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♯Wixパートナー講座　Wix

・WEBサイトリニューアル（他社CMS→Wix）
　kabetee（カベティー）代表　新井 鍾太 さん

　https://www.kabetee.com

1980年生まれ。横浜出身、東京の多摩・八王子育ち。

学生時代はビジネスの基礎を学び、就職は、エンジニアか営業職で行くか

最後まで悩んだ末、大手人材派遣会社に営業兼コーディネーター職として

入社。

その後、ベンチャー企業（女性向けWEBサービス）に社員第1号として入

社。新規事業立ち上げのイロハを学ぶ。

1年間のフリー期間を経て、中小企業向けHPサービス会社に入社。

在籍中、1,000社以上に営業を行い、中小企業の実態を熟知する。

WEBディレクター、分析業務を経て、開業。現在に至る。

https://www.kabetee.com
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いろんな壁（kabe）を撮影し、

Tシャツ（tee）にして販売する

ところからスタートしました。

そして、自身の活動など表現できる場が

欲しいと考え、Wixに辿り着きました。



WEBサイト・ホーム

ページ制作（Wix）

保守・運営サポート

講座・スクール

（Wixなど）

水彩画制作サービス

カラーセラピー

カベティーブログ

Service
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プレゼント② プレゼント③プレゼント①

本日は、スクリーンショット不要です！
他社CMSからWixに切り替える　手順・ポイント 

本日の資料 参考記事のURL一覧 CSVファイル（入力例）

オンラインセミナー終了後、ダウンロードいただけます！



1.ご依頼
他社CMSからWixに切り替える　手順・ポイント 

きっかけ

相談ルート

Wixの特徴

準備

SEO関連

サーバー

ドメイン

公開
（切り替え）

Wixストア
（商品登録）

オンライン
決済

テスト運用

1.ご依頼 制作

説明 ブログ移行

注意事項・手順

-完-

公開

（切り替え）
番外編

制作



1.ご依頼 - きっかけ

お問い合わせ・ご相談内容（Wixに切り替える前段階）

他社CMS：レンタルサーバー
（html）、Wordpress、ホーム
ページビルダー、Webnode　
Weebly、Jimdoなど

1
デザインを新しくしたい

サイトが古く（スマホ含む）活用できていない

自社で更新できるようにしたい

担当不在や依頼していた業者が音信不通

サイトをもっと有効活用したい 

制作した後、放置気味だった

リソースの見直し

もう少し簡単な仕様にできないか？

2

3

4
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相談ルート

お問い合わせ・ご相談をいただくルート

1
自社サイト・ホームページ

HPリニューアル制作専用ページ、検索、ブログ

営業パートナー

事例やブログ・ヘルプセンター記事共有、質疑応答

ご紹介（知人・クライアント） 

事例やブログの共有、御礼・特典

その他

講座・スクール、ポータルサイト、商工会など

2

3

4

・練習した件数 　150件
・HP制作実績数　150件
（他社CMS→Wix　40件）
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htmlコード不要

直感的に編集できる

オシャレなテンプレート

（スマホ対応）

ナビゲート力

（SEOツールなど）

ビジネスソリューション

（Wix App Market）

比較的低価格

オンラインマニュアル

（ヘルプセンター）

サポートが充実

（カスタマーケア）

困ったらプロにも

依頼ができる

Wixの特徴

お問い合わせ・ご相談内容に対するWixの強みとは？

3



説明

Wixの特徴を伝える

切り替え後のイメージを可視化

・リニューアルの経緯をヒアリング

・Wixエディタ画面の共有（ZOOM）

・制作事例のご紹介

・ビジネスソリューション（Wix App）

・Wixの概要（PR TIMESなど）

・サポートのご紹介（カスタマーケア）

・御見積（制作・サーバー・ドメイン）

・既存HPのコンテンツを整理

◉いただくご質問

・WixのSEOについて

・サイトスピードについて

・セキュリティについて

Wixエディタ画面をご覧いただき、切り替え後のイメージを可視化。

主に、レイアウト・画像・テキスト変更、ページSEO、ブログなど。

（オンライン決済も有り）。判断材料にしていただいています。
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ご依頼 - 宣伝方法

