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初めに

Standardサーバとは、verio社のsignatureシリーズを元に、ぷらら社独自のカスタマイズを加えたホスティン
グサーバになります。お客様で運用、トラブル対応を行っていただく事により安価な価格での提供を実現し
ております。

当マニュアルではお客様での運用、トラブル対応にあたり必要となる、コントロールパネルの操作方法につ
いて記載をしております。

Standardサーバとは、verio社のsignatureシリーズを元に、ぷらら社独自のカスタマイズを加えたホスティン
グサーバになります。お客様で運用、トラブル対応を行っていただく事により安価な価格での提供を実現し
ております。

当マニュアルではお客様での運用、トラブル対応にあたり必要となる、コントロールパネルの操作方法につ
いて記載をしております。

お客様で調査、対応を行い原因が不明な場合、対応が困難な場合は当社にてサポートを行います。お問い
合わせの際は、お客様で行った調査内容についてお尋ねする場合もありますのでご了承下さい。

お客様で調査、対応を行い原因が不明な場合、対応が困難な場合は当社にてサポートを行います。お問い
合わせの際は、お客様で行った調査内容についてお尋ねする場合もありますのでご了承下さい。

1. 初めに
1.1 Standardサーバについて

1.3 セキュリティ対応

1.4 サポートへの問い合わせについて

■基本編

Standardサーバでは、セキュリティ対応や機能拡張の為定期的にアップデートを行っております。
当マニュアルに記載されている機能、操作方法に関しては2010年2月現在の物になっております。
緊急のセキュリティ対応により仕様、構成の変更が発生する場合があります、ご了承下さい。

Standardサーバでは、セキュリティ対応や機能拡張の為定期的にアップデートを行っております。
当マニュアルに記載されている機能、操作方法に関しては2010年2月現在の物になっております。
緊急のセキュリティ対応により仕様、構成の変更が発生する場合があります、ご了承下さい。

Standardサーバで提供しているサービスについては、下記のURLをご確認下さい。

BUSINESSぷらら：ビジネスサーバ：サービス内容

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/service/

Standardサーバで提供しているサービスについては、下記のURLをご確認下さい。

BUSINESSぷらら：ビジネスサーバ：サービス内容

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/service/

1.2 提供サービスについて

現在、新規にご契約されたお客様には標準で高性能なアンチスパム・アンチウィルスプロダクトTrendMicro
Hosted Email Security (以下HES)が提供されております。

旧ホスティングサービスMultiStageより移行のお客様や、20088/12/14以前にご利用開始となったお客様
には標準でHESが提供されておりません。ご利用になられるには、別途お申し込み(無料)が必要となります。

申込方法については、以下にてご確認ください。

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/index.html

また、申し込みを行われない場合はStandardサーバ標準搭載のアンチスパム・アンチウィルスプロダクトを
使用していただく形になります。

現在、新規にご契約されたお客様には標準で高性能なアンチスパム・アンチウィルスプロダクトTrendMicro
Hosted Email Security (以下HES)が提供されております。

旧ホスティングサービスMultiStageより移行のお客様や、20088/12/14以前にご利用開始となったお客様
には標準でHESが提供されておりません。ご利用になられるには、別途お申し込み(無料)が必要となります。

申込方法については、以下にてご確認ください。

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/index.html

また、申し込みを行われない場合はStandardサーバ標準搭載のアンチスパム・アンチウィルスプロダクトを
使用していただく形になります。

1.5 MultiStageから移行されたお客様、 2008/12/14 以前にご利用開始となったお客様について

designer
テキストボックス
http://biz.plala.or.jp/service/hosting/standard/function.html

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/standard/function.html
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コントロールパネルへのログイン

StandardシリーズではGUIを用いた管理を行う事が
可能となっております。
下記URLにアクセスを行いログインを行って下さい。

https://（ホスティングログインID）.securesites.com
/ControlPanel/

管理者向けコントロールパネルへアクセスを行う場合は
ホスティングログインIDでログインを行い
その他の場合は、お客様で作成されたユーザー名で
ログインを行ってください

※サーバの管理を行う為にはホスティングログインIDで
ログインする必要があります。

ホスティングログインIDでログインを行った場合は
ユーザー機能に加えて管理者権限に対応した機能を
表示します。

サーバの管理やユーザーの追加、管理などを行う場合は
管理者権限が必要となりますので、こちらをご利用下さい。

1.コントロールパネルへのログイン

1.1 コントロールパネルへのログイン

1.2 コントロールパネルの表示

お客様で作成されたユーザーでログインした場合は
ユーザー機能に限定された機能を表示します。
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ヘルプの表示

2.2 ヘルプの表示

左記はヘルプの表示例になります。

2. ヘルプの表示

2.1 ヘルプボタン

コントロールパネル右上にヘルプと書かれた
ボタンがあります。

こちらをクリックする事により、ヘルプを見ることが
可能です。

※コントロールパネルの操作方法、用語説明
など記載されています。
本書とあわせて、ご利用下さい。

2.3 ヘルプ内の検索

またヘルプでは、ヘルプ内の検索も行えます。
探したい単語を入力し、カテゴリを選択後検
索ボタンをクリックして下さい。
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ユーザーの作成

