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2020 年 4 月 27 日 

報道関係各位 

  GMO インターネット株式会社 

 

日本最速の高性能レンタルサーバー「ConoHa
コ ノ ハ

 WING byGMO」、 

無料WordPressテーマ「Cocoon
コ ク ー ン

」提供開始 

～日本初！「ConoHa WING」なら WordPressテーマを自動でかんたんインストール～ 

 

GMO インターネット株式会社が提供する高機能かつ高い安定性で日本国内最速の処理速度（※1）を持つ高

性能レンタルサーバー「ConoHa
コ ノ ハ

 WING byGMO（以下、ConoHa WING）」（URL：https://www.conoha.jp/wing/ ）

は、本日 2020 年 4 月 27 日（月）より、ダウンロード数 60 万を超える人気の無料 WordPress テーマ「Cocoon
コ ク ー ン

」

（URL：https://www.conoha.jp/wing/wptheme/cocoon/ ）を提供開始いたしました。 

「ConoHa WING」は、レンタルサーバー業界で日本初（※2）となる、WordPress テーマを自動でインスト

ールする機能を標準提供していることから、「ConoHa WING」で無料 WordPress テーマ「Cocoon」を活用

することで、最小限の工数とコストで WordPress を用いた Web サイトの立ち上げが可能となります。 

 また、この度の「Cocoon」の提供開始を記念して、本日から 2020 年 6 月 8 日（月）18 時までの期間、

レンタルサーバーと独自ドメインがセットになった「ConoHa WING」の長期利用割引プラン『WING パッ

ク』に新規でお申し込みいただいた方を対象に、全プラン（ベーシック・スタンダード・プレミアム）が 5%OFF

となるキャンペーンを実施いたします。 

 
（※1）2020 年 3 月、自社調べ。（日本国内シェア 90%以上を占めたトップ 10 サービスにおいて、各サービス最下位プランのサーバー処理速度

を、負荷テストツール「Apache Bench」で5回計測した平均値を比較。国内シェアは、Webhosting.infoおよびDomainToolsをもとに算出。） 

（※2）2020年4月27日現在、国内企業11社について自社調べ。 

 

■無料 WordPressテーマ「Cocoon」とは 

 WordPress には数多くの WordPress テーマ（Web サイト全体の機能・デザインのテンプレート）があ

ります。中でも「Cocoon」は、無料かつシンプルなデザインであることから初心者でも気軽に使い始め

られるうえ、Web ページの表示速度を向上させる『ページ高速化機能』や『AMP 機能』（※3）に加え、内

部 SEO 施策実施済みである点などが評価され、ダウンロード数は 60 万を超えています。 

（※3）Accelerated Mobile Pages の略で、Web コンテンツを瞬時に読み込み、高速表示するためのフレームワークのこと。 

 

【「ConoHa WING」における「Cocoon」提供の特徴】 

（URL：https://www.conoha.jp/wing/wptheme/cocoon/） 

特徴 1）日本初！WordPressへの自動インストール 

通常 WordPress テーマを設定するには、レンタルサーバーの管理画面で WordPress を設定した後、

別途テーマを提供する Web サイトから使いたいテーマをダウンロードし、それをさらにインストールし

て各種設定を行う必要があります。 

「ConoHa WING」では、こうした WordPress テーマを使い始めるまでの設定の手間を省くため、日

本初となる WordPress テーマの自動インストール機能を標準提供しています。そのため、WordPress

の立ち上げと同時に「Cocoon」テーマを自動でインストール・設定でき、初心者の方でも最小限の手間

と時間で、ブログや Web サイトの作成に取り掛かることができます。 

 
 

https://www.conoha.jp/wing/
https://www.conoha.jp/wing/wptheme/cocoon/
https://www.conoha.jp/wing/wptheme/cocoon/
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特徴 2）WordPress を利用した Web サイト作成に必要なサービスも無料提供 

この度「ConoHa WING」が WordPress テーマ「Cocoon」を提供開始したことで、レンタルサーバー

と合わせて、無料で WordPress テーマの利用が可能になりました。また、「ConoHa WING」では無料の

独自 SSL も提供しているほか、『WING パック』にご契約いただいた場合には、独自ドメイン（※4）も永

久無料で提供しています。さらに「ConoHa WING」では初期費用も無料なため、最小限のコストで

WordPress を利用した Web サイトを作成できます。 

 

（※4）『WING パック』の契約期間中は、対象ドメインの更新料金も 0 円です。『WING パック』契約終了後は、別途対象ドメイ

ンの更新料金が発生します。 

 

特徴 3）レンタルサーバーとテーマの一括管理 

これまで WordPress テーマの管理は、レンタルサーバーの管理とは別で行う必要がありましたが、

「Cocoon」テーマであれば「ConoHa WING」の管理画面上で一括管理することができます。これによ

り、WordPress テーマをアップデートする場合や、誤ってデータを削除してしまい再インストールする

場合など、すべて「ConoHa WING」の管理画面から実行することができます。 

 