サブテキストテキスト

テキストテキストテキスト

設定→ドメイン→ドメイン接続

ネームサーバーとは

テキストテキストテキストテキストテキストテ

キストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキス

トテキストテキストテキストテキストテキスト。

既存ドメインでサイトの切り替えが可能です。Wixサーバー（プレミアムプラ

ン）決済後、①ドメイン移管　②ネームサーバー方式　③ポインティング接続

方式 のいずれかで継続利用することができます。

Wixサーバー料金

プレミアムプラン決済後、

既存ドメインの継続利用が可能

HP制作・Wixへの切り替え実績の中で、

WebサーバーはWixを利用して、

ドメイン・メールアドレス（メールサーバー）は

そのままの形態（ドメインプロバイダ）で運用

するパターンが多い。

既存ドメインの接続手段・方法、

注意事項については、別ページで

ご説明いたします。
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2.制作
他社CMSからWixに切り替える　手順・ポイント 

きっかけ

相談ルート

Wixの特徴

準備

SEO関連

サーバー

ドメイン

公開
（切り替え）

Wixストア
（商品登録）

オンライン
決済

テスト運用

ご依頼 2.制作

説明 ブログ移行

注意事項・手順

-完-

公開

（切り替え）
番外編

制作



ポイント：まずは既存の情報収集・整理から行う

アカウント

ログイン情報

必要素材

制作

公開（切り替え）

2.制作 - 準備

他社CMSからWixに切り替える際に用意するもの

Wixアカウント

（登録E-mail/PASS）

ドメイン/サーバー

（お名前.comなど）

他社CMS

（ワードプレスなど）

コンテンツ整理

（既存ページ/SEO情報）
テキスト情報画像・ロゴデータ

ワイヤーフレーム

（or 参考サイト）

Wixエディタ

（制作・SEO・ブログ）

ビジネス情報

（基本情報/お問合せ先）

Wixプレミアムプラン

（クレジットカード）

Google Search Console
Google Analytics

（Googleログイン情報）

ドメイン DNSレコード

(A/CNAME or AuthCode)

1

2

3

4
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ポイント：まずは既存の情報収集・整理から行う

アカウント

ログイン情報

必要素材

制作

公開（切り替え）

2.制作 - 準備

他社CMSからWixに切り替える際に用意するもの

Wixアカウント

（登録E-mail/PASS）

ドメイン/サーバー

（お名前.comなど）

他社CMS

（ワードプレスなど）

コンテンツ整理

（既存ページ/SEO情報）
テキスト情報画像・ロゴデータ

ワイヤーフレーム

（or 参考サイト）

Wixエディタ

（制作・SEO・ブログ）

Wixプレミアムプラン

（クレジットカード）

Google Search Console
Google Analytics

（Googleログイン情報）

ドメイン DNSレコード

(A/CNAME or AuthCode)

1

2

3

4

ビジネス情報

（基本情報/お問合せ先）

6



コンテンツ整理

既存ページの情報を整理しておくとス

ムーズに制作できます

◉既存ページ情報

・現在のページ数

・ページ名（タイトル名）

・URL（各ページ）

・サイトマップ

◉SEO設定内容（各ページ）

・タイトル

・ディスクリプション（説明文）

・H1タグ など

◉整理する際の調べ方

・他社CMSの管理画面内

・site:https//www.○○○.com

・SEOチェキ など

既存ページのコンテンツ（ページ）やSEO設定内容をまとめておくと、他社CMS

からWixへ切り替える際に便利です（材料になる）。各ページのURL設定、

ページSEOや301リダイレクトなど。
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ご依頼 - 宣伝方法

サブテキストテキスト

テキストテキストテキスト

設定→ドメイン→ドメイン接続

ネームサーバーとは

テキストテキストテキストテキストテキストテ

キストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキス

トテキストテキストテキストテキストテキスト。

メールやファイル便で画像のやり取りを行ったり、別の画像加工ツールを使う

必要はなく、Wixエディタ内で画像の保管・加工が行えます。

また、ロゴを新しく作り直すこともできます（Wixロゴメーカー）。

画像・ロゴデータ

Wixエディタ画面内にあるメディアに

アップロードし、保管する

◉メディアについて

・サイトファイル

→画像やロゴデータの保管

（画像のURL取得も可能）

・Wix画像・動画素材

→フリー素材（画像がない場合便利）

・画像調整

→トリミング機能

・文書ファイル

→PDFやWordなどのファイルも保管可能

・ベクターアート

→アイコンも多数揃っている

参考：storyset（アイコンサイト）
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ワイヤーフレーム