3.2 ユーザー情報の入力

ユーザーの登録画面が表示されます。

下記の情報を入力して下さい。

・ユーザーID
ユーザーID名
・氏名
ユーザーの氏名
・新規パスワード
ユーザーが使用するパスワード
・パスワードの確認
ユーザーが使用するパスワード
・権限
メール使用の有無
FTP接続の有無
ホームページの使用の有無

3. ユーザーの作成

3.1 新規ユーザー作成
Standardではお客様でユーザーの作成を行う
事が可能となっています。
ユーザーの作成を行うには、下記の操作を
行ってください。

初めにユーザー設定内の新規ユーザー作成
をクリックして下さい。
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ユーザーの作成

3.4 ユーザー作成の確認

保存をクリックすると画面上部に、ユーザー
が追加されましたと。表示されます。

ユーザー作成の際はこちらを必ず確認して下
さい。

3.3 オプションの入力

ユーザー情報の入力後、オプションの入力を
行ってください。オプションを使われない場合
は入力は不要です。

オプションではメールエイリアス、ウェブエイリ
アスの設定が行えます。

入力が完了しましたら、保存をクリックして下さ
い。

以上でユーザーの作成が完了します。

Standardでは、ご契約のプランにより登録が行えるユーザー数
同時にご利用になられるユーザー数の上限が異なります。
また、お客様のメール送受信数やwebサイトのヒット数などのサーバのご利用状況により
同時に利用できるユーザー数が前後する場合があります。

サーバのパフォーマンスを使い切ると、コントロールパネルへのアクセスが行えない状態となりますので余
裕を持ったユーザー数でご利用していただきますようお願いします。

以上でユーザーの作成が完了します。

Standardでは、ご契約のプランにより登録が行えるユーザー数
同時にご利用になられるユーザー数の上限が異なります。
また、お客様のメール送受信数やwebサイトのヒット数などのサーバのご利用状況により
同時に利用できるユーザー数が前後する場合があります。

サーバのパフォーマンスを使い切ると、コントロールパネルへのアクセスが行えない状態となりますので余
裕を持ったユーザー数でご利用していただきますようお願いします。
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ユーザー情報の確認/編集

4.2 ユーザー情報の入力
ユーザーリストが表示されます。

標準でユーザーリストは１ページ５人単位の表
示となっています。対象のユーザーが見つか
らない場合は、画面上部の前へや次へをク
リックし該当のユーザーを表示させて下さい。

※登録数が多く、見つけにくい 場合などは
4.3 特定ユーザーのリスト表示をご利用下さい。

4. ユーザー情報の確認、編集

4.1 ユーザーリスト
Standardではお客様にてユーザー情報の確
認、編集を行う事が可能となっています。
ユーザー情報の確認、編集を行うには
下記の操作を行ってください。

初めにユーザー設定内のユーザーリストをク
リックして下さい。

4.3 特定ユーザーのリスト表示

特定のユーザーを表示するには、画面上部
左側の検索ボックスにユーザー名を入力し検
索をクリックして下さい。
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ユーザー情報の確認/編集

4.6 特定ユーザーの情報 表示/編集

4.4 特定ユーザーのリスト表示結果

検索ボックスに名前を入力したユーザーが
リストに表示されます。

4.5 特定ユーザーの情報表示

特定のユーザーの情報確認、編集を行いた
い場合は、確認を行いたいユーザーの編集を
クリックして下さい。

以上でユーザー情報の確認、編集が完了します。以上でユーザー情報の確認、編集が完了します。

ユーザーの情報が表示されます。

編集を行う場合は下記の情報を入力して下さ
い。

・ユーザーID
ユーザーID名
・氏名
ユーザーの氏名
・新規パスワード
ユーザーが使用するパスワード
・パスワードの確認
ユーザーが使用するパスワード
・権限
メール使用の有無
FTP接続の有無
ホームページの使用の有無

※ユーザーID以外の項目に関して、こちらで
変更を行う事も可能です。

確認が終わりましたら、キャンセルをユー
ザー情報の変更を行った場合は保存をクリッ
クして下さい。
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ユーザーの停止

5.2 ユーザーの停止操作

ユーザーリストで停止を行いたいユーザーを
表示し、停止をクリックして下さい。

5. ユーザーの停止

5.1 ユーザーリスト
Standardではお客様にて特定のユーザーを
使用停止にする事が行えます。
特定のユーザーの停止を行うには下記の操
作を行ってください。

初めに停止を行いたいユーザーをユーザーリ
ストにて表示させて下さい。

※特定のユーザーの表示方法は 4. 3 特定
ユーザーのリスト表示をご参照下さい。

5.3. 停止の確認

停止をクリックすると画面上部に、ユーザー
が停止されましたと表示されます。

ユーザーの停止を行う場合はこちらを必ず確
認して下さい。

以上でユーザーの停止が完了します。以上でユーザーの停止が完了します。
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ユーザーの開始

6.2 ユーザーの開始操作

ユーザーリストで開始を行いたいユーザーを
表示し、有効をクリックして下さい。

6. ユーザーの開始

6.1 ユーザーリスト

ユーザー停止の機能で使用停止にしたユー
ザーを再度利用可能にする事ができます。
停止したユーザーを再度利用可能とするには
下記の操作を行ってください。

初めにユーザー設定内のユーザーリストをク
リックして下さい。

※特定のユーザーの表示方法は 4. 3 特定
ユーザーのリスト表示をご参照下さい。

6.3. 開始の確認

開始をクリックすると画面上部に、ユーザー
は有効になりました。と表示されます。

ユーザーの開始を行う場合はこちらを必ず確
認して下さい。

以上でユーザーの開始が完了します。以上でユーザーの開始が完了します。
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ユーザーの削除

