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本書では、既にお持ちのドメイン名で
スマートコネクト マネージドサーバ（以下、マネージドサーバ）を

 ご利用いただくために必要なお手続きや注意点をご案内しています。 

※本書の内容については変更する可能性がございます。最新版については、Webでご確認ください。
http://support.mngsv.jp/uploads/pdf/ikou.pdf

「マネージドサーバ簡単サーバ移行ガイド」のご利用にあたり、以下の情報をご確認ください。 

マネージドサーバのその他サポートツール

マネージドサーバに関するお問い合わせ先

0120-194238
※受付は平日10:00～12:00/13:00～18:00となっております。 音声案内により各担当にお繋ぎいたします。

※迅速に対応させていただくため、ご契約者さまはお客さま番号をご記入いただきますようお願いいたします。

※迅速に対応させていただくため、ご契約者さまはお客さま番号をご記入いただきますようお願いいたします。

◎電話によるお問い合わせ

◎ホームページによるお問い合わせ

◎Eメールによるお問い合わせ
サービス導入をご検討いただいているお客さま

既にサービスをご利用いただいているお客さま

サービス導入をご検討いただいているお客さま

既にサービスをご利用いただいているお客さま

●お客さまドメイン名
●お客さまドメイン名の管理事業者
　　　
●現在のサーバの運営場所
●他社レンタルサーバの契約書類
●マネージドサーバ開通通知

マネージドサーバでご利用予定のお客さまドメイン名
現在お客さまドメイン名の維持管理を行っている事業者
　　　
自社（自宅）に設置、または他社のレンタルサーバを利用など
他社レンタルサーバのご契約時に発行された契約書類
マネージドサーバ開通時に送付させていただいたメール

※ドメイン名取得（更新）時のメールや契約書に記載されています。

※ご契約後の方のみご用意ください。

info@mngsv.jp

support@mngsv.jp

https://form.mngsv.jp/Info/index.cgi

https://form.mngsv.jp/Support/index.cgi

ご利用マニュアルをホームページで閲覧！オンラインマニュアル

ユーザーサポートサイト
サービスの使い方について詳細に説明しているご利用マニュアルをホームページ上にご用意しています。
http://support.mngsv.jp/

サーバ移行時の重要チェックポイント

ドメイン名をお持ち込みいただく場合の
重要なチェックポイントをまとめました。

他社レンタルサーバ契約の解約方法について

移行にあたって、現在ご利用中のサービス内容と「マネージドサーバ」のサービスを確認しましょう。

移行にあたって

移行後のトラブル防止や移行作業をスムーズに行うために、現在ご利用中のサービス（サーバ）の状態と
マネージドサーバのサービス内容について以下の項目をチェックしましょう。

他社レンタルサーバから移行される場合、契約内容や解約の手続きについて
以下の点を現在ご利用中のサーバ提供事業者へ確認しておきましょう。
●契約期間（1年契約などの場合、残りの契約期間がどの程度あるのか）
●解約の申請方法
●解約の申請からサーバが実際に停止するまでの期間

お客さまのドメイン名について
お客さまドメイン名の現在の状況について確認しておきましょう。

お客さまドメイン名の移行手続きについて

●ドメイン名の名義
●ドメイン名を管理しているDNSサーバの情報
●ドメイン名の維持管理を行っている事業者

1

1

マネージドサーバでは他社レンタルサーバの移行と合わせて、右
記のドメイン名については、当社へドメイン名の維持管理も移行
することができます（指定事業者変更・レジストラ変更）。現在の
ドメイン名の維持管理を行っている事業者にドメイン名を移行す
る手続きについて確認しておきましょう。

ご利用ドメイン名のアクセス切り替え後の旧サーバへのアクセス方法について
DNSサーバ切替後（→P3参照）も、しばらくはEメールが旧サーバに届くことがあります。しかし切替後は旧サーバに対
してはドメイン名でのアクセスができなくなります。ドメイン名以外でのアクセス方法について現在ご利用中のサーバ
提供事業者へ確認しておきましょう。

現在使っている機能やプログラムについて
現在のサーバでご利用中のホームページ機能やメール機能が、マネージドサーバで利用できるか（また代替機能が
あるか）、各種プログラム（CG I、PHPなど）のバージョンや利用環境（サーバ仕様）に問題はないか、などについて
確認しておきましょう。

.com、.net、.org、.info、.biz、.mobi

必ずCHECK!

