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You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: plesk

It is an unofficial and free plesk ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official plesk.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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1: pleskをいめる
このセクションでは、pleskのとがなぜそれをしたいのかをします。

また、pleskのきなテーマについてもし、するトピックにリンクするがあります。 pleskのドキュ
メンテーションはしいものなので、これらのトピックのバージョンをするがあります。

Examples

インストールまたはセットアップ

pleskのセットアップまたはインストールのな。

Windows ServerへのPleskのインストール

では、 Plesk InstallerをしてWindows Server2016にPlesk Onyxをインストールします。

Pleskをインストールするには、のWindows Server2012/2016インストールがです。ハードウェア
のは、2GBのRAMと30GBのきディスクです。よりなについては、のハードウェアおよびソフト
ウェアをしてください。

Pleskをインストールする
Windows Serverをセットアップしたら、Pleskのインストールをめることができます。そのため
、 Plesk Installer GUIをします。コンソールベースのインストールのようなのオプションもでき
ます。

ダウンロード

Pleskインストーラをダウンロードするには、 https //page.plesk.com/plesk-onyx-free-downloadに
アクセスし、「Plesk Windowsインストーラ」セクションまでスクロールし、ダウンロードボタ
ンのアイコンをします。

インストーラをする

Windowsのコマンドプロンプトをき、ダウンロードしたplesk-installer.exeをしたディレクトリに
ディレクトリをします。

cd <download directory>
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これでインストーラはのコマンドでできます

plesk-installer.exe --web-interface

これにより、ブラウザにインストーラGUIがします。

Pleskをインストールする

Webインターフェイスインストーラをすると、がブラウザにされます。みのをし、Windowsので
ログインします。

ログイン、メインウィンドウがされ、インストール、アップグレード、コンポーネント/などのに
アクセスできます。 Pleskはまだインストールされていないので、インストールするだけです。

さらにをうには、 Updatesのソースとインストールにします 。インストールをするがあるは、イ
ンストールファイルディレクトリ、プロキシサーバーをし、インターフェイスをすることができ
ます。

なインストールではデフォルトのがないので、「 のインストールまたはアップグレード」をクリ
ックしてします 。ので、インストールするバージョンをします。 Pleskのにあるチェックボック
スをし、バージョンバージョンをとメニューのインストールタイプをします。
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インストールタイプによって、インストールするPleskコンポーネントとがされます。

インストールタイプには、WebホスティングWebサーバー、メールサーバー、データベー
スサーバーなどになすべてのコンポーネントと、もでくされているがまれます。するインス
トールタイプがわからないは、「」をするのがなです。

•

フルインストールタイプには、Pleskのすべてのコンポーネントとがまれています。このイ
ンストールタイプをするには、もくのディスクがです。

•

カスタムインストールタイプでは、なすべてのコンポーネントとのリストからインストール
するをしてできます。このインストールタイプは、なPleskにされます。

•

したインストールのはではありません。 Pleskのインストール、いつでもPleskコンポーネントを
またはすることができます。
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インストールタイプをします。

のには、Pleskをインストールするディレクトリなど、いくつかのがされます。また、Pleskのパ
スワードをするがあります。これは「admin」ユーザーのパスワードです。

これです。 []をクリックしてインストールをします。インストールの、したコンポーネントとシ
ステムリソース/インターネットのにじて、インストールには3090かかります。

インストールの、インストールのがにわれます。ブラウザをいてきます

https://<SERVER_NAME_OR_IP_ADDRESS>:8443

インストールの。

オンラインでpleskをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/plesk/topic/4859/pleskをいめる
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