7.2 ユーザーの削除操作

ユーザーリストで削除を行いたいユーザーに
チェックを入れ、削除をクリックして下さい。

7. ユーザーの削除

7.1 ユーザーリスト

Standardではお客様にてユーザーの削除を
行う事が可能となっています。特定のユー
ザーの削除を行うには下記の操作を行ってく
ださい。

初めに削除したいユーザーをユーザーリスト
にて表示させて下さい。

※特定のユーザーの表示方法は 4. 3 特定
ユーザーのリスト表示をご参照下さい。

7.3. 削除の確認

削除の確認画面が表示されます。

削除を行うユーザーが問題ない事を確認
し削除をクリックして下さい。
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ユーザーの削除

7.4 削除の表示

以上でユーザーの削除が完了します。以上でユーザーの削除が完了します。

削除をクリックすると画面上部に、ユーザー
が削除されましたと表示されます。

ユーザーの削除を行う場合はこちらを必ず確
認して下さい。
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管理者パスワードの変更

8.2 パスワード変更操作

パスワードの変更画面が表示されます。
下記を入力し、保存をクリックして下さい。

・現在のパスワード
現在のパスワード
・新規パスワード
新しいパスワード
・パスワードの確認
新しいパスワード

8. 管理者パスワードの変更

8.1 パスワード変更

Standardでは管理者やお客様で作成したユー
ザーのパスワードの変更を行う事が可能です。

一般のユーザーは4. ユーザー情報の確認、
編集 でパスワードの変更が行えますが
管理者パスワードの変更はユーザーリストか
ら行えませんので、下記の操作を行ってくださ
い。

初めにアカウント設定内にあるパスワード変
更をクリックして下さい。

※管理者パスワードの変更は、管理者用のコ
ントロールパネルで行って下さい。

以上で管理者パスワードの変更が完了します。以上で管理者パスワードの変更が完了します。

8.3 パスワード強度

パスワードの変更の際には、パスワードの強
度が表示されます。こちらは、パスワードが予
測されにくいかどうかの自動判定です。

こちらの判定で強と表示される事。
下記の要素を満たすパスワードである事を強
くお勧めします。
・12文字以上
・英字、数字の混在
・単純な並びでは無い事(1234....やabcdなど)
・英単語、ローマ字の綴りではない事
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メールエイリアスの追加

9.2 メールエイリアスの一覧表示

メールエイリアスの一覧が表示されます。

9. メールエイリアスの追加

9.1 メールエイリアス

Standardでは、ユーザーに対して複数のメー
ルアドレスを設定する事が可能です。
こちらをメールエイリアスと言います。
メールエイリアスを使用する場合には、下記
の操作を行ってください。

初めにメール内にあるメールエイリアスをク
リックして下さい。

※メール転送とは異なりますのでご注意下さ
い。お手持ちの携帯電話や他のドメインへ
メールを転送したい場合は、後述のメール転
送をご利用下さい。

9.3対象ユーザーの選択

メールエイリアスの追加を行うには、対象とな
るユーザーを画面上部右側のプルダウンより
選択して下さい。
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メールエイリアスの追加

ユーザーの編集画面が表示されます。

9.4 新規エイリアスの作成

対象となるユーザーを選択後、新規エイリアス
の作成をクリックして下さい。

9.5 ユーザー編集画面の表示

オプション内にあるメールエイリアスに使用し
たい名前を記載し、追加ボタンをクリックして
下さい。

9.6 追加メールエイリアスの入力
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メールエイリアスの追加

追加をクリックすると、追加しましたと表示され
ます。

メールエイリアスの追加を行う場合はこちらを
必ず確認して下さい。

9.7 メールエイリアスの追加の確認

メールエイリアスの追加後、ユーザーの編集
画面が表示されます。

オプションのメールエイリアス内に追加を行っ
たメールエイリアスが表示されている事を確
認後、キャンセルをクリックしてユーザー編集
を完了させて下さい。

9.8 ユーザー編集画面の終了

以上でメールエイリアスの追加が完了します。以上でメールエイリアスの追加が完了します。
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メールエイリアスの削除

10.2 メールエイリアスの一覧表示

メールエイリアスの一覧が表示されます。

10. メールエイリアスの削除

10.1 メールエイリアス

お客様で作成を行ったメールエイリアスの削
除を行う場合は、下記の操作を行ってください。

初めにメール内にあるメールエイリアスをク
リックして下さい。

※メールエイリアスの設定や確認は管理者用
コントロールパネルで行って下さい。

10.3 対象ユーザーの選択

メールエイリアスの削除を行うには、対象とな
るユーザー名を画面上部左側に入力し
検索ボタンをクリックして下さい。
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メールエイリアスの削除