サイトイメージを固めておくと、

制作時間が短縮できます

◉ワイヤーフレーム作成ツール

・Googleスプレッドシート（エクセル）

・パワーポイント

・Adobe XD

・cacoo

・Wix ADI（人工知能でラフ制作）など

◉構成の要素（セクション）

・PASONAの法則や参考サイト など

◉参考サイト

・同業他社で検索上位のサイト

・個人的に好きなサイト

・制作事例やWixテンプレートから

Wixには、Wixエディタをはじめ、Wix ADI、Editor X、Velo by Wixなど

目的に応じた制作手段が揃っています。今回は、テンプレートも豊富で最も

ポピュラーなWixエディタでの切り替え方法をお伝えします。
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準備した情報や素材を元に、Wixエディタでホームページを制作していきます

ページ制作

SEO設定

サーバー

ドメイン接続

公開

制作 - Wixエディタ -
主な実施内容（他社CMSからWixへ切り替えにあたり）

ページ制作

Wixエディタ内のツール

Wix App Market

（ブログなどの機能追加）

ページ内部設定

（SEO_h1タグ など）

各ページ SEO設定

（URL/タイトル/説明文）

基本情報入力

（ビジネス情報）
アクセシビリティ設定

ページ確認方法

（共同管理者招待 or フィ

ードバック）

打ち合わせ・ページ修正

（ZOOMで一緒に）

オンライン決済

（KOMOJUなど）

Wixプレミアムプラン

（サーバー）

Google Search Console
Google Analytics
（サイト提出）

ドメイン接続

(ポインティング接続 他)

1

2

3

4
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ページの制作

制作イメージができたら、理想のHPの

実現に向けて制作していきます

・豊富なテンプレート

・直感的な操作でレイアウト変更

・画像や動画の挿入、テキスト

・機能の追加・設定（Wix App Market）

・SEO設定（タグ、ページSEO）など

整理したコンテンツ情報（SEO設定など）やワイヤーフレーム（または参考サイ

ト）をもとに、Wixエディタで制作していきます。パワーポイントの作成に近い

感覚で直感的な操作で編集できます。
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ご依頼 - 宣伝方法

サブテキストテキスト

テキストテキストテキスト

設定→ドメイン→ドメイン接続

ネームサーバーとは

テキストテキストテキストテキストテキストテ

キストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキス

トテキストテキストテキストテキストテキスト。

Wixエディタの画像編集ツール。サイズや明るさの変更、背景切り取りなど、

お好みの画像に仕上げることができます。加工した画像はサイトファイルに

保存されます。

画像の加工

Wixエディタ内の画像編集ツール

・サイズ変更（クロップ）

・明るさの調整（自動補正）

・オリジナル補正（調整）

・カラー（フィルター）

・下記イメージ（切り取り） など

参考：remove bg（背景切り取りサイト）
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フォント（日本語）

オリジナルのフォントを

アップロードすることもできます

アップロードのファイル形式

TTFファイル

日本語のフォントは18種類（2022年6月時点）あります。それ以外に「日本語 

TTF フリーフォント」などで検索し、TTFファイルでアップロードすると、お好み

のフォントが使用できます。
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ご依頼 - 宣伝方法

サブテキストテキスト

テキストテキストテキスト

設定→ドメイン→ドメイン接続

ネームサーバーとは

テキストテキストテキストテキストテキストテ

キストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキス

トテキストテキストテキストテキストテキスト。

Webセーフカラーとは、OSやハードウェアなどの閲覧環境に関係なく、正しく

表示できるカラーのことです。Webセーフカラーは216色（カラーコード 

♯ff6600など）あります。

カラー

WEBセーフカラー（216色）

・サイト背景

・アクセントカラー

・フォント（テキスト）

・ボタン　など

◉アクセシビリティも考慮する

Webサイトにおける、情報やサービスへのア

クセスのしやすさのこと。高齢者や障害者な

ども含めたあらゆる人がどのような環境（暗

い場所、逆に明るい場所など）でもWebサイ

トが利用できるように考慮すること。

※Wixには自動診断機能があります

（アクセシビリティ設定）

14



ページ制作に困ったら

他のテンプレートにあるページやパーツを

コピーして挿入する

・ページや各パーツ

・画像などの素材も可能

制作中のページに別のテンプレートに

あるページやパーツをコピーして

貼り付ける（ペースト）ことができます。
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SEO関連（ページSEO）
ページ内部及び検索結果に表示する