.jp

.jp、



サーバの移行のしくみについて確認しましょう。2

移行のしくみ

ドメイン名を運用する上で必ずと言っていい程、「DNS（ディ・
エヌ・エス）サーバ」という言葉を耳にします。本書でもDNSサ
ーバという言葉が頻繁に登場してきます。ドメイン名を利用す
る上で必要不可欠なDNSサーバの役割とWebサイトへアクセ
スするときのしくみを理解し、安心してドメイン名の移行を行
えるように準備しておきましょう。

インターネットの世界ではサーバ（Webサーバやメールサーバなど）へアクセス
するにはそのサーバのIPアドレスがわからないとアクセスすることが出来ません。
でもホームページやEメールを使うのに毎回IPアドレスを入力していたのでは
覚えるのも大変です。そこでドメイン名の登場です。そのドメイン名とIPアドレ
スの対応表を管理するためのサーバがDNSサーバです。

DNSサーバの役割やホームページへアクセスができるしくみについては理解いただけたでしょうか。
次に実際に、お客さまドメイン名のEメールやホームページのアクセスを現在ご利用中のサーバからマネージドサーバへ切り替える方法をご説明し
ます。ドメイン名でアクセスするためにはDNSが管理しているIPアドレス対応表が必要になることはご理解いただいていると思います。
　 メルボルンIT（レジストラ）に登録されているお客さまドメイン名を管理する対応表を持っているDNSを変更するか、または　　お客さまドメイン
名を管理しているDNSサーバの持っている対応表を変更することで、ドメイン名でアクセスされるサーバを変更（以降「DNSサーバ切替」）できます。

DNSサーバの役割について

ホームページへアクセスするしくみ

お客さまドメイン名を管理するDNSサーバ

ドメイン名を調べるためのDNSサーバ

nttsmc.comドメイン名を管理している
DNSサーバの情報が登録されています。

ブラウザソフトでアクセスしたい
URLを入力します。
http://www.nttsmc.com

www.nttsmc.com
IPアドレスがわかりません。

上位のDNSサーバ（メルボルンIT）に
nttsmc.comドメイン名を
管理しているDNSサーバの情報を
確認します。

nttsmc.comドメイン名を
管理しているDNSサーバの情報を
教えます。
 ・ns.mcnet.ad.jp
 ・ns2.mcnet.ad.jp

ns.mcnet.ad.jpへ
www.nttsmc.comの
IPアドレスを確認します。

www.nttsmc.comの
IPアドレスは
192 . X . X . X

IPアドレスがわかり、該当のサーバへ
アクセスしHPを見ることが出来ます。
http://www.nttsmc.com

メルボルンIT
（レジストラ）のDNSサーバ

対応表を持っています。
www.nttsmc.com
192 . X . X . X

www.nttsmc.com
のサーバで、IPアドレスは
192 . X . X . X

サーバ移行のしくみ

サーバ移行の具体的な例として上図でホームページのアクセスがどのように変わるかをご説明します。

　  メルボルンIT（レジストラ）のDNSに登録されている、お客さまドメイン名のDNS情報の変更を行います。
例えば、他社レンタルサーバでご利用のDNS情報から当社のDNS情報に変更します。

上記の　　、　　の段階で　  プロバイダのDNSが　　メルボルンIT（レジストラ）にお客さまドメイン名を管理している
DNSの情報を変更すると、他社レンタルサーバのDNS情報ではなく、新しい当社のDNS情報を返答してきます。

　　プロバイダのDNSは当社のDNSサーバに確認を行い、当社DNSが整理しているIPアドレス対応表から新しいマネージドサーバの
IPアドレスを返答し、ホームページのアクセスが旧サーバからマネージドサーバへ切り替わります。

