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はじめに
この章では、移行の流れや作業手順などについてご案内します。

移行作業を行われる前に必ずご確認ください。

移行の流れ ････････････････････････････････････････････････ 3

作業手順 ･･････････････････････････････････････････････････ 4
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■注意事項

移行元サービスから、「たよれーる Office 365 Exchange Online」とドメインサービスに移行されるまでの流れをご案内します。

• 移行元サービスのサービス停止日の概ね1～2週間ほど前までに、移行を完了するようにしてください。移行を完了できない場
合、お客様ホームページの閲覧やメール送受信がご利用いただけなくなる可能性があります。

はじめに

移行の流れ

移行の流れ

※1：移行元サービスとExchange Onlineのどちらかの環境にメールが届いたり、どちらかの環境のホームページにアクセスがある状態になります。

※2：サービス停止日は移行元サービスのお問い合わせ窓口にご確認ください。

Exchange Online
＋

ドメインサービス

移行元サービス

サービス契約
▼

サービス停止（※2）

並行期間

×
Exchange Online
＋ﾄﾞﾒｲﾝｻｰﾋﾞｽの

環境で運用
（※1）

環境構築

弊社

お客様

●
「ご利用開始の
お知らせ」送付

●
ﾄﾞﾒｲﾝ情報

の変更

●
移行元

ｻｰﾋﾞｽの
DNSﾚｺｰﾄﾞ

登録

●
移行前
の作業

サ

ー

ビ
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れ

移

行

に
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る

作

業

●
「ﾄﾞﾒｲﾝ情報
変更完了の

お知らせ」送付

●
移行元

ｻｰﾋﾞｽの
DNSﾚｺｰﾄﾞ

確認

●
移行作業

約2日～1週間

■ドメイン移管手続きについて

ドメイン移管手続きとは、ドメインの管理を大塚商会管理下へ移管する手続きです。ドメインの種別によって手続きが異なります。

• 属性型JPドメイン・汎用JPドメインの場合（co.jp/or.jp/ac.jp/ed.jp/go.jp/jp）
弊社より、日本レジストリサービスに対し、指定事業者変更申請を行います。指定事業者変更申請は、初回指定事業者変更申
請不要のご指定がなければ弊社環境構築時に行い、初回指定事業者申請不要または初回指定事業者変更申請で不承認とな
った場合、「作業完了のご連絡」（P.8）を行われたタイミングで行います。
指定事業者変更申請を行いますと日本レジストリサービスより、現在のドメインを管理されている指定事業者へ承認確認の連
絡（メール）がされますので、ドメインの申込をされた業者様へ「承認」として処理するために必要な手続きをご確認ください。

指定事業者変更申請が「承認」された場合 → ドメイン移管手続きは完了です。
指定事業者変更申請が「不承認」となった場合 → ドメインを管理されている業者様へ不承認の理由をご確認ください。

• gTLDドメインの場合（com/net/org/biz/info/tokyo）
「作業完了のご連絡」（P.8）を行われた後、弊社より移管手続きに必要な情報や手順についてメールでご連絡します。

ドメイン移管手続きに関する弊社からのご連絡方法

サービスのお申し込み方法によって異なります。

インターネットでお申し込みの場合 → webdirect@otsuka-shokai.co.jp よりメールにてご連絡いたします。
弊社営業経由でお申し込みの場合 → 弊社営業よりご連絡いたします。
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移行元サービスから、「たよれーる Office 365 Exchange Online」とドメインサービスへ移行される場合、以下の作業が必要になります。

はじめに

作業手順

作業手順

（弊社作業）「ご利用開始のお知らせ」送付

サービスご利用準備が整い次第、弊社よりお客様に
「【大塚商会】たよれーる Office 365 ご利用開始のお知らせ」をメールでお送りします。
このメールが届きましたら、移行元サービスのDNSレコード登録を開始してください。

（弊社作業）「ドメイン情報変更完了のお知らせ」送付

ドメイン情報の変更処理を行った後、弊社よりお客様に「ドメイン情報変更完了のお知らせ」を
メールでお送りします。
このメールが届きましたら、移行前の作業を開始してください。