10.4 メールエイリアスの削除操作

ユーザーが表示されます。

削除したいメールエイリアスをチェックして下さ
い。その後、削除をクリックして下さい。

以上でメールエイリアスの削除が完了します。以上でメールエイリアスの削除が完了します。

10.5 削除操作の確認

削除ボタンをクリックすると、左記の確認メッ
セージが表示されます。

メールエイリアスの削除を行う場合は、OKをク
リックして下さい。

10.6 メールエイリアス削除の確認

OKをクリックすると、左記の確認メッセージが
表示されます。

メールエイリアスの削除を行う場合はこちらを
必ず確認して下さい。
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ウェブエイリアスの追加

11.2 ウェブエイリアスの一覧表示

ウェブエイリアスの一覧が表示されます。

11. ウェブエイリアスの追加

11.1 ウェブエイリアス

Standardでは、ユーザーに対して複数のウェ
ブアドレスを設定する事が可能です。
こちらをウェブエイリアスと言います。
また、ユーザーがwebの公開を行う場合もウェ
ブエイリアスの設定を行う必要があります。
ウェブエイリアスを使用する場合には、下記の
操作を行ってください。

初めにユーザー設定内にあるウェブエイリア
スをクリックして下さい。

※URL転送とは異なりますのでご注意下さい。

11.3対象ユーザーの選択

ウェブエイリアスの追加を行うには、対象とな
るユーザーを画面上部右側のプルダウンより
選択して下さい。
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ウェブエイリアスの追加

11.6 ウェブエイリアスの入力

11.4 新規エイリアスの作成

対象となるユーザーを選択後、新規エイリアス
の作成をクリックして下さい。

ユーザーの編集画面が表示されます。

11.5 ユーザー編集画面の表示

オプション内にあるウェブエイリアスに使用し
たい名前を記載し、追加ボタンをクリックして
下さい。
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ウェブエイリアスの追加

以上でウェブエイリアスの追加が完了します。以上でウェブエイリアスの追加が完了します。

11.7 ウェブエイリアス追加の確認

追加をクリックすると、追加されましたと表示さ
れます。

ウェブエイリアスの追加を行う場合はこちらを
必ず確認して下さい。

11.8 ユーザー編集画面の終了

ウェブエイリアスの追加後、ユーザーの編集
画面が表示されます。

オプションのウェブエイリアス内に追加した
ウェブエイリアスが表示されている事を確認し
て下さい。

確認後、キャンセルをクリックしてユーザー編
集を完了させて下さい。
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ウェブエイリアスの削除

12.2 ウェブエイリアスの一覧表示

ウェブエイリアスの一覧が表示されます。

12. ウェブエイリアスの削除

12.1 ウェブエイリアス

お客様で作成を行ったウェブエイリアスの削
除を行う場合は、下記の操作を行ってください。

初めにユーザー設定内にあるウェブエイリア
スをクリックして下さい。

※ウェブエイリアスの設定や確認は管理者用
コントロールパネルで行って下さい。

12.3 対象ユーザーの選択

ウェブエイリアスの削除を行うには、対象とな
るユーザー名を画面上部左側に入力し

検索ボタンをクリックして下さい。
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ウェブエイリアスの削除

12.4 ウェブエイリアスの削除操作

ユーザーが表示されます。

削除したいウェブエイリアスをチェックして下さ
い。その後、削除をクリックして下さい。

以上でウェブエイリアスの削除が完了します。以上でウェブエイリアスの削除が完了します。

12.5 削除操作の確認

削除ボタンをクリックすると、左記の確認メッ
セージが表示されます。

ウェブエイリアスの削除を行う場合は、OKをク
リックして下さい。

12.6 ウェブエイリアス削除の確認

OKをクリックすると、左記の確認メッセージが
表示されます。

ウェブエイリアスの削除を行う場合はこちらを
必ず確認して下さい。

ウェブエイリアスの削除後、ユーザーの編集
画面が表示されます。

オプションのウェブエイリアスを確認して下さ
い。

確認後、キャンセルをクリックしてユーザー編
集を終了させて下さい。

12.7 ユーザー編集画面の終了
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メール転送の追加

13. メール転送の追加

13.1 ユーザーリスト

Standardでは、受信したメールを他のアドレス
に転送を行う事ができます。メール転送を使
用する場合には、下記の操作を行ってください。

初めにメール転送設定を行いたいユーザーを
ユーザーリストより選択して下さい。

※メールエイリアスとは異なります。
※特定のユーザーの表示方法は 4. 3 特定
ユーザーのリスト表示をご参照下さい。

13.2 特定ユーザーの情報表示

メール転送を行いたいユーザーの編集をク
リックして下さい。

ユーザーの編集画面が表示されます。

13.3 ユーザー編集画面の表示
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メール転送の追加

13.4 転送先メールアドレスの入力

オプション内にあるメール転送に、転送先
メールアドレスを入力し保存をクリックして下
さい。

※メール転送の際に、受信メールを残しメー
ルのコピーを転送する場合は、転送された
メッセージを受信箱に保存する。にチェックを
入れてください。

13.5 メール転送設定の確認

追加ボタンをクリック後、画面上部にアドレス
を追加しました。と表示されます。

メール転送の際は、こちらを必ず確認して下
さい。

メール転送の追加後、オプションのメール転
送内に転送先メールアドレスが表示されてい
る事を確認して下さい。

確認後、キャンセルをクリックしてユーザー編
集を終了させて下さい。

13.6 ユーザー編集画面の終了

以上でメール転送の追加が完了します。

※メール転送の登録数に上限はありませんが、メール転送はサーバへの負荷が高い為
極力少ない数で使用していただきますようお願いします。

以上でメール転送の追加が完了します。

※メール転送の登録数に上限はありませんが、メール転送はサーバへの負荷が高い為
極力少ない数で使用していただきますようお願いします。
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メール転送の削除

