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      書                  

        場合 最新                           無料 

                                

 著作権     

当電子書籍 著作権法 保護     著作物   

使用 関     以下 点  注意     

 本電子書籍 著作権 作者   株式会社 好     生          

著作権者 書面   事前許可   本     一部    全部        上 公

開                    転売     禁    

 本電子書籍 一部    全部        蓄積手段 印刷物 電子          

        他電子          複製 流用   転載     禁    

 使用許諾契約書 

本契約  本教材         法人 個人 以下 甲     作者 以下 乙     

 間 合意  契約   

本教材 甲 受 取       甲   契約 同意          

第 条 本契約 目的

乙 著作権 有  本教材 含   情報  本契約 基  甲 非独占的 使用  権

利 承諾       

第 条 禁止事項 第三者  公開 禁止 

本教材 含   情報  著作権法    保護       甲 本教材  得 情報  

乙 書面   事前許可 得   出版 講演活動   電子       配信等    

    第三者  公開     禁    

第 条 契約 解除

甲 本契約 違反   乙 判断  場合   乙 使用許諾契約 解除        

       

第 条 損害賠償

甲 本契約 第 条 違反  場合 本契約 解除 関    甲 乙 対  違約金  

  違約件数 販売価格 乗  金額 支払        

http://get.adobe.com/jp/reader/
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          独自    追加手順

         

                          

                           

                       入力                 

http://www.xserver.ne.jp/
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       設定          

       設定 追加       名              取得  独自     入力  

     設定 追加 確認           
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       設定 追加 確定           
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      独自    設定 追加 完了   



Copyright(C)2019 株式会社 好きなことで生きていく.All Rights Reserved.

8

2.2.2.2. 独自ドメインネームサーバー変更手順独自ドメインネームサーバー変更手順独自ドメインネームサーバー変更手順独自ドメインネームサーバー変更手順

■VALUE DOMAIN

https://www.value-domain.com/

1. 「ログイン」をクリックします。

2. 「ユーザー名」と「パスワード」を入力して「ログイン」をクリックします。
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3. 「ドメインの設定操作（登録済みドメイン一覧）」をクリックします。
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4. 「ネームサーバー」をクリックします。
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5. ネームサーバーの初期画面が表示されます。
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6. 下記のようにネームサーバーの設定値をエックスサーバーのものに書き換えて「保存する」

をクリックします。

【下記をコピーして貼り付けてください】

ネームサーバー 1 ns1.xserver.jp

ネームサーバー 2 ns2.xserver.jp

ネームサーバー 3 ns3.xserver.jp

ネームサーバー 4 ns4.xserver.jp

ネームサーバー 5 ns5.xserver.jp
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7. 「OK」をクリックします。

8. これで、ネームサーバーの変更は完了です。

※ネームサーバーの変更が完了してから実際に Web 上に設定が反映されるまで 1 時間～1、2

日かかる場合があります。
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  独自    反映確認手順

                                  起動         独自         

入力          押    

  下記 画面 表示       独自     正常    上 反映      
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  下記    画面 表示   場合  独自          上 反映        

  少 時間 置         直         

        場合

                  場合
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     設定手順

         

                          

                           

                       入力                 

http://www.xserver.ne.jp/
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      設定          

      設定  独自      選択            
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   独自    設定 追加   確定           

          設定 完了   