タイトルや説明文の設定

・SEOベーシック：URL・タイトル・説明文

・各ページ：テキスト（見出しタグ h1,h2,pなど）

・画像の代替テキスト、アクセシビリティ設定

SEOベーシックには、既存ページのSEO設定

内容（コンテンツ整理）を参考に、URL/タイト

ル/ディスクリプション（説明文）を入れていき

ます（各ページ）。
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コンテンツ整理（おさらい）

既存ページの情報を整理しておくと

スムーズに制作できます

◉既存ページ情報

・現在のページ数

・ページ名（タイトル名）

・URL（各ページ）

・サイトマップ

◉SEO設定内容（各ページ）

・タイトル

・ディスクリプション（説明文）

・H1タグ など

◉整理する際の調べ方

・他社CMSの管理画面内

・site:https//www.○○○.com

・SEOチェキ など

既存ページのコンテンツ（ページ）やSEO設定内容をまとめておくと、他社CMS

からWixへ切り替える際に便利です（材料になる）。各ページのURL設定、

ページSEOや301リダイレクトなど。
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ビジネス情報

設定→ビジネス情報 入力

プロフィール、事業内容、お問い合わせ先

・基本情報

・連絡先情報（お問い合せ先）

ダッシュボードの設定から入力していきます。

また、設定→サイトの設定からファビコンや

SNSシェア画像が入れられます。

18



ご依頼 - 宣伝方法

サブテキストテキスト

テキストテキストテキスト

設定→ドメイン→ドメイン接続

ネームサーバーとは

テキストテキストテキストテキストテキストテ

キストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキス

トテキストテキストテキストテキストテキスト。

他社CMSからWixに切り替える際、既存ページにブログがあり、

その記事をWixに移行できるのか？といったご質問をいただくことが

あります。Wordpressの場合は、記事の移行（コピー）が可能です。

Wix App Market
ページに必要な機能を追加する

ことができます

◉比較的利用されているアプリ（機能）

・Wixブログ

・Wixフォーム（お問い合せフォーム）

・Wixブッキング

・販売プラン

・Wixストア

・Wixフォーラム（掲示板）

◉その他

・クーポンルーレット

・クラウドファンディング

・クイズコンテンツ

・Wix天気予報 など

19



ブログ記事の移行

他社CMSからWixに切り替える際のブログ記事

（Wordpress→Wix）

・対象ページのURLを入力

・タイトル、文章、カテゴリー、画像、動画

・記事数：最大4,000件まで可能

注意点
①URL化されたファイル→再アップロード
②WordPress側で制限（プラグイン関連）
③サーバー（ホスティング）側で制限
  （海外アタックガード設定 または 
　   REST API アクセス制限をオフにする）
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3.公開（切り替え）
他社CMSからWixに切り替える　手順・ポイント 