サーバ移行時の重要チェックポイント1

DNSサーバ切替を行う前にサーバ移行にあたっての準備と確認を行いましょう。3

サーバ移行の準備

移行後もしばらくは旧サーバとマネージドサーバを並行運用するようにしましょう。4

並行運用期間

DNSのキャッシュとは

サーバの準備を行わずに切り替えを行ってしまうと
マネージドサーバにEメールが届いたとしてもメールアドレスがないためエラーメールが送信元に戻ります。

マネージドサーバにホームページのアクセスがあったとしても、データがないためエラー表示となります。

お持ち込みいただくドメイン名で既にホームページ、メールをご利用の場合、DNSサーバ切替前にサーバ設定やドメイン設定を行った後、下記
の設定作業を必ず実施してください。

メールアカウント（ユーザID）の登録1

メールアカウントで利用しているユーザIDの登録を行います。
例）「abc@お客さまドメイン名」というメールアドレスを利用している場合、「abc」がユーザIDとなります。

Webコンテンツを転送2

WebコンテンツをFTPを利用して転送します。また、転送後、ブラウザからテスト用ドメイン名へ
アクセスし転送したホームページが正常に表示、動作していることを確認してください。

各種プログラム（CGIやPHPなど）の動作確認3

CGIやPHPをご利用の場合、設置したプログラムが正常に動作していることを確認してください。

POINT2のサーバ移行のしくみのとおり、メルボルンITやレジストラに登録されているDNS情報を変更
して切り替えを行います。DNSの情報はしくみ上（DNSのキャッシュにより）切替後も1～2週間程度は
旧サーバかマネージドサーバのどちらかのサーバにEメールが届いたり、どちらかのサーバのホームページ
にアクセスされる状態が発生します。そのため、完全にマネージドサーバにアクセスが集まるようにな
るまでしばらくの間（1～2週間程度）は2台のサーバを並行運用でご利用いただき、この間はメールソフト
には旧サーバとマネージドサーバ両方からEメールを受信するように設定してください。また旧サーバ
へEメールが届かなくなったことを確認した後、旧サーバを停止（解約）するようにしてください。

ホスト名を調べるためのプロバイダなどが提供しているDNSサーバでは、一度問い合わせた対応結果を
一時的に保持するしくみになっており、これをDNSのキャッシュと呼びます。DNSのキャッシュ情報が更新
される頻度はサーバ毎に異なり、メルボルンITやレジストラのDNS情報を変更しても、キャッシュを持っ
ているDNSサーバに問い合わせすると切替前のIPアドレスを教えてしまう現象があります。

E メー ル で 起こる問 題

ホームページで起こる問題

マネージドサーバに配送されたEメールは受信できますが、DNSのキャッシュにより旧サーバに届けようとしたEメールは
送信先サーバを失いエラーメールが送信元に戻ります。

E メー ル で 起こる問 題

マネージドサーバへアクセスされた場合、ホームページは正常に表示されますが、DNSのキャッシュにより旧サーバに
アクセスがあった場合、ホームページはエラー表示となります。

ホームページで起こる問題

Webコンテンツを
転送

マネージドサーバ

マネージドサーバ
※新サーバは
　サーバ名で
　指定してください。

注意！サーバ移行の準備をしておかないと・・・

注意！並行運用期間を設けていないと・・・

P.2
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お客さまのサーバ移行スケジュール2

サーバを移行するスケジュールの流れをご確認いただき、
お客さまご自身のサーバ移行スケジュールを立てましょう。

移行のスケジュールは以下のような流れとなります。解約の方法やサーバ停止のタイミング、
移行準備期間を把握した上で無理のない移行スケジュールを立てるようにしましょう。
一般的にはサーバの開通から移行完了まで1ヶ月程度必要になります。

※1.

※2.
※3.

当社にてドメイン名の指定事業者/レジストラ変更を行う場合は、ドメイン名の管理が当社に移行してからの作業となります。
指定事業者/レジストラ変更は現在管理している事業者の作業が発生します。そのため変更には1～2週間程度必要となる場合もございます。
旧サーバの解約手続きはマネージドサーバへ移行作業を行いコンテンツの動作や各種機能が正常に利用できることを確認した後に行ってください。
旧サーバ停止は　  （DNSサーバ切替）の後となるようなスケジュールで旧サーバの解約手続きを行ってください。