13. メール転送の削除

13.1 ユーザーリスト

メール転送の削除を行うには、下記の操作を
行ってください。

初めにメール転送の削除を行いたいユーザー
をユーザーリストより選択して下さい。

※メールエイリアスとは異なります。

※特定のユーザーの表示方法は 4. 3 特定
ユーザーのリスト表示をご参照下さい。

13.2 特定ユーザーの情報表示

メール転送の削除を行いたいユーザーの編
集をクリックして下さい。

ユーザーの編集画面が表示されます。

13.3 ユーザー編集画面の表示
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メール転送の削除

13.4 転送先メールアドレスの削除

オプション内にあるメール転送から、削除を
行いたいアドレスを選び、削除をクリックして
下さい。

13.5 メール転送削除の確認
削除をクリック後、画面上部にアドレスを削除
しました。と表示されます。

メール転送削除の際は、こちらを必ず確認し
て下さい。

メール転送設定の削除後、ユーザーの編集
画面が表示されます。

オプションのメール転送内に転送先メールア
ドレスが無い事を確認して下さい。

確認後、キャンセルをクリックしてユーザー編
集を終了させて下さい。

13.6 ユーザー編集画面の終了

以上でメール転送の削除が完了します。以上でメール転送の削除が完了します。
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自動返信の追加/設定

13. 自動返信の追加/設定

13.1 ユーザーリスト

Standardでは到着したメールに対して自動的
に返信を行う機能があります。
自動返信を行うには、下記の操作を行ってく
ださい。

自動返信を行いたいユーザーをユーザーリス
トより選択して下さい。

※特定のユーザーの表示方法は 4. 3 特定
ユーザーのリスト表示をご参照下さい。

13.2 特定ユーザーの情報表示

自動返信を行いたいユーザーの編集をクリッ
クして下さい。

ユーザーの編集画面が表示されます。

13.3 ユーザー編集画面の表示
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自動返信の追加/設定

13.4 自動返信の管理

オプション内にある自動返信の管理をクリッ
クして下さい。

13.5 自動返信の設定画面

自動返信の設定画面が表示されますので。
画面右上の新規作成をクリックして下さい。

自動返信の編集画面が表示されます。

メッセージ名、メッセージ内容を入力し保存を
クリックして下さい。

13.6 自動返信メッセージの入力
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自動返信の追加/設定

13.7 自動返信追加の確認

オプション内にある自動返信をクリックして下
さい。

※自動返信を使用するには、自動返信機能
を有効にする必要があります。必ず自動返信
の有効を行ってください。

13.8 自動返信の有効

自動返信の設定画面が表示されますので。
画面右上の新規作成をクリックして下さい。

有効ボタンをクリック後、画面上部に自動返
信を設定しました。と表示されます。

自動返信の有効の際はこちらを必ず確認し
て下さい。

13.9 自動返信有効の設定
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自動返信の追加/設定

13.10 メールサンプル

左記は、自動返信が行われた際のメールサ
ンプルになります。

件名には自動返信の設定で記載した、メッ
セージ名が記載されます。※件名の始めに
[Auto-Reply] と言う文字が自動的に入力さ
れます。

本文には自動返信の設定で記載した、自動
返信メッセージが記載されます

以上で自動返信の追加/設定が完了します。以上で自動返信の追加/設定が完了します。
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自動返信の無効/削除

14. 自動返信の無効、削除

14.1 ユーザーリスト

自動返信を無効、削除するには、下記の操作
を行ってください。

自動返信を無効にしたいユーザーをユーザー
リストより選択して下さい。

※特定のユーザーの表示方法は 4. 3 特定
ユーザーのリスト表示をご参照下さい。

14.2 特定ユーザーの情報表示

自動返信を無効にしたいユーザーの編集をク
リックして下さい。

ユーザーの編集画面が表示されます。

14.3 ユーザー編集画面の表示
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自動返信の無効/削除

14.4 自動返信の管理

オプション内にある自動返信の管理をクリッ
クして下さい。

14.5 自動返信の無効

自動返信の設定画面が表示されますので自
動返信を無効にする。をクリックして下さい。

自動返信を無効にするのクリック後、画面上
部に自動返信を無効にしました。と表示され
ます。

自動返信を無効にした際は、こちらを必ず確
認して下さい。

14.6 自動返信無効の確認

14.7 自動返信の削除

自動返信が OFFになっている事をご確認下
さい。

自動返信の無効後、削除を行うには続けて
設定を行ってください。
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自動返信の無効/削除

14.8 自動返信の管理

14.9 自動返信の削除

削除ボタンをクリックすると、左記の確認メッ
セージが表示されます。

自動返信の削除を行う場合は、OKをクリック
して下さい。

OKをクリック後、画面上部に自動返信を削除
しました。と表示されます。

自動返信を削除した際は、こちらを必ず確認
して下さい。

14.10 自動返信削除の確認

以上で自動返信の無効、削除が完了します。以上で自動返信の無効、削除が完了します。

削除を行いたい自動返信にチェックを入れて
ください。

その後、削除をクリックして下さい。
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カスタムメールフィルタの作成/編集