【「Cocoon」テーマ開発者わいひら様コメント】 

 「Cocoon」は「誰でも手軽にサイトを作れるように」という思いからできた無料で使える WordPress

テーマです。無料の気軽さからか、おかげさまで 60 万ダウンロードを超えて、多くのサイトで利用し

ていただいています。 

今回、「ConoHa WING」にて「Cocoon」を提供していただくことで、これまで以上に手軽にサイト

が作れるようになりました。「ConoHa WING」は、サイトの高速化に非常に力を入れておられるサー

バーです。加えて「Cocoon」にも独自の高速化機能があります。それら機能を合わせて利用すること

で、訪問者が訪れて気持ち良いサイトを構築できるかと思います。 

 

【6月 8日（月）まで！『WINGパック』の全プランが 5%OFFで利用できる！】 

この度の「ConoHa WING」での無料 WordPress テーマ「Cocoon」の提供開始を記念して、本日から 2020

年 6 月 8 日（月）18 時までに『WING パック』に新規でお申し込みいただいた方を対象に、『WING パック』

全プランが 5%OFF となるキャンペーンを実施いたします。 

詳細はサービスサイト（URL：https://www.conoha.jp/wing/campaign/cocoontheme/）をご覧ください。 

 

■『WINGパック』キャンペーン価格例（金額は全て税抜） 

プラン名 キャンペーン価格（月額料金、36 ヵ月払いの場合の例） 

ベーシック 800 円/月 → 760円/月 

スタンダード 1,750 円/月 → 1,662円/月 

プレミアム 3,500 円/月 → 3,325円/月 

リザーブド 1GB 1,100 円/月 → 1,045円/月 

リザーブド 2GB 2,350 円/月 → 2,232円/月 

リザーブド 4GB 4,700 円/月 → 4,465 円/月 

＊契約更新の場合には通常料金でのお支払いとなります。 

https://www.conoha.jp/wing/campaign/cocoontheme/
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【「ConoHa WING」の特徴】（URL：https://www.conoha.jp/wing/） 

「ConoHa WING」は、初期費用は無料で、国内最安値水準の月額料金 800 円（税抜）からご利用いただ

ける国内最速のレンタルサーバーです。 大量に同時アクセスが発生した場合の高負荷にも強く、サイトのパ

フォーマンスに安定性を求める方にも最適です。 

 

特徴 1）処理速度No.1のレンタルサーバー  

「ConoHa WING」は、最新 CPU と高速 SSD を搭載しているだけではなく、独自にチューニングしたコ

ンテンツキャッシュ機能や、高速 PHP アプリケーション実行環境 LiteSpeed LSAPI を導入することで、超

高速化を実現しています。その結果、国内レンタルサーバーサービスを対象に Web サーバー処理速度を調

査したところ、「ConoHa WING」が最も速いことが分かりました。（※5）Web サーバー処理速度 No.1 のレン

タルサーバーである「ConoHa WING」は、今までにない高速環境をご提供します。 

(※5)2020 年 3 月時点、自社調べ。 

 

特徴２）WordPress に最適なレンタルサーバー 

「ConoHa WING」は、独自にチューニングした強力なキャッシュ機能を標準で提供しており、数万リク

エスト／秒の膨大なアクセスにも対応することができます。また、コントロールパネル上から簡単に

WordPressのインストールや他社サーバーからの移行ができ、高性能と使いやすさを両立しています。 

 

特徴３）充実の高機能と安心のセキュリティ 

「ConoHa WING」は、全てのプランにおいて、マルチドメインやデータベース、メールアドレスを無

制限にご利用いただけるため、1 台のサーバーで複数の Web サイトを運用することができます。また、

最新の PHP7 への対応はもちろん、MySQL や SSH、Cron など多数の機能に対応していることから、

幅広い用途でご利用いただけます。さらに、Web アプリケーションを通した不正侵入を防ぐ WAF機能

やウイルスチェック、スパムメールフィルタ機能も標準搭載しているため、安心してご利用いただけま

す。 
 

以上 

 
 
 
 
 
 
 

【GMO インターネット株式会社】 （URL：https://www.gmo.jp/ ） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業  ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業    ■仮想通貨事業 

資 本 金 50 億円  
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【報道関係お問い合わせ先】 

●GMOインターネット株式会社 

 グループコミュニケーション部 

 広報担当 石井・長井 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp  

【サービスに関するお問い合わせ先】 

●GMO インターネット株式会社 

 事業本部 ホスティング事業部 呉 

E-mail：info@conoha.jp  

URL：https://www.conoha.jp/ 

https://www.conoha.jp/wing/
https://www.gmo.jp/
mailto:pr@gmo.jp
https://www.conoha.jp/