例：ドメイン新規取得申込（gTLD）、サイボウズライセンス購入を申し込んだ場合。

サービス

基本サーバ（追加）

ご提供までの期間

概ね1時間以内

概ね30分以内
サーバ拡張
オプション

ドメイン関連
オプション

SSL関連
オプション

アプリケーション
オプション

閉域網接続
オプション

ロードバランサオプション

プラン変更　※

6営業日～翌月末までの指定日ディスク容量拡張　※

SSLオプションの作業日に従うグローバルIPアドレス追加

即時ドメイン名代行申請

8営業日程度属性型JPドメイン名

4営業日程度gTLD/sTLDドメイン名

4営業日程度汎用JPドメイン名

指定事業者・レジストラ変更
α：取得済みドメイン名を他ドメイン名管理事業者から当社に移行するのに要する日数です。

現在のドメイン名管理事業者によって異なります。

3営業日+α属性型JPドメイン名

3営業日+αgTLD/sTLDドメイン名

3営業日+α汎用JPドメイン名

3営業日程度DNS設定

7営業日程度SSL対応

8営業日程度グローバルサイン　クイック認証SSL

10営業日程度セコムパスポートforWeb　企業認証SSL

即時Active!mail

5営業日程度
（ライセンスの送付は10営業日程度）

サイボウズインストール

5営業日～翌月末までの指定日ロードバランサ

25営業日以降の指定日閉域網接続

個別１/４ラック

25営業日以降の指定日個別１/８ラック

共用ラック

5営業日以降の指定日閉域網接続NATオプション

※作業に伴い、再起動が発生いたします。再起動中はサーバをご利用いただけませんので、ご利用に支障のない日時をご指定ください。
　（選択できる日時は、土日祝日、年末年始を除く日の 10:00～12:00、13:00～15:00、15:00～17:00 です。）
※都合により、ご依頼いただいた作業日時の変更をする場合がございます。
※所要日数については変更する可能性がございます。最新の日数については、Webをご確認ください。

コントロールパネルから申し込んだ場合のご提供までの所要日数

オプションを申し込まれる場合は、以下の所要日数が目安としてかかります。オプションを申し込まれる方は、
この日数を把握した上で無理のないスケジュールを立てるようにしましょう。

オプション開通までの所要日数

サーバー（仮想専用タイプ）
プランA

コントロールパネル

ドメイン新規取得申込（gTLD）

サイボウズOffice
インストール作業

サイボウズOffice
ライセンス購入

4営業日程度

5営業日

10営業日

開通通知の到着後、コントロールパネル
より、オプションサービスの申し込み

▲お申込み/開通(即日)

▲お申込み/開通(即日)

切替前 切替後

マネージドサーバへ移行

マネージドサーバ
で運用

マネージドサーバの移行準備

マネージドサーバの
サーバ追加
(サーバ契約開始)

コントロールパネル
のご利用開始

マネージドサーバの動作確認
2

3

4

6

5 8

1

7 9

切替前 切替後

マネージドサーバへ移行

マネージドサーバ
で運用

マネージドサーバの移行準備

マネージドサーバの
サーバ追加
(サーバ契約開始)

コントロールパネル
のご利用開始

マネージドサーバの動作確認
2

3

4

6

5 8

1

7 9

マネージドサーバの契約開始日 43 72
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お客さまにてコントロールパネル契約の申し込み後、サーバ追加を実施して頂く必要がございます。
サーバ追加は、仮想専用タイプは即日、物理専用タイプは5営業日で開通されます。
サーバが開通しましたら、コントロールパネル契約時に登録された「サービス利用責任者」欄に記載されたメールアドレス
宛てに、開通通知メールをご案内させていただきます。メールを送信させていただいた日より、ご利用開始となります。

WebコンテンツをFTPで転送後、テスト用ドメイン（×××.mngsv.biz）にて、公開コンテンツが正常に動作することの
確認を行ってください。

本手順は全てのお客さまに必要な共通設定の手順となります。本ページの共通設定を実施後、各お客さまの移行パターンに合わせて、

P9～P12をご参照ください。

作業の流れ

マネージドサーバのご利用開始

Web公開コンテンツの確認

引き続き、お客さまのパターンに合わせて移行手続きを進めてください。

パターン1の方は
P9へ

パターン2の方は
P10へ

パターン3の方は
P11へ

パターン4の方は
P12へ

当社作業

サーバ設定

共通設定の手順4 0

お客さま作業

お客さま作業お客さま作業

サポートサイトの「サーバ移行方法」には、手順の詳細な画面イメージも掲載しています。
併せてご覧ください。

当社

当社

コントロールパネルから、基本的なサー
バ設定やネットワーク設定を、お客さま
に合わせて実施してください。
（例）サーバファイアウォール設定、ディ
スク容量の管理設定など