（お客様作業） 移行元サービスのDNSレコード登録

移行元サービスに登録されているお客様のDNSレコードを、ドメインサービスの管理画面に登録します。
また、登録が完了したことをご連絡いただきます。
詳細は、「移行元サービスのDNSレコード登録」（P.5）をご参照ください。

移行作業完了！

サービス契約

（弊社作業）ドメイン情報の変更

お客様のドメイン情報（ネームサーバ情報）の変更を行います。

（お客様作業） 移行前の作業

■共通設定
ドメインサービスの取得ドメインで、Exchange Onlineを利用されるための設定を行います。
詳細は、「共通設定」（P.11）をご参照ください。

■メール環境の設定
メールをご利用されている場合、メール環境の設定を行います。
詳細は、「メール環境の設定」（P.20）をご参照ください。

■ホームページ環境の設定
Webサービス（オプション）をご契約されたお客様は、ホームページ環境の設定を行います。
詳細は、「ホームページ環境の設定」（P.21）をご参照ください。
※Webサービス（オプション）をご契約されていないお客様は、こちらの設定を行う必要はありません。

（お客様作業） 移行元サービスのDNSレコード確認

移行元サービスに登録されているお客様のDNSレコードを確認します。
不明な場合は、移行元サービスのお問い合わせ窓口にご確認ください。

（お客様作業） 移行作業

Echange Onlineの利用に必要なレコードを、ドメインサービスの管理画面に登録します。
詳細は、「移行作業」（P.26）をご参照ください。
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移行元サービスのDNSレコード登録
この章では、移行元サービスに登録されているお客様のDNSレコードを、

ドメインサービスの管理画面に登録する作業についてご案内します。

DNSレコード登録 ･･･････････････････････････････････････････ 6

作業完了のご連絡 ･･････････････････････････････････････････ 8
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移行元サービスのDNSレコード登録

移行元サービスに登録されているお客様のDNSレコードを、ドメインサービスの管理画面に登録します。

登録漏れがあると、メールが届かなくなったり、ホームページにアクセスができなくなるなどの影響が発生します。

移行元サービスのDNSレコード登録

作業を行う前にご確認ください

移行元サービスに登録されているお客様のDNSレコードを事前にご確認ください。
不明な場合は、移行元サービスのお問い合わせ窓口にご確認ください。

「管理者機能」をクリックします。３

「基本設定」タブが選択されていることを確認し、

「DNS管理」→「DNSレコード設定」の順にクリックし

ます。

４

■DNSレコード登録

DNSレコード登録

ブラウザを起動します。

ドメイン/Webサービス会員サイトのトップページにア

クセスし、「ログイン」をクリックします。

https://dw.alpha-prm.jp/

１

必要事項を入力し、「ログイン」ボタンをクリックし

ます。
２

メールアドレス
(ID)

管理者メールアドレス(ログインID)を
入力します。

パスワード 管理者パスワードを入力します。
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「編集」ボタンをクリックします。５

移行元サービスに登録されているDNSレコードを全て

入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
６

表示された内容を確認し、「設定」ボタンをクリック

します。
７

設定情報 新しく設定する内容が表示されます。

設定前情報 現在の設定内容が表示されます。

※画面は設定例です。お客様によって入力される内容は異なります。

「OK」ボタンをクリックします。８

画面右上の「ログアウト」をクリックし、ドメ

インサービスからログアウトします。
９

削除 選択しません。

ホスト名 ホスト名を入力します。

タイプ タイプを選択します。

プリファレンス プリファレンスを選択します。

IPアドレス／ホス
ト（FQDN）

IPアドレス／ホスト（FQDN）を入力
します。

MX レコードを登録する際は、プリファレンスを
「0」 「50」 以外の値で設定してください。

移行元サービスのプリファレンスが選択できない場合
プリファレンスは、優先順位を決定するためにあり、値が
小さいほど優先順位が高く扱われます。
移行元サービスのプリファレンス値が 10～40 に該当し
ない場合は、優先順位が高い(プリファレンス値が小さ
い)順に 10～40 を設定してください。

移行元サービスのDNSレコード登録 DNSレコード登録
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「DNSレコード登録」（P.6）が完了したことを弊社にご連絡いただく作業です。