きっかけ

相談ルート

Wixの特徴

準備

SEO関連

サーバー

ドメイン

公開
（切り替え）

Wixストア
（商品登録）

オンライン
決済

テスト運用

ご依頼 制作

説明 ブログ移行

注意事項・手順

-完-

3.公開

（切り替え）
番外編

制作



3.公開（切り替え）- サーバー

Wixプレミアムプラン決済後、既存ドメインに接続し

てサイトを公開（切り替え）します

・ホームページプラン→アドバンス

・Wixストア（ECサイト・オンライン決済）

ビジネス＆Eコマースプラン→ビジネスなど

Wixプレミアムプラン（Wixサーバー）

決済後、ドメイン接続作業に移ります。

ダッシュボード→設定→独自ドメインの

接続から作業開始。

21



ドメイン

Wixで制作したページに

既存ドメインを接続する

◉既存ドメインの継続方法

①ドメインを移管する

→契約・サーバーを引っ越し（Wixへ）

②ネームサーバー方式

→Wixのネームサーバーに接続させる

（WixでDNSを管理）

③ポインティング接続

→ドメインホストのネームサーバーに

ドメインを置いたまま、Wixサイト接続

◉ドメイン会社

エックスサーバー、お名前.com、

バリュードメイン、ムームードメイン

など

既存ドメインの契約は継続したまま、Wixにサイトを切り替えることができま

す。現在のご契約状況と照らし合わせて、どの方法が一番最適かをご検討く

ださい（費用面や運用の比較＋次回の契約更新日）。

登録済みの

ドメインを選択

22



ご依頼 - 宣伝方法

サブテキストテキスト

テキストテキストテキスト

設定→ドメイン→ドメイン接続

ネームサーバーとは

テキストテキストテキストテキストテキストテ

キストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキス

トテキストテキストテキストテキストテキスト。

既存ドメインをWixのサイトに接続し、かつメールはこれまで通り

利用する例（Wix外部にてメールを使用している場合）として、

今回はポインティング接続の手順をお伝えします。

注意事項

ドメイン接続作業の事前確認

◉注意点

①ドメイン移管

・co.jp、jpドメインはWixに移管できない（Wix

では対象外の拡張子）

・メールサーバー&メールアドレスは引き継

げない（Wixで決済し直す）

②ネームサーバー方式

・ネームサーバー（DNS）の変更に伴い、ドメ

インに紐づいたメールが利用できない場合

がある。

③ポインティング接続方式

・上記②ネームサーバー方式が難しい場合

に行う。既存ドメインのDNSを「Wixサーバー

のIPアドレス」に紐付ける

登録済みの

ドメインを入力

ネームサーバー or

ポインティングを選択
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ドメイン接続

ポインティング接続手順１

ポインティング接続を行う際、上記の

ような表示が出ますが、「接続する」

で次に進みます。

上記画面（案内）を確認し、スタート。ステップは4つあり、スタートを押すと、

手順が表示されます。その際に必要なのが、既存ドメインのログイン情報

（エックスサーバーやお名前.comなど）です。

24
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ドメイン接続

ポインティング接続２

・ステップ1：ドメインプロバイダにログインします

・ステップ2：ドメイン設定ページを見つけます

ドメインの管理画面にログインする際、

ログインURL、ID、PASSが必要です。（エックス

サーバーやお名前.comなど）

ログインしましたを

クリック

ドメイン設定を

見つけましたをクリック
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ドメイン接続

ポインティング接続手順３

ドメインプロバイダ（例：エックスサーバー）にログイン後、ド

メイン設定ページを確認する（DNSレコード設定というところ

になります）

ドメイン設定ページとは、DNSレコード

設定画面のことを指します。確認後、

WixサーバーのAレコード、CNAMEレコードを

入力していきます。

DNSレコード設定を

クリック

26
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ドメイン接続

ポインティング接続手順４

・該当する既存ドメインを選択

・DNSレコード設定画面を開く（DNSレコードとは、

ドメインとホームページに関わる部分です）

DNSレコードの変更箇所（ホスト名）

・ドメイン名（種別：A）

・www.ドメイン名（種別：A）

・種別：MXの箇所（メールに関連する）

該当するドメインを

選択する

値を変更します

変更をクリック
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ドメイン接続

ポインティング接続手順５

・ステップ3：DNSレコードを見つけましょう

・ステップ4：DNSレコードをアップデートしましょう

（Aレコード、CNAMEレコード）

→ホームページに関わる部分のレコードです

ステップ4で表示されている

タイプ CNAMEとAのそれぞれの値をコピーし、

ドメインプロバイダの管理画面にあるDNSレ

コードの設定内容を変更します。

レコードを見つけ

ましたをクリック

CNAMEの値をコピー
www.152.wixdns.net

Aの値をコピー
23.236.62.147
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ご依頼 - 宣伝方法