ドメイン設定
コントロールパネルから、ドメインの設定
を実施してください。
また、設定したドメインに加え、Webコン
テンツの内容をご確認いただくためのテ
スト用ドメインがご利用いただけます。

 お申し込みについて

●本サービスは、サーバお申込書（紙）もしくは、コントロールパネルによるお申し込みとなります。

●オプションのお申し込み・解約は、コントロールパネルからお申し込みいただけます。

●ドメイン新規取得申請およびドメイン設定はサーバ開通後、コントロールパネルから行います。

●解約はコントロールパネルから申請を行います。17時までの申請は、申請日付けでの解約が可能です。

 お試し期間について

●お試し期間は、お客さまの本サービス利用における1台目のサーバにのみ適応となります。

●お試し期間は、サーバ開通日から14日間、基本プランの月額料金（日割り）および初期料金のみが無料になるものです。

●お試し期間終了までに解約のお申し込みがない場合には、そのまま本サービス利用に移行し、月額料金、初期料金の課金が開始されます。

●お試し期間中にプラン変更されますとお試し期間は終了となり、プラン変更後の月額料金、初期料金の課金が開始されます。

●お試し期間中の有料オプションのお申し込みは可能ですが、無料の対象とはならず、お試し期間中の解約であっても課金されます。
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1

2 3

4

P.12へP.11へ

P.8へP.8へ P.8へ P.8へ

P.10へP.9へ

お客さまのサーバ移行パターンの確認3
当社DNSサーバをプライマリとしてご利用されるかどうかや、当社へドメイン名の維持管理をご依頼されるかどうかによって、

移行手順が異なります。

お客さまのサーバ移行パターンを本チェックシートで確認し、お客さまにあった移行手順の案内ページへ進んでください。

当社DNSサーバをプライマリとしてご利用の有無をご確認後、「乗り換えチェックシート」にご記入ください。

当社DNSサーバをプライマリ
として利用する

当社DNSサーバをプライマリ
として利用しない

1

当社へのドメイン名の維持管理ご依頼の有無をご確認後、「乗り換えチェックシート」にご記入ください。2

上記STEP1～STEP2の番号の組み合わせで指定のページに進んでください。

パターン1 パターン2 パターン3 パターン4

3

ドメイン名の維持管理とはドメイン名管理団体
（メルボルンITやレジストラ）へ更新費用を支払
ったり、ドメイン名に登録されている情報の変更
などの作業を行うことです。「ドメイン名維持管理
を依頼する」を選択されると、これらの作業を当社
で代行します。「ドメイン名維持管理を依頼しな
い」を選択されると、これらの作業はお客さま自身
で行っていただくことになります。

ドメイン名維持管理の
依頼とは？

乗り換えチェックシート

プライマリDNSとは、ドメインを管理するDNSサ
ーバのうち、メインのサーバとなります。セカンダ
リDNSとは、障害対策や負荷分散のために用意
するサブのDNSサーバとなります。
当社では、以下3パターンのドメイン名のDNSサ
ーバの設定パターンを選択できます。

プライマリDNS、セカ
ンダリDNSとは？

【A】パターン
　プライマリDNS：当社
　セカンダリDNS：当社
【B】パターン
　プライマリDNS：お客さま
　セカンダリDNS：当社
【C】パターン
　プライマリDNS：お客さま
　セカンダリDNS：お客さま

●

●

●

●

●

●

●

●

●

お申し込み時の注意点
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本手順は・・・
◎プライマリ・セカンダリともにお客さまのDNSサーバを利用する。または、プライマリは当社、セカンダリはお客さまのDNSサーバを利用する
◎ドメイン名の維持管理は現在管理をしている事業者から当社へ指定事業者/レジストラ変更し、維持管理は当社に依頼する
というお客さまの手順となります。

再度ご確認ください

サポートサイトの「サーバ移行方法」には、手順の詳細な画面イメージも掲載しています。
併せてご覧ください。

当社

●レジストラ変更のお申し込みについては、お客さまに実施していただく作業もございます。
●移行手順についてご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0120‐194238までお問い合わせください。