この連絡を受けて、弊社でお客様のドメイン情報（ネームサーバ情報）の変更を行います。

作業を行う前にご確認ください

「作業完了のご連絡」を行っていただいた後、お客様ドメインの管理を弊社に変更します。ドメインの管理を弊社に変更しても、
お客様がご利用されている環境は移行元サービスのままですが、移行元サービスに登録されているDNSレコードをドメイン
サービスに登録していないと移行元サービスがご利用できなくなります。「DNSレコード登録」（P.6）が完了してから作業を行っ
てください。

■作業完了のご連絡

移行元サービスのDNSレコード登録 作業完了のご連絡

ブラウザを起動し、以下URLにアクセスします。

https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/keiyaku

１

必要事項を入力し、「ログイン」をクリック

します。
２

ログインID
「お客様番号（旧契約マイページの
ID）」を入力

パスワード
「お客様マイページ（旧契約マイペー
ジ）のパスワード」を入力

「移行作業完了連絡(サービス開始申し込

み）」をクリックします。
３

該当サービスの「移行作業を完了する」をク

リックします。
４
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移行元サービスのDNSレコード登録 作業完了のご連絡

表示された確認項目に回答し、「次へ」をク

リックします。
５

確認画面が表示されます。問題がなければ、

「申し込む」をクリックします。
６

完了画面が表示されます。「ウインドウを閉

じる」をクリックします。

確認のため、以下アドレスにお申し込み内容

をメールで送信しております。

・ご契約責任者様の連絡先E-mailアドレス

・実務担当者様の連絡先E-mailアドレス

以上で、移行作業完了のご連絡は終了です。

７

弊社でお客様のドメイン情報（ネームサーバ情報）の
変更を行った後、約2日～1週間程度で情報変更が
完了いたします。なお、指定事業者ならびにドメイン
管理が弊社に移管されませんとお時間がかかる場
合がございます。
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移行前の作業
この章では、移行元サービスから「たよれーる Office 365 Exchange Online」と

ドメインサービスに移行される前に行っていただく作業についてご案内します。
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移行前の作業 共通設定

ドメインサービスの契約ドメインで、 「たよれーる Office 365 Exchange Online」を利用されるための設定を行います。

共通設定

■ステップ１： 【たよれーる Office 365】 ドメイン追加・認証レコード発行

【たよれーる Office 365】

ﾄﾞﾒｲﾝ追加・認証ﾚｺｰﾄﾞ発行

ステップ１
【ドメインサービス】

認証ﾚｺｰﾄﾞ登録

ステップ２
【たよれーる Office 365】

ﾄﾞﾒｲﾝ認証・ﾚｺｰﾄﾞ発行

ステップ３
【ドメインサービス】

認証ﾚｺｰﾄﾞ削除・ﾚｺｰﾄﾞ登録

ステップ４

たよれーる Office 365画面でExchange Onlineで利用されるドメインを追加し、ドメイン認証用レコードを発行します。

作業を行う前にご確認ください

この作業は、弊社より「ドメイン情報変更完了のお知らせ」というメールが届きましたら、開始してください。

たよれーる Office 365にサインインします。１

「管理者」をクリックします。２

「ホーム」→「ドメインの追加」をクリックします。３

ドメインサービスのご契約ドメイン名を入力し、「次

へ」をクリックします。
４

ご契約内容によって表示されるアプリが異なります。
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移行前の作業 共通設定

「MXレコード」をクリックします。５

以上で、ステップ１の作業は終了です。
画面は閉じずに、ステップ２に進みます。

６

※画面に表示されたMXレコードを次の設定で使用します

画面は閉じないでください

画面に表示された赤枠内の情報は、次の設定で必要になり
ます。画面を閉じないよう、ご注意ください。
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移行前の作業 共通設定