サブテキストテキスト

テキストテキストテキスト

設定→ドメイン→ドメイン接続

ネームサーバーとは

テキストテキストテキストテキストテキストテ

キストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキス

トテキストテキストテキストテキストテキスト。

変更前のDNSレコード情報は、バックアップを取っておく。

（不具合や接続ができないトラブルがあった際に元に戻せるように

するため）。

ドメイン接続

ポインティング接続手順６

コピーしたAレコードとCNAMEレコードの値を

指定の場所に入力（貼り付ける）する

Aの値→ドメイン名
（種別A）

CNAMEの値→www.
ドメイン名（種別A）

29

kabetee

kabetee

kabetee

kabetee

kabetee

kabetee

kabe
tee



ドメイン接続

ポインティング接続手順７

・Aの値の入力例（貼り付け）

・CNAMEの値の入力例（貼り付け）

Aレコード、CNAMEレコードの値を

それぞれWixでコピーした値にする。

「確認画面へ進む」で次の画面へ。

優先度は基本そのまま（変更しない）

CNAMEの値をコピー
www.152.wixdns.net

種別はAのまま

ホスト名は空欄の
ままでOK

Aの値をコピー
23.236.62.147

ホスト名はwww

種別AからCNAMEに
変更する
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ドメイン接続

ポインティング接続手順８

A及びCNAMEの値（内容）を変更したら、間もなくドメインが

接続できます。変更完了後、MX（メールサーバー）の内容

を確認・変更し完了。

MXレコードの初期設定では、同じホスト名（ド

メイン）のAレコードを参照しているため、Aレ

コードの内容を変更した際、MXレコードにあ

る内容をエックスサーバー指定の内容に変

更する。

Aの値：変更完了

MXの内容に注意！
（メールサーバー）

CNAMEの値：変更完了

MXの内容はサーバー情報の「サーバー
情報」タブ内にある「ホスト名」参照

内容を変更し、完了（優先度も0
に変更）sv8181は例です。
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ドメイン接続

ポインティング接続手順９

・ステップ４（設定変更完了時）：

レコードを更新しましたをクリック

上記画面のステップ4の「レコードを変更しまし

た」をクリックすると、右の画面になります。接

続されるまでタイムラグがあります。

レコードを変更しま

したをクリック

32

kabetee



ドメイン接続

ポインティング接続手順１０

・ドメインの接続状況の確認（Wixの管理画面内）

※ドメインプロバイダ（例：エックスサーバー）の

管理画面はログアウト

上記画面が確認できたら、ダッシュボードに

戻り、サイトを公開します。
ドメイン状況を

確認をクリック

ポインティング

で接続と表示
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ドメイン接続

ポインティング接続手順１１

接続・公開直後、ダッシュボードに表示されているドメイン

がSSL表示されていないことがありますが、反映が完了する

と、https://www.◯◯◯.co.jpになります。

ドメイン接続の反映まで一時的にサイトが

開かないことがあります（作業に不備がなけれ

ば、48時間以内に切り替わります）

サイトを公開する
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ドメイン接続

ポインティング接続手順１２

・サイト公開後、ドメインの接続状況を確認

サイトを公開し、ドメインの接続が完了する

と、接続完了のお知らせが届きます（次の

ページ）。あと少しです！

ドメインを管理をク

リックする

ポインティング

で接続と表示
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ドメイン接続

ポインティング接続手順１３

・ドメイン接続完了

・サイトの公開（切り替え）完了

万が一、接続・反映作業に問題があった

場合には、設定→ドメインの画面（右の画像）

に、原因と対処法が表示されます。

接続・反映が完了す
るとWixから完了通
知メールが来ます。
おめでとうございま
す！

上記の画面になって
いれば無事完了です
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ドメイン接続（その他）

ポインティング接続_作業に不安、わからなくなったら、ドメイン

プロバイダのサポートセンターに問い合わせる

Wixで作ったサイトに既存ドメインを接続したい（AレコードとCNAMEを変更し

たい）。かつメールサーバーは変更せず利用したい場合、どこから変更すれ

ばいいか？メールに影響ないか？を確認する。

電話サポートを受け付けているドメイン会社

では、DNSレコード変更手順を案内

していただけます。

お名前.comのDNS

レコード画面例

ポインティングで接

続と表示

ムームードメインの

DNSレコード画面例
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SEOツール関連

301リダイレクト

サイトのリニューアル・切り替えの際、ページ名の変更に伴

い、/URLを変更するケースがあるかと思います。その場合

は、301リダイレクトを設定します。

301リダイレクトとは、httpヘッダーに含まれる

ステータスコードの1つで、URLが恒久的に変

更される際に利用する転送処理のことです。

（例）サービス紹介ページ
旧：kabetee.co.jp/service
新：kabetee.co.jp/price など
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SEOツール関連

Googleにサイト提出（Google Search Console）

マーケティングツール（Google Analytics）

他社サイトからWixで作成したサイトに変更した後、Google

にサイトを提出。

Googleにサイト提出（Google Search Console）

は、同ドメインであれば検索には影響しませ

ん。提出及び接続の際、Googleへのログイン

が必要です。

Wixで制作した

サイトを提出

Wixで制作した

サイトと接続
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4.番外編（ラストパート）
他社CMSからWixに切り替える　手順・ポイント 