15.2 カスタムメールフィルターの作成

カスタムメールフィルターの一覧が表示されま
す。新規作成をクリックして下さい。

15.カスタムメールフィルタの作成/編集

15.1 カスタムメールフィルタ
Standardでは受信したメールに対して、サー
バ側でフィルタリングを行う事が出来ます。オ
リジナルのフィルターを作成するには、下記の
作業を行ってください。

初めに、カスタムメールフィルターをクリックし
て下さい。

※ホスティングログインIDでログインをされた
場合は、ホスティングログインIDのメールアド
レスに届いたメールの設定になります。

お客様で作成されたユーザーに届いたメール
のフィルタリングを行う場合は、作成された
ユーザーでコントロールパネルにアクセスし設
定を行ってください。
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カスタムメールフィルタの作成/編集

15.3 フィルター名、条件の設定
新規作成をクリックすると、フィルターの追加
が表示されます。

フィルターの作成を行うには
初めにフィルター名、条件を記入し、この条件
を追加をクリックして下さい。

・条件左枠
本文、差出人、宛先、Cc、件名

・条件中枠
次を含む、次を含まない、次で始まる、次で始
まらない、空欄、空欄ではない、次で終わる、
次で終わらない、次の通り、次ではない

・条件右枠
任意の文字列

15.4 アクション、自動返信の設定

この条件を追加をクリック後、アクション、自動
返信の有無を設定し、保存をクリックして下さ
い。

・条件一致後のアクション
そのメッセージを次のフォルダに送る
(送信箱、送信済み、草稿、ゴミ箱、迷惑メール、
隔離メール)

または転送先

または削除

・自動返信
返信メッセージの有無、返信内容

※左記はメールの差出人がplala_hanakoの場
合、メールを自動的に削除し返信を行わない
設定となります。

※迷惑メール、隔離メール、草稿にメールを送
振りわけた場合はwebメールより確認が行え
なくなります。imapでサーバに接続しメールの
削除を行ってください。
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カスタムメールフィルタの作成/編集

15.5 保存の確認

保存をクリックすると、追加されましたと表示さ
れカスタムメールフィルター一覧の画面に戻り
ます。

カスタムメールフィルターを作成する際は、必
ずこちらをご確認下さい。

15.6 フィルタの選択

作成したカスタムメールフィルターを再度編集
するには、編集を行いたいカスタムメールフィ
ルターの編集をクリックして下さい。

15.7 フィルタの編集

編集をクリックすると、カスタムメールフィル
ターの編集画面が表示されます。
編集後は、保存をクリックし保存を行って下
さい。

以上でカスタムメールフィルタの作成/編集が完了します。以上でカスタムメールフィルタの作成/編集が完了します。
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カスタムメールフィルタの無効/削除

16.2 カスタムメールフィルターの無効

カスタムメールフィルターの一覧が表示されま
す。無効にしたいカスタムメールフィルターに
チェックを入れ無効をクリックして下さい。

16.カスタムメールフィルタの無効/削除

16.1 カスタムメールフィルタ
お客様で作成されたカスタムメールフィルター
の無効、削除を行うには、下記の作業を行っ
てください。

初めに、カスタムメールフィルターをクリックし
て下さい。

16.3 無効作業の確認

無効作業の確認画面が表示されます。OKをク
リックして下さい。
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カスタムメールフィルタの無効/削除

カスタムメールフィルターの一覧が表示されま
す。削除にしたいカスタムフィルターにチェック
を入れ削除をクリックして下さい。

16.5 カスタムメールフィルタの削除

16.6 削除作業の確認

削除作業の確認画面が表示されます。OKをク
リックして下さい。

16.7 削除の確認

OKをクリックすると画面上部に削除しましたと
表示されます。

カスタムメールフィルターの削除を行う場合は
こちらを必ず確認して下さい。

16.4 無効の確認

OKをクリックすると画面上部に停止されました
と表示されます。また、カスタムメールフィル
ターの状態が停止中に変化します。

カスタムメールフィルターの無効を行う場合は
こちらを必ず確認して下さい。

以上で、カスタムメールフィルターの無効/削除が完了します。以上で、カスタムメールフィルターの無効/削除が完了します。
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プロフィールの確認/変更

17. プロフィールの確認/変更

17.1 プロフィールの更新

プロフィールの確認/変更を行うには、下記の
操作を行ってください。

アカウント設定内のプロフィールの更新を選択
して下さい。

17.2 プロフィールの確認

現在設定されているプロフィールが表示され
ます。

※ホスティングログインIDでログインし、プロ
フィールを表示させた場合は管理者のプロ
フィールが表示されます。

17.3 ユーザープロフィールの変更

プロフィールの変更を行う場合は、プロフィー
ルの確認画面で、項目の変更を行ってくださ
い。

ユーザープロフィールを変更するには、プロ
フィールの上部から変更を行ってください。

こちらでは、氏名と自動ログアウト時間の設定
が行えます。
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プロフィールの確認/変更