お客さまがお持ちのドメイン名の維持管理委託先を、他事業者から当社へ変更する申請をしていただきます。
　 コントロールパネルより、「指定事業者・レジストラ変更」のお申し込みを行ってください。

作業の流れ

レジストラ変更のお申し込み
1

お客さま作業

お客さまの①のお申し込みに基づき、当社よりレジストラに移管申請を行います。
　 申請ドメインの種類によって、移管申請手続きに際して、お客さまに実施していただく作業もございます。
　（P13をご確認ください）

ドメイン維持管理の移管申請

2

レジストラ変更完了後、当社からお客さまへ「指定事業者/レジストラ変更完了通知」メールをお送りします。
　 ①のレジストラ変更のお申し込みより、概ね5営業日程度で届きます。（②のお客さま作業やレジストラ作業により前後いたします）

指定事業者/レジストラ変更完了通知
当社3

DNSサーバ設定パターンや、Webやメールを利用する
サーバをご指定していただきます。
　 コントロールパネルより「DNS設定」の申請を行ってください。
　（翌営業日以降の指定日で申請が行えます）

DNS設定のお申し込み

4-1

お客さま作業

お客さまの④のお申し込みに基づき、当社DNS設定を実施します。
レジストラデータベースのDNS設定情報の更新申請を行います。
※DNS情報の更新の申請は当社にて行いますが、DNSの更新は
メルボルンITまたはレジストラが行います。（48時間以内）

DNS設定/WHOIS情報変更

当社5

DNS設定完了通知後、お客さまでDNS設定変更を
実施していただきます。

プライマリDNS設定
7

当社作業

当社作業

お客さまでDNSサーバの設定を
行ってください。

DNS設定変更作業
4-2

お客さま作業

旧サーバとマネージドサーバを並行運用してください。
並行運用期間8

旧サーバにアクセスできなくなったことを確認し、旧サーバの解約を行ってください。
旧サーバのご解約9 お客さま作業

お客さま作業

1

1 2

4

当社DNS利用＋ドメイン維持管理
（他社⇒当社）の手順4 1

本手順は・・・
◎プライマリ・セカンダリともに当社のDNSサーバを利用する
◎ドメイン名の維持管理は現在管理をしている事業者から当社へ指定事業者/レジストラ変更し、維持管理は当社に依頼する
というお客さまの手順となります。

再度ご確認ください

サポートサイトの「サーバ移行方法」には、手順の詳細な画面イメージも掲載しています。
併せてご覧ください。

当社

お客さまがお持ちのドメイン名の維持管理委託先を、他事業者から当社へ変更する申請をしていただきます。
　 コントロールパネルより、「指定事業者・レジストラ変更」のお申し込みを行ってください。

作業の流れ

レジストラ変更のお申し込み
1

お客さま作業

お客さまの①のお申し込みに基づき、当社よりレジストラに移管申請を行います。
　 申請ドメインの種類によって、移管申請手続きに際して、お客さまに実施していただく作業もございます。
　（P13をご確認ください）

ドメイン維持管理の移管申請
当社

2

レジストラ変更完了後、当社からお客さまへ「指定事業者/レジストラ変更完了通知」メールをお送りします。
　 ①のレジストラ変更のお申し込みより、概ね5営業日程度で届きます。（②のお客さま作業やレジストラ作業により前後いたします）

指定事業者/レジストラ変更完了通知
当社3

DNSサーバ設定パターンや、Webやメールを利用するサーバをご指定していただきます。
　 コントロールパネルより「DNS設定」の申請を行ってください。（翌営業日以降の指定日で申請が行えます）

DNS設定のお申し込み
4

お客さま作業

お客さまの④のお申し込みに基づき、当社DNS設定を実施します。
レジストラデータベースのDNS設定情報の更新申請を行います。
※DNS情報の更新の申請は当社にて行いますが、DNSの更新はメルボルンITまたはレジストラが行います。
　（48時間以内）