きっかけ

相談ルート

Wixの特徴

準備

SEO関連

サーバー

ドメイン

公開
（切り替え）

Wixストア
（商品登録）

オンライン
決済

テスト運用

ご依頼 制作

説明 ブログ移行

注意事項・手順

-完-

公開

（切り替え）
4.番外編

制作



Wixストア（商品登録）

サーバー（Wixプレミアムプラン）

ビジネス＆Eコマースプラン

・オンライン決済

・販売プラン・定期払い

・顧客アカウント機能

・独自ドメイン

・Wix広告非表示

・カスタマーケア（日本語）など
Wixストアのサイトを独自ドメインで公開する場合、サーバー（Wixプレミアム

プラン）は、ビジネス＆Eコマースプランのビジネス以上になります。
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Wixストア（商品登録）

他社CMS→Wixに切り替える際、大量の商品が

あった場合、1つずつ入力する必要があるのか？

大量の商品を一括でアップロードしたい場合、

CSVファイルで商品をアップロードする

Wixストアには、CSVファイルによる商品一括

アップロードの機能があります。

ダッシュボード→ストア商品

→商品をクリック

ストア商品

登録画面

41



Wixストア（商品登録）

Wixの商品管理画面から

CSVファイルをダウンロードする

ダッシュボード→ストア商品→商品より

ダウンロードできます。

Wixストアで用意されているCSVファイルを

ダウンロードし、各項目を入力します。

CSVファイルを
ダウンロードする

CSVファイルに
商品情報を入れ、
アップロードする
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商品のアップロードについて

CSVファイルの項目に沿って、

商品情報を入力する

・商品情報を入力（数百点の商品アップロード可）

・画像のURLを取得し、指定の項目にコピペ

・サイズやカラーバリエーションの入力

上記画面は入力例です。

サイズやカラーごとの値段や在庫数

などが入力できます。

ダウンロード直後は仮の情報が入っ

ていることがあります。こちらは削除

して、入れ直します。

商品A：通常の商品
商品B：カラーバリエーション有り
商品C：サイズバリエーションあり
商品D：サイズ＆カラーあり
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項目の解説はWixヘルプセンター記事 参照

CSVファイルの各項目について

メインの入力箇所だけ抜粋

fieldType

（Product or Variant）

name

（商品名）

description

（商品説明文）

price

（商品価格:税別）

inventory

（商品在庫有無/在庫数）

productOptionName1

（サイズorカラー 選択）

productOptionName2

（サイズ＋カラー 選択）

productOptionType2

(DROP_DOWN or COLOR)

productOptionType1

（DROP_DOWN or COLOR）

handleId

（商品の紐付けID）

collection

（カタログ=カテゴリー）

productImageUrl

（商品画像:URL）

productOptionDescription1

（サイズ or カラーコード）

surcharge

（price＋バリエーション価格）

visible

（TRUE or FALSE）

productOptionDescription2

（サイズ or カラーコード）
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商品名A：1,200円（サイズ・カラーバリエーションなし）

CSVファイルの入力例①

通常商品

・handleIdは、商品ごとに分ける（数字でなくても良い）。

・fieldTypeのProductは商品のこと（バリエーションの場合はVariant）。

・<p>～</p>で囲まれたテキストは1つの段落の意味。<br>は改行の指示。

※<p>～</p>は無くてもページに掲載される（改行は、<br>を入れる）

・複数の画像やカテゴリーがある場合は、;「セミコロン」で区切る。

45



商品名B：1,350円より（カラー2種類）

CSVファイルの入力例②

カラーバリエーション有りの商品

・カラーで選択できるようにするために、下記のように入力（下段）。

・また、カラーコードとカラー名を入れる（間は:「コロン」を入れる）。
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商品名C：300円より（サイズ3種類）

CSVファイルの入力例③

サイズバリエーション有りの商品

・サイズの入れ方は下記。また、サイズによって値段が変わる場合は、

surchargeに金額を入力（例：Lサイズ ¥800の場合→surchargeには500と入力）
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商品名D：600円より（サイズ3種類、カラー2種類）