■ステップ２： 【ドメインサービス】 認証レコード登録

【たよれーる Office 365】

ﾄﾞﾒｲﾝ追加・認証ﾚｺｰﾄﾞ発行

ステップ１
【ドメインサービス】

認証ﾚｺｰﾄﾞ登録

ステップ２
【たよれーる Office 365】

ﾄﾞﾒｲﾝ認証・ﾚｺｰﾄﾞ発行

ステップ３
【ドメインサービス】

認証ﾚｺｰﾄﾞ削除・ﾚｺｰﾄﾞ登録

ステップ４

ステップ１で発行した認証レコードを、ドメインサービスのDNS管理画面に登録します。

ステップ１の手順６の画面(P.12)を表示したままの状

態で、ブラウザの新しいウインドウを開きます。
１

「管理者機能」をクリックします。４

「基本設定」タブが選択されていることを確認し、

「DNS管理」→「DNSレコード設定」の順にクリックし

ます。

５

ドメイン/Webサービス会員サイトのトップページにア

クセスし、「ログイン」をクリックします。

https://dw.alpha-prm.jp/

２

必要事項を入力し、「ログイン」ボタンをクリックし

ます。
３

メールアドレス
(ID)

管理者メールアドレス(ログインID)を
入力します。

パスワード 管理者パスワードを入力します。
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「編集」ボタンをクリックします。６

必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。７

表示された内容を確認し、「設定」ボタンをクリック

します。
８

削除 選択しません。

ホスト名 何も入力しません。

タイプ 「MX」を選択します。

プリファレンス 「50」を選択します。
※ステップ１の手順６(P.12)の画面で
は優先度(プリファレンス)は違う値
が表示されていますが、ここでは
「50」を選択します。50以外を選択
するとメールが届かなくなるなどの
影響が発生します。ご注意ください。

IPアドレス／ホ
スト（FQDN）

ステップ１の手順６(P.12)の画面
で表示された「ポイント先のアド
レスまたは値」を入力し、末尾に
「.」(半角ピリオド)を入力します。

設定情報 新しく設定する内容が表示されます。

設定前情報 現在の設定内容が表示されます。

「OK」ボタンをクリックします。９

移行前の作業 共通設定
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移行前の作業 共通設定

「TTL設定」をクリックします。１０

ホスト「（なし）」の「1時間」を選択し、「設定」

ボタンをクリックします。
１１

「OK」ボタンをクリックします。１２

以上で、ステップ２は完了です。

画面は閉じずに、ステップ３に進みます。
１３

画面は閉じないでください

画面は以降の設定で必要になります。画面を閉じないよう、
ご注意ください。
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移行前の作業 共通設定

■ステップ３： 【たよれーる Office 365】 ドメイン認証・レコード発行

【たよれーる Office 365】

ﾄﾞﾒｲﾝ追加・認証ﾚｺｰﾄﾞ発行

ステップ１
【ドメインサービス】

認証ﾚｺｰﾄﾞ登録

ステップ２
【たよれーる Office 365】

ﾄﾞﾒｲﾝ認証・ﾚｺｰﾄﾞ発行

ステップ３
【ドメインサービス】

認証ﾚｺｰﾄﾞ削除・ﾚｺｰﾄﾞ登録

ステップ４

ステップ２で登録した認証用レコードに対してドメイン認証を実施し、レコードを発行します。

ステップ１の手順６(P.12)で残した画面に戻り、「確

認」をクリックします。
１

「自分で独自のDNSレコードを管理する」を選択し、

「次へ」をクリックします。
２
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移行前の作業 共通設定

DNS設定の更新画面が表示されます。

画面最下部の「この手順をスキップする」をチェック

し、「スキップ」をクリックします。

３

「完了」をクリックします。４

「ホーム」→「ドメインの編集」をクリックします。５

ドメインサービスのご契約ドメイン名をクリックしま

す。
６
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DNSレコード画面が表示されます。

以上で、ステップ３の作業は終了です。

画面は閉じずに、ステップ４に進みます。

７

画面は閉じないでください

画面に表示されたサービスのレコード情報は、次の設定で
必要になります。画面を閉じないよう、ご注意ください。

ご契約内容によって表示されるレコード情報が異なりま
す。

■ステップ４： 【ドメインサービス】 認証レコード削除・レコード登録

【たよれーる Office 365】

ﾄﾞﾒｲﾝ追加・認証ﾚｺｰﾄﾞ発行

ステップ１
【ドメインサービス】

認証ﾚｺｰﾄﾞ登録

ステップ２
【たよれーる Office 365】

ﾄﾞﾒｲﾝ認証・ﾚｺｰﾄﾞ発行

ステップ３
【ドメインサービス】

認証ﾚｺｰﾄﾞ削除・ﾚｺｰﾄﾞ登録

ステップ４

認証が通り不要になった認証用レコードを削除し、ステップ３で発行されたレコードをドメインサービスに登録します。

ステップ２の手順１３(P.15)で残した画面に戻り、

「DNSレコード設定」をクリックします。
１

「編集」ボタンをクリックします。２

以下レコードの「削除」を選択します。３

ホスト名 空欄

タイプ MX

プリファレンス 50

IPアドレス／ホ
スト(FQDN)