DNS設定/WHOIS情報変更

当社5

DNS設定完了後、当社より「DNS設定完了通知」メールをお送りします。
DNS設定完了通知

当社6

旧サーバとマネージドサーバを並行運用してください。
並行運用期間7

旧サーバにアクセスできなくなったことを確認し、旧サーバの解約を行ってください。
旧サーバのご解約8 お客さま作業

当社作業

当社作業

当社作業

当社作業

お客さま作業

●レジストラ変更のお申し込みについては、お客さまに実施していただく作業もございます。

●移行手順についてご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0120‐194238までお問い合わせください。

1

1 2

4

セカンダリDNSを当社DNSでご利用の場合 プライマリDNS/セカンダリDNS両方お客さまの場合

63 4

2 5 7 8

1

（約5営業日） （指定日）

切替え前共通設定 切替え後並行運用期間

マネージドサーバ

旧サーバ

6

7

4-1

4-2
2 5 8 9

1 3
（約5営業日）

（指定日）

切替え前共通設定 切替え後並行運用
期間

マネージドサーバ

旧サーバ

（   ）
（        ）

当社

（   ）

当社作業
お客さま作業（        ）

DNS設定完了後、当社より「DNS設定完了通知」メールを
お送りします。 

DNS設定完了通知
当社

当社作業

6
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当社

●レジストラ変更のお申し込みについては、お客さまに実施していただく作業もございます。

●移行手順についてご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0120‐194238までお問い合わせください。

本手順は・・・
◎プライマリ・セカンダリともにお客さまのDNSサーバを利用する。または、プライマリは当社、セカンダリはお客さまのDNSサーバを利用する
◎ドメイン名の維持管理は現在管理をしている事業者に引き続き依頼する
というお客さまの手順となります。

再度ご確認ください

サポートサイトの「サーバ移行方法」には、手順の詳細な画面イメージも掲載しています。
併せてご覧ください。

DNSサーバ設定パターンや、Webやメールを利用する
サーバをご指定していただきます。
　 コントロールパネルより「DNS設定」の申請を行ってください。
　（翌営業日以降の指定日で申請が行えます）

DNS設定のお申し込み

1-1
お客さま作業

お客さまの①のお申し込みに基づき、当社DNS設定を
実施します。

セカンダリDNS設定
当社2

DNS設定完了通知
当社3

ドメイン管理事業者に当社のDNSサーバを使用する
お手続きを行ってください。

WHOIS情報変更
4

当社作業

当社作業

DNS設定完了後、当社より「DNS設定完了通知」メールを
お送りします。

DNS設定完了通知後、お客さまでDNS設定変更を
実施していただきます。

プライマリDNS設定
5

お客さま作業

お客さまでDNSサーバの設定を
行ってください。

DNS設定変更作業
1-2

お客さま作業

旧サーバとマネージドサーバを並行運用してください。
並行運用期間6

旧サーバにアクセスできなくなったことを確認し、旧サーバの解約を行ってください。
旧サーバのご解約7 お客さま作業

お客さま作業

作業の流れ

1

当社DNS利用＋ドメイン維持管理
（お客さま）の手順4 3

本手順は・・・
◎プライマリ・セカンダリともに当社のDNSサーバを利用する
◎ドメイン名の維持管理は現在管理をしている事業者に引き続き依頼する
というお客さまの手順となります。

再度ご確認ください

サポートサイトの「サーバ移行方法」には、手順の詳細な画面イメージも掲載しています。
併せてご覧ください。

当社

DNSサーバ設定パターンや、Webやメールを利用するサーバをご指定していただきます。
　 コントロールパネルより「DNS設定」の申請を行ってください。（翌営業日以降の指定日で申請が行えます）

作業の流れ

DNS設定のお申し込み
1

お客さま作業

お客さまの①のお申し込みに基づき、当社DNS設定を実施します。
DNS設定

当社2

DNS設定完了後、当社より「DNS設定完了通知」メールをお送りします。
DNS設定完了通知

当社3

ドメイン管理事業者に当社のDNSサーバを使用するお手続きを行ってください。
WHOIS情報変更4 お客さま作業

旧サーバとマネージドサーバを並行運用してください。
並行運用期間5

旧サーバにアクセスできなくなったことを確認し、旧サーバの解約を行ってください。
旧サーバのご解約6 お客さま作業

当社作業

当社作業

●レジストラ変更のお申し込みについては、お客さまに実施していただく作業もございます。

●移行手順についてご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0120‐194238までお問い合わせください。