17.4 日付と時刻の変更

コントロールパネルの日付の表示形式を変
更するには、プロフィールの中央部から変更
を行ってください。

タイムゾーンの設定、日付の書式、時刻の書
式、日付と時刻の表示順序の設定が行えま
す。

17.5 デフォルトのエンコードの変更

ファイル表示の際の文字コードを変更するには、
プロフィールの下部から変更を行ってください。

※ファイル名をクリックした場合の表示形式の
設定になります。ファイルのプロパティを選択し
た場合は自動的に文字コードを判別します。

以上で、プロフィールの確認/変更が完了します。以上で、プロフィールの確認/変更が完了します。

17.6 設定の反映

プロフィールの更新を行った場合は、保存を
クリックし設定の反映を行ってください。

更新を行わずに、確認のみを行った場合また
は設定の反映を行わない場合はキャンセル
をクリックして下さい。
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アカウント概要

18. アカウント概要

18.1 アカウント概要

ホスティングログインID、ご契約ドメイン、メー
ルサーバやディスクの容量を確認するには
下記の操作を行って下さい。

初めにアカウント設定内のアカウント概要をク
リックして下さい。

18.2 アカウント概要の表示

下記の情報が表示されます。

・ユーザーID
ホスティングログインID
・ドメイン
ホスティングログインID.ご契約ドメイン
・受信メールサーバ
同上
・送信メールサーバ
同上
・統計の表示
クリックすることにより
Urchinのログイン画面が表示されます。
・ディスク容量
サーバのディスク使用率等が表示されます。
・データー転送量履歴の表示
クリックすることにより
データー転送量の履歴が表示されます。

以上で、アカウント概要の表示が完了します。以上で、アカウント概要の表示が完了します。
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ファイル/ディレクトリ一覧の表示

1.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

1.ファイル一覧/ディレクトリ一覧の表示

1.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル一覧/ディレクトリ一覧
の表示を行うには下記の操作を行ってくださ
い。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。

表示するディレクトリを変更するには、ディレク
トリをクリックして下さい。

※左記はwwwに移動する例です。

1.3 ディレクトリの移動
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ファイル/ディレクトリ一覧の表示

ディレクトリの移動後はファイル名とパスに現
在のディレクトリが表示されます。

ディレクトリの移動を行った際は必ずご確認下
さい。

※左記はwwwに移動した例です。

1.4 ファイル名とパス

ファイル表示で隠しファイルの非表示を行う場
合は、オプション内の隠しファイルを表示する
のチェックボックスを外して下さい。

※ドットで始まるファイル名が隠しファイルとな
ります。

1.6 隠しファイルの非表示

ディレクトリの一覧表示はUTF-8で行われてい
ます。他の文字コードで一覧表示を行いたい
場合は、オプション内のディレクトリ閲覧時の
エンコードを変更して下さい。

1.7 ディレクトリ閲覧時のエンコード

上位のディレクトリに移動する場合は、
・・をクリックして下さい。

1.5. 上位ディレクトリへの移動

以上で、ファイル一覧/ディレクトリ一覧の表示操作が完了します。以上で、ファイル一覧/ディレクトリ一覧の表示操作が完了します。
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ファイルの表示/編集

2.2 ファイルの表示

表示させたいファイルのプロパティをクリックし
て下さい。

2.ファイルの表示/編集

2.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイルの表示/編集を行うに
は下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クし、表示させたいファイルのディレクトリに移
動をして下さい。

※ディレクトリの移動方法は1.ファイル一覧/
ディレクトリ一覧の表示を参照して下さい。
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ファイルの表示/編集

以上で、ファイルの表示/編集が完了します。以上で、ファイルの表示/編集が完了します。

エディタが起動し、ファイルの中身が表示され
ます。編集を行わない場合は、キャンセルをク
リックして下さい。

2.5 テキストファイルの表示

ファイルの編集を行う場合は、エディタを使用
し編集を行ってください。また、編集が完了しま
したら保存をクリックして下さい。

※保存をクリックしない場合は編集内容が失
われます。

2.7 ファイルの編集

対象となるファイルがバイナリファイルの場合
はダウンロード画面が表示されます。

2.6 バイナリファイルの表示
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ファイル/ディレクトリの作成

3.ファイル/ディレクトリの作成

3.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの作成を
行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。

3.2 ファイル作成

ファイル作成を行うには、画面上部右側にある
ファイル作成をクリックして下さい。
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ファイル/ディレクトリの作成

ファイルエディタが起動します。
ファイル名、ファイルの内容を記載し
保存をクリックして下さい。

3.3 エディタの起動

保存をクリックすると、画面上部に作成されま
したと表示されます。

ファイル作成の際は必ずこちらをご確認下さい。

3.4 ファイル作成の確認

ディレクトリ作成を行うには、画面上部右側に
あるディレクトリ作成をクリックして下さい。

3.5 ディレクトリの作成
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ファイル/ディレクトリの作成

作成するディレクトリ名を入力し保存をクリック
して下さい。

3.6 ディレクトリ名の入力

保存をクリックすると、画面上部に作成されま
したと表示されます。

ディレクトリ作成の際は必ずこちらをご確認下
さい。

3.7 ディレクトリ作成の確認

以上で、ファイル/ディレクトリの作成が完了します。以上で、ファイル/ディレクトリの作成が完了します。
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ファイル/ディレクトリのコピー

4.ファイル/ディレクトリのコピー

4.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリのコピー
を行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。