お客様によって異なります。

※この手順では「次へ」ボタンを押さないでください。

移行前の作業 共通設定
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移行前の作業 共通設定

削除 選択しません。

ホスト名
ステップ３の手順７(P.18)の画面に表
示されたCNAMEの「ホスト名」を入力し
ます。

タイプ 「CNAME」を選択します。

プリファレンス 選択しません。

IPアドレス／ホ
スト（FQDN）

ステップ３の手順７(P.18)の画面に表
示されたCNAMEの「ポイント先のアドレ
スまたは値」を入力し、末尾に「.」
(半角ピリオド)を入力します。

ステップ３の手順７(P.18)の画面に表示されたCNAME

レコードの情報を全て入力し、「次へ」ボタンをク

リックします。

４

「OK」ボタンをクリックします。６

表示された内容を確認し、「設定」ボタンをクリック

します。
５

設定情報 新しく設定する内容が表示されます。

設定前情報 現在の設定内容が表示されます。

画面右上の「ログアウト」をクリックし、ドメイン

サービスからログアウトします。

Office 365からもサインアウトします。

以上で、共通作業は完了です。

次に「メール環境の設定」(P.20)に進みます。

７

Skype for Businessをご利用のお客様

手順７には進まず、「【Skype for Businessをご利用のお
客様】SRVレコード登録」（P.34）に進んでください。

ステップ３の手順７(P.18)の画面に表示された全ての
CNAMEレコードを登録します
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移行前の作業 メール環境の設定

メール環境の設定

メールをご利用されている場合、メール環境の設定を行います。

下記作業を行わないと「たよれーる Office 365 Exchange Online」への切り替えを行った後、メールが届かない等の問題が発生します。

1．「たよれーる Office 365 Exchange Online 」にメールアドレスを作成

移行元サービスでご利用されているメールアドレスを、Exchange Online に作成することで、今回ご契約いただいた弊社サービス

環境で同じメールアドレスを引き続きご利用いただけます。

2．メールソフトの設定

上記「1」で作成したメールアドレスを、ご利用のメールソフトに設定します。

上記の作業が終わりましたら、次の作業に進みます。

・Webサービス（オプション）をご契約されたお客様 → 「ホームページ環境の設定」（P.21）

・Webサービス（オプション）をご契約されていないお客様 → 「移行作業」（P.26）
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お客様の環境が「たよれーる Office 365 Exchange Online」へ移行している期間（以下「移行期間」）にいつ移行が完了しても、お客様

のホームページが閲覧可能な状態にするための設定を行います。この設定を行うことでシームレス（無停止）にホームページの移行

ができます。下記作業を行わないと、Exchange Onlineへの切り替えを行った後、ホームページが閲覧できない等の問題が発生します。

※FFFTPでの操作方法をご案内します。その他のソフトをご利用の場合、各項目に準拠して設定を行ってください。

移行前の作業 ホームページ環境の設定

ホームページ環境の設定

こちらの設定は、Webサービス（オプション）をご契約されたお客様のみが実施する作業です。
ご契約されていないお客様は、「移行作業」（P.26）に進んでください。

設定を行う前にご確認ください

• ホームページデータは、作業前にお客様自身でバックアップを取るようにしてください。

• 移行元サービスの環境に依存するCGI・PHPのデータを、今回ご契約いただいた弊社サービス環境に移行されても動作しな
い可能性があります。そのため、移行前の作業期間中に動作確認を行ってください。今回ご契約いただいた弊社サービス
環境でのCGI、PHPのご利用方法につきましては、以下をご参照ください。