1

4

32 5 6

1

（指定日）

切替え前共通設定 切替え後並行運用期間

マネージドサーバ

旧サーバ

3 5

41-1

1-2
2 6 7

（指定日）

切替え前共通設定 切替え後並行運用
期間

マネージドサーバ

旧サーバ

セカンダリDNSを当社DNSでご利用の場合 プライマリDNS/セカンダリDNS両方お客さまの場合
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参考情報6

旧サーバから新サーバへのWebコンテンツの移行作業や、DNSサーバ切り

する恐れがございますので、マネージドサーバのご契約を先に行ってください。

0120-194238

Webコンテンツがhtml配下へ転送されているかご確認ください。

パーミッションの値が正常かご確認ください。

実施していただく必要がございます。

Eメールのセキュリティ設定（SMTP-AUTH）が正しく行われているか
ご確認ください。
メールのセキュリティ設定については「ユーザーサポートサイト」を参照して
ください。

コントロールパネルにてユーザIDが登録されているかご確認ください。

のIPアドレスで指定してください。新サーバはサーバ名で指定してください。
IPアドレスが不明な場合は旧サーバの事業者に確認してください。

SMTPサーバ名がお客さまドメイン名（mail.userdomain.co.jpなど）

サーバの乗り換えはすぐにできるものなのでしょうか？

乗り換え時はホームページやEメールへのアクセスが
止まってしまうのでしょうか？

マネージドサーバで利用することができますか？

新サーバにWebコンテンツを転送しましたが

マネージドサーバのEメールの設定を行いましたが、

ドメイン名の管理をマネージドサーバに変更するのと
他社にするのでは何が違いますか。

gTLDドメインの移管については、注意点はありますか？

指定事業者・レジストラ変更について5

ドメイン名の維持管理を当社に依頼される場合、
以下の作業が必要となります。

指定事業者・レジストラ変更は、初期料金2,000円（税別）が必要と
なります。 .com、.net、.org、.info、.biz、.mobi

オプションサービス ドメイン維持管理 月額500円（税別）が必要と
なります。

指定事業者・レジストラ変更の申請（お客さま作業）前に必ず実施してください。

10

＊詳細についてはサポートサイトの「指定事業者・レジストラ変更」をご覧ください。

NTT
スマート
コネクト

NTT
スマート
コネクト

11

以下に該当する場合、マネージドサーバにドメインが移管されても、ドメイン自体の使用ができませんので、ご注意ください。

　申請情報のうち、「住所」「メールアドレス」の実在が確認できなかった場合
　＊当社利用レジストラ（メルボルンIT）から送られる実在確認メールへのご対応（手順 　  ）が行われなかった場合も含みます。
●

11

確認※1
（Eメール）

承認※2
（Web）

確認※1
（Eメール）

承認※2
（Web）

確認※1
（Eメール）

承認※2
（Web）

確認※1
（Eメール）

承認※2
（Web）

ドメイン名の指定事業者・レジストラ変更は現在の事業者（またはお客さま自身）から承認を得ない限り、作業が完了しません
。指定事業者及びレジストラの変更の依頼は当社から行いますが、コントロールパネルより「指定事業者・レジストラ変更」の申請を行
う前に、お客さまにて現事業者に連絡いただき、必要となる手続きを確認し、速やかに移行を承認していただけるようにしておいてくださ

例：日本語.jp、日本語.com

お客さまの独自ドメイン名をご利用いただけます。ただし、日本語JPドメイ
ン名はご利用いただけません。なお、当社で維持管理できるドメイン名につ
いては2ページをご参照ください。

移管時にAu th Codeが必要となってきますので、忘れずにお控えくださ
い。また、13ページに記載の通り、お客さまには英文でのメールが届きま
すので迷惑メールと間違って消去することのないようお願いいたします。

さまにて別のドメイン名管理事業者に依頼などを行う必要がなく、レンタル
サーバとドメイン名を一元的に管理することができます。

サイボウズやSSL証明書などの移行に
ついてはどうすればよろしいですか。

オプションにつきましては、「ユーザーサポートサイト」および、サイト内の
Q&Aをご参照ください。8

削除などされないようにご注意ください。


