。インストール手順については本書では省略致します。イ

ンストールが完了したら、下記のようなショートカットをダブルクリックしてください。 

 

 

 

第２項 WinSCP の起動 

 

下記のようなダイアログ画面が表示されます。 
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第３項 接続パラメータの入力 

 

下記画面が表示されたら、赤枠の「転送プロトコル」を「SFTP」を選択し、「ホスト名」、「ポート番号」「ユーザ名」「パ

スワード」欄に、オノコムクラウド・コンテナサービスのコンテナの詳細画面より確認できた、「SSH アドレス」、「SSH

接続ポート番号」、「SSH ユーザ名」、「SSH パスワード」の内容を入力してください。最後に「ログイン」ボタンを押し

てください。 

 

 

 

下記がコンテナの詳細画面になります。 
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第４項 接続パラメータの入力 

 

下記のような画面が確認できればログイン完了です。 
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第５項 ファイルのアップロード 

 

コンテナ側のドキュメントルート（Web サイトに公開されるディレクトリ）は、「/var/www/html」ディレクトリとなります。

WEB サイトに公開するコンテンツファイルのアップロードを行うに際しては、ホームディレクトリより「/var/www/html」

ディレクトリへ移動してください。（赤枠の「html」ディレクトリをダブルクリックします。） 

 

 

続いて左辺ウィンドウがローカルコンピュータとなりますので、アップロードしたいファイルをドラッグし、右辺ウィンド

ウにドロップするとファイルをアップロードできます。 
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第１４章 メールタイプコンテナについて 

 

本章ではメールタイプのコンテナの管理画面へのアクセス方法について説明します。メールタイプのコンテナは、

WEB/DB タイプのコンテナとは異なり、SSH や SCP 等でのアクセスが行えません。また、メールアドレスの操作に

ついては、別途メール管理画面が存在します。メール管理画面自体の操作方法については、別紙メール管理画面

操作手順書にて説明をします。 

 

第１節 メール管理画面へのアクセス方法 

 

第１項 メールタイプのコンテナの作成について 

 

メールタイプのコンテナの作成方法は、第 3 章のコンテナ作成方法と同様です。但し、ドメイン名の設定は必須とな

ります。該当の章を確認してください。 
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第２項 メールタイプのコンテナの詳細画面 

 

下記がメールタイプのコンテナの詳細画面になります。メール管理画面にアクセスするには、赤枠の「管理画面

URL」にブラウザでアクセスするか、「ログインする」ボタンを押してください。「ログインする」ボタンには、ユーザ名

とパスワードをメール管理画面に送信し、ログインが行えます。 
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第３項 メール管理画面 

 

ブラウザで前項の管理画面 URL にアクセスをした場合、下記のような画面が表示されます。「ユーザ名」、「パスワ

ード」欄に、コンテナの詳細画面にある「ユーザ名」、「パスワード」を入力してください。最後に「ログイン」ボタンを

押してください。 

 

 

 

下記がコンテナの詳細画面となります。 
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第４項 メール管理画面（ログイン後） 

 

前項のログイン画面でログインをした場合、又はコンテナの詳細画面で「ログインする」ボタンを押した場合、下記

の画面が表示されます。メール管理画面の操作説明自体は別紙にてご説明となりますので、別紙参照ください。 

 

 

 

以上 