※会員サイト(https://dw.alpha-prm.jp/)にアクセス → 「Webサーバ情報」をクリック

ステップ １
Webサーバ情報

の確認

ステップ ２
ホームページデータ

の用意

ステップ ３

FTPソフトの設定
ホームページデータ

のアップロード

ステップ ４ ステップ ５
ホームページ
の動作確認

今回ご契約いただいた弊社サービス環境の情報を確認します。

■ステップ１： Webサーバ情報の確認

ブラウザを起動します。

ドメイン/Webサービス会員サイトにアクセスし、「ロ

グイン」をクリックします。

https://dw.alpha-prm.jp/

１

必要事項を入力し、「ログイン」ボタンをクリックし

ます。
２

メールアドレス
(ID)

管理者メールアドレスを入力します。

パスワード 管理者パスワードを入力します。
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移行前の作業 ホームページ環境の設定

「管理者機能」をクリックします。３

「Web」→「Webサーバ情報」をクリックします。４

お客様のWebサーバ情報が表示されますので、「IPア

ドレス」をメモします。

画面右上「ログアウト」をクリックし、ドメイン/Web

サービスからログアウトします。

以上で、ステップ１は完了です。

ステップ２に進みます。

５

ステップ １
Webサーバ情報

の確認

ステップ ２
ホームページデータ

の用意

ステップ ３

FTPソフトの設定
ホームページデータ

のアップロード

ステップ ４ ステップ ５
ホームページ
の動作確認

今回ご契約いただいた弊社サービス環境にアップするホームページデータを用意します。
CGI・PHPなどのプログラムも用意ください。

用意が出来ましたら、ステップ３に進みます。

■ステップ２： ホームページデータの用意
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移行前の作業 ホームページ環境の設定

必要事項を入力します。

ホストの設定名 設定用の名前(任意)を入力します。
(例)ドメイン/Webサービス

ホスト名 ステップ１の手順５(P.22)で確認した
IPアドレスを入力します。

ユーザ名 FTPユーザを入力します。

パスワード/パス
フレーズ

FTPパスワードを入力します。

「高度」タブをクリックし、必要事項を入力して

「OK」ボタンをクリックします。

以上で、ステップ３は完了です。

ステップ４に進みます。

３

LISTコマンドでファイル
一覧を取得

チェックします。

２

ステップ １
Webサーバ情報

の確認

ステップ ２
ホームページデータ

の用意

ステップ ３

FTPソフトの設定
ホームページデータ

のアップロード

ステップ ４ ステップ ５
ホームページ
の動作確認

ご利用のFTPソフトに、今回ご契約いただいた弊社サービス環境の情報を設定します。

■ステップ３： FTPソフトの設定

FTPソフトを起動します。

「新規ホスト」をクリックします。

１
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（入力例）

移行前の作業 ホームページ環境の設定

サーバに接続すると左記のような画面が表示されます。

転送するファイルをクリックで選択し、 を

クリックします。

転送が終わりましたら をクリックしFTP接続を切

断します。

２

注意事項

トップページのファイルは、最上位の階層部分に転送してく
ださい。

ステップ １
Webサーバ情報

の確認

ステップ ２
ホームページデータ

の用意

ステップ ３

FTPソフトの設定
ホームページデータ

のアップロード

ステップ ４ ステップ ５
ホームページ
の動作確認

■ステップ５： ホームページの動作確認

アップロードされたホームページデータが問題なく閲覧できるか確認します。

ブラウザを起動します。

アドレス欄にステップ１の手順５(P.22)で確認した

「IPアドレス」を入力し、アクセスします。

１

※確認したIPアドレスが「xxx.xxx.xxx.xxx」の場合、
ブラウザのアドレス欄に「http://xxx.xxx.xxx.xxx」と入力し
ます。

ステップ １
Webサーバ情報

の確認
ホームページデータ

の用意

ステップ ２ ステップ ３

FTPソフトの設定
ホームページデータ

のアップロード

ステップ ４ ステップ ５
ホームページ
の動作確認

■ステップ４： ホームページデータのアップロード

今回ご契約いただいた弊社サービス環境に、ホームページデータをアップロードします。

FTPソフトを起動します。

今回ご契約いただいた弊社サービス環境の設定名をク

リックし、「接続」をクリックします。

１

注意事項

接続時にエラーが表示される場合、「PASVモード」を設定の
上、再度接続をお試しください。

以上で、ステップ４は完了です。

ステップ５に進みます。
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移行前の作業 ホームページ環境の設定