CSVファイルの入力例④

サイズ＆カラーバリエーション有りの商品

・サイズが複数あり、かつサイズごとにカラーが異なる場合は、下記。

・在庫数は、バリエーションの方に入力（inventory：5）。

47
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画像URLの取得

サイトファイルの画像を右クリック

取得したURLを該当項目に貼り付ける

画像が2点以上ある場合は、

間に「;（セミコロン）」を入れる。

画像を格納しているサーバーがある

場合は、そのURLをCSVファイルの

「productImageUrl」に貼り付ける。

【課題】

画像URLの一括取得不可（Wix）。

コピーしたURLをCSVファイルの「productImageUrl」蘭に貼り付けます。

https://static.wixstatic.com/media/○◯◯.png（またはjpg）。

https://static.wixstatic.com/media/の部分は無しで貼り付け可。

画像をアップロード
して、URLを取得する
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商品情報を一括アップロード

CSVファイルに入力した商品情報を

アップロードし、商品登録を行う

アップロード後、商品登録画面で個別に編集すること

もできます。

一度アップロードした商品情報は、CSVファイ

ルでダウンロードもできます。再アップロード

すると、商品情報が更新されます（handleId

に紐づいています）。

ここから

アップロード

インポート後

の商品一覧
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オンライン決済

クレジットカード、スマホ決済など

・ダッシュボード

設定→Eコマース・会計「決済方法」

・決済代行会社のアカウント登録を行い、接続

決済代行会社：KOMOJU、ストライプ、

Paypalなど（日本の場合。地域によって異

なる）があります。Wixと接続することで

オンライン決済が可能になります。

実際の決済画面です
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テスト運用

お問い合わせフォーム、メールの送受信、商品決済など

1
お問い合わせフォーム（Wixフォーム）

必要事項を入力＆送信後、通知が受信できているか

メールの送受信

ドメイン接続後、メールの送受信は問題ないか

オンライン決済 

試しに決済をして、入金確認までを行う

ヘルプセンター、カスタマーケア

オンラインマニュアル、サポートへのお問い合わせ

2

3

4

カベティーブログでも

Wixヘルプセンター、

カスタマーケアのご利用方法

を掲載しています。
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最後に
他社CMSからWixに切り替え完了後 

● スピード感があって、無理なお願いにも対応してくれてとても助かりました ❤

● 想像以上の出来栄えに感動しました ❤

● 制作だけでなく、編集や更新の仕方まで教えてもらい満足しています ❤

● 他の業者と違って、すごくやりやすかった。特に意思疎通のところ ❤

● ドメインやサーバーのことがわからず、モチベーションが下がりかけていたので、

助かりました ❤

● ホームページが充実したので、次は集客・運営のサポートをお願いしたい ❤

ご依頼者様の声



ご清聴ありがとうございました
他社CMSからWixに切り替える　手順・ポイント 

きっかけ

相談ルート

Wixの特徴

準備

制作

SEO関連

サーバー

ドメイン

公開
（切り替え）

Wixストア
（商品登録）

オンライン
決済

テスト運用

ご依頼 制作

説明 ブログ移行

注意事項・手順

-完-

公開

（切り替え）
番外編

またね！

Good luck！



1.ご依頼

1P　きっかけ

2P　相談ルート

3P　Wixの特徴

4P　説明

5P　Wixサーバー料金

（Wixプレミアムプラン）

2.制作

6P　準備

7P　コンテンツ整理

8P　画像・ロゴデータ

9P　ワイヤーフレーム

10P　制作 -主な実施内容-

11P　ページの制作

12P　画像の加工

13P　フォント（日本語）

14P　カラー

15P　ページ制作に困ったら

16P　SEO関連（ページSEO）

17P　コンテンツ整理（おさらい）

18P　ビジネス情報

19P　Wix App Market（機能追加）

20P　ブログ記事の移行

3.公開（切り替え）

21P　サーバー

22P　ドメイン

23P　注意事項

24〜36P　ドメイン接続

（ポインティング接続手順）

37P　ドメイン接続（その他）

38P　SEOツール関連

-301リダイレクト-

39P　Googleにサイト提出、マーケティ

ングツール（Google Search Console、

Google Analytics）

4.番外編

40〜42P　Wixストア（商品登録）

43P　商品のアップロードについて

44P　CSVファイルの各項目について

45〜48P　CSVファイルの入力例

49P　画像URLの取得

50P　商品情報を一括アップロード

51P　オンライン決済

52P　テスト運用