アップロードされたページが表示されるか、リンクが

正常に動作するか等、ホームページを閲覧し確認しま

す。

２

（表示例）

CGI・PHP等のプログラムもご確認ください

アンケートフォームや問合せページ等のプログラムを使用さ
れているページは、併せて動作をご確認ください。

以上で、ホームページ環境の設定は完了です。

次に「移行作業」(P.26)に進みます。
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移行作業
この章では、移行元サービスから「たよれーる Office 365 Exchange Online」への

切り替え作業についてご案内します。

ステップ１：【たよれーる Office 365】レコード確認 ･･･････････････ 27

ステップ２：【ドメインサービス】レコード登録・レコード削除 ･･････ 29
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移行作業

移行元サービスから「たよれーる Office 365 Exchange Online」への切り替えを行います。

移行作業

■ステップ１： 【たよれーる Office 365】 レコード確認

【たよれーる Office 365】

ﾚｺｰﾄﾞ確認

ステップ１
【ドメインサービス】

ﾚｺｰﾄﾞ登録・ﾚｺｰﾄﾞ削除

ステップ２

作業を行う前にご確認ください

この作業は、「移行前の作業」（P.10）が完了してから行ってください。
完了する前に行いますと、メールが届かなくなったり、ホームページにアクセスができなくなるなどの影響が発生します。

たよれーる Office 365画面でExchange Onlineの利用に必要なレコードを確認します。

「管理者」をクリックします。２

ご契約内容によって表示されるアプリが異なります。

たよれーる Office 365にサインインします。１

「ホーム」→「ドメインの編集」をクリックします。３

ドメインサービスのご契約ドメイン名をクリックしま

す。
４
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移行作業

DNSレコード画面が表示されます。

以上で、ステップ１の作業は終了です。

画面は閉じずに、ステップ２に進みます。

５

画面は閉じないでください

画面に表示された赤枠内の情報は、次の設定で必要になり
ます。画面を閉じないよう、ご注意ください。

ご契約内容によって表示されるレコード情報が異なりま
す。

※画面に表示されたMXレコード、TXTレコードを次の設定で

使用します
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移行作業

■ステップ２： 【ドメインサービス】 レコード登録・レコード削除

【たよれーる Office 365】

ﾚｺｰﾄﾞ確認

ステップ１
【ドメインサービス】

ﾚｺｰﾄﾞ登録・ﾚｺｰﾄﾞ削除

ステップ２

ドメインサービスのDNS管理画面で移行元サービスに登録されているレコードを削除し、Exchange Onlineの利用に必要なレ
コードを登録します。

ステップ１の手順５(P.28)の画面を表示した状態で、

ブラウザの新しいウィンドウを開きます。
１

「管理者機能」をクリックします。４

ドメイン/Webサービス会員サイトのトップページにア

クセスし、「ログイン」をクリックします。

https://dw.alpha-prm.jp/

２

必要事項を入力し、「ログイン」ボタンをクリックし

ます。
３

メールアドレス
(ID)

管理者メールアドレス(ログインID)を
入力します。

パスワード 管理者パスワードを入力します。
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移行作業

「編集」ボタンをクリックします。６

必要事項を入力します。７

削除 選択しません。

ホスト名 何も入力しません。

タイプ 「MX」を選択します。

プリファレンス 「0」を選択します。

IPアドレス／ホ
スト（FQDN）

ステップ１の手順５(P.28)の画面に表
示されたMXの「ポイント先のアドレス
または値」を入力し、末尾に「.」(半
角ピリオド)を入力します。

■1：種類「MX」

※ステップ１の手順５(P.28)の画面に表示された2つのレコー
ド情報を登録します。

削除 選択しません。

ホスト名 何も入力しません。

タイプ 「TXT」を選択します。

プリファレンス 選択しません。

IPアドレス／ホ
スト（FQDN）

ステップ１の手順５(P.28)の画面に表
示されたTXTの「TXT値」を入力します。

■2：種類「TXT」

注意事項

次の手順8は、移行元サービスでホスト名「www」と「www無し」で公開されているホームページ環境を、Webサービスに移行される
場合を設定例として手順をご案内しております。
設定例以外の環境でホームページを公開されている場合でも、同様にレコード登録の作業が必要になります。
ホームページをご契約されたドメイン名で公開されていないお客様、または今回の移行でご利用いただくWebサーバに変更がない
お客様は作業いただく必要はありません。手順9に進んでください。

「基本設定」タブが選択されていることを確認し、

「DNS管理」→「DNSレコード設定」の順にクリックし

ます。

５
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移行作業

必要事項を入力します。８

削除 選択しません。

ホスト名 何も入力しません。

タイプ 「A」を選択します。

プリファレンス 選択しません。

IPアドレス／ホ
スト（FQDN）

「ホームページ環境の設定」ステップ
１の手順５(P.22)の画面で確認された
IPアドレスを入力します。

■1つ目

削除 選択しません。

ホスト名 「www」と入力します。

タイプ 「A」を選択します。

プリファレンス 選択しません。

IPアドレス／ホ
スト（FQDN）

「ホームページ環境の設定」ステップ
１の手順５(P.22)の画面で確認された
IPアドレスを入力します。

■2つ目

「DNSレコード登録」手順６(P.7)で登録された全ての

レコード情報の「削除」を選択します。

「次へ」ボタンをクリックします。

９

※画面は設定例です。お客様によって削除されるレコード情報は異なります。

ご注意

Exchange Onlineとドメインサービスへ移行完了後も、移行
元サービスにて引き続き利用されるDNSレコード情報は「削
除」を選択しないでください。

表示された内容を確認し、「設定」ボタンをクリック

します。
１０

設定情報 新しく設定する内容が表示されます。

設定前情報 現在の設定内容が表示されます。
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移行作業

「OK」ボタンをクリックします。１１

「ログアウト」をクリックします。１２

ステップ１の手順５(P.24)で残した画面に戻り、
「DNSを確認」をクリックします。

１３
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エラーが発生しなければ設定は完了です。

「閉じる」をクリックします。

１４

画面右上のアイコンをクリックし、「サインアウト」

をクリックします。

たよれーる Office 365からサインアウトします。

以上で、移行作業は完了です。

１５

移行作業

移行に関するすべての作業は終了しました。サービスの利用についてご不明な点などがありましたら、たよれーるコンタクトセ
ンタードメイン/Webサービス担当までお問い合わせください。
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■【Skype for Businessをご利用のお客様】 SRVレコード登録

ドメインサービスのDNS管理画面でSkype for Businessの利用に必要なSRVレコードを登録します。

こちらの設定は、Skype for Businessをご利用されるお客様のみが実施する作業です。

補足資料

「基本設定」→「DNS管理」→「SRVレコード設定」の
順にクリックします。

１

SRVレコード設定画面を表示し、「編集」ボタンをク
リックします。

２

ステップ３の手順７(P.18)の画面に表示されたSRVレ
コードの情報を全て入力し、「次へ」ボタンをクリッ
クします。

３

情報の入力は「Skype for Businessの設定をされる場合」
（P.36）を参考に設定を行ってください。

設定情報 新しく設定する内容が表示されます。

設定前情報 現在の設定内容が表示されます。

表示された内容を確認し、「設定」ボタンをクリック
します。

４
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画面右上の「ログアウト」をクリックし、ドメイン

サービスからログアウトします。

Office 365からもサインアウトします。

以上で、共通作業は終了です。

次に「メール環境の設定」(P.20)に進みます。

６

「OK」ボタンをクリックします。５
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Skype for Businessの設定をされる場合

たよれーる Office 365画面に表示された情報を元に、設定を行います。

■たよれーる Office 365画面

※ドメインサービスのご契約ドメインでSkype for Businessを利用される場合、「ホスト名」には何も入力しません。

※「ターゲット（FQDN）」は、入力された文字列の末尾に「.」（半角ピリオド）を入力してください。

※TTL値は、「DNS管理」→「TTL設定」で設定いただけます。
登録されたSRVレコードは、TTL設定の「ホスト」に「サービス.プロトコル.ホスト名」で表示されます。
（例）上記画面の場合、「_sip._tls」「_sipfederationtls._tcp」と表示されます。（ホスト名が空欄の場合「.ホスト名」が表示されません）

■ドメイン/Web画面

何も入力しません
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