4.2 ファイルの選択

コピーを行いたいファイルのコピーをクリックし
て下さい。
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ファイル/ディレクトリのコピー

4.3 コピー情報の入力

下記の情報を入力し、保存をクリックして下さい。

・コピー先のファイル名
コピー先のファイル名
・保存先ディレクトリ
コピー先ディレクトリ

4.4 コピーの確認

保存をクリックすると、画面上部に作成されまし
たと表示されます。

コピーの際は必ずこちらをご確認下さい

以上で、ファイルのコピー操作が完了します。
また、ディレクトリのコピー操作も、同様の手順となります。

以上で、ファイルのコピー操作が完了します。
また、ディレクトリのコピー操作も、同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの移動

5.ファイル/ディレクトリの移動

5.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの移動を
行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。

5.2 ファイルの選択

移動を行いたいファイルの移動をクリックして
下さい。
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ファイル/ディレクトリの移動

5.3 ディレクトリの選択

下記の情報を入力し、保存をクリックして下さ
い。

・保存先ディレクトリ
移動先のディレクトリ

5.4 ディレクトリの選択

保存をクリックすると、画面上部に移動されま
したと表示されます。

移動の際は必ずこちらをご確認下さい

以上で、ファイルの移動が完了します。
また、ディレクトリの移動操作も同様の手順となります。

以上で、ファイルの移動が完了します。
また、ディレクトリの移動操作も同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの名前の変更

6.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

名前の変更をクリックして下さい。

6.ファイル/ディレクトリの名前の変更

6.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの名前の
変更を行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。
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ファイル/ディレクトリの名前の変更

6.3 名前の入力

下記の情報を入力し、保存をクリックして下さい。

・新しい名前
変更名

6.4 移動の確認

保存をクリックすると、画面上部に変更されまし
たと表示されます。

名前の変更の際は必ずこちらをご確認下さい

以上でファイルの名前の変更が完了します。
ディレクトリの名前の変更も、同様の手順となります。

以上でファイルの名前の変更が完了します。
ディレクトリの名前の変更も、同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの属性編集

7.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

属性の変更を行いたいファイルのプロパティを
クリックして下さい。

7.ファイル/ディレクトリの属性編集

7.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの属性の
変更を行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。
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ファイル/ディレクトリの属性編集

7.3 名前の入力

属性の編集をクリックして下さい。

7.4 移動の確認

チェックボックスを利用して、属性の変更を行え
ます。設定が完了しましたら、保存をクリックして
下さい。

7.5 移動の確認

保存をクリックすると、画面上部に変更されまし
たと表示されます。

属性の編集の際は必ずこちらをご確認下さい

以上でファイルの属性編集が完了します。
ディレクトリの属性の編集も、同様の手順となります。

以上でファイルの属性編集が完了します。
ディレクトリの属性の編集も、同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの削除

8.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

削除したいファイルにチェックを入れ、削除をク
リックして下さい。

8.ファイル/ディレクトリの削除

8.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの削除を
行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。



62
NTT Plala Inc.

ファイル/ディレクトリの削除

8.3 削除作業の確認

削除作業の確認画面が表示されます。
OKをクリックして下さい。

8.4 削除の確認

OKをクリックすると、画面上部に削除されました
と表示されます。

ファイルの削除の際は必ずこちらをご確認下さ
い

以上でファイル削除が完了します。
ディレクトリの削除も、同様の手順となります。

以上でファイル削除が完了します。
ディレクトリの削除も、同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの圧縮

9.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

圧縮したいファイルにチェックを入れ、圧縮をク
リックして下さい。

9.ファイル/ディレクトリの圧縮

8.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。

ファイル/ディレクトリの圧縮を行うには
下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。
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ファイル/ディレクトリの圧縮

9.3 圧縮の確認

圧縮の確認画面が表示されます。
圧縮を行って良いなら、OKボタンをクリックして
下さい。

9.4 圧縮の設定

以上でファイルの圧縮が完了します。
ディレクトリの圧縮も、同様の手順となります。

以上でファイルの圧縮が完了します。
ディレクトリの圧縮も、同様の手順となります。

9.5 圧縮の確認

OKをクリックすると、圧縮の設定画面が表示さ
れます。下記を入力し保存をクリックして下さい。

・ファイル名

圧縮後のファイル名

・zip/tgz

圧縮をzip形式で行うかtgz形式で行うか

・保存先ディレクトリ

圧縮ファイルを保存するディレクトリ

保存をクリックすると、画面上部に作成されまし
たと表示されます。

圧縮の際は必ずこちらをご確認下さい
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ファイル/ディレクトリの解凍

10.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

解凍したいファイルのプロパティをクリックして
下さい。

10.ファイル/ディレクトリの解凍

10.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。

ファイル/ディレクトリの解凍を行うには
下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。
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ファイル/ディレクトリの解凍

10.3 解凍の選択

ファイルのプロパティが表示されます。
解凍をクリックして下さい。

10.4 解凍の設定

解凍をクリックすると、解凍の設定画面が表示さ
れます。保存先のディレクトリを指定し保存をク
リックして下さい。

以上でファイルの解凍が完了します。
ディレクトリを含むファイルの解凍も、同様の手順となります。

以上でファイルの解凍が完了します。
ディレクトリを含むファイルの解凍も、同様の手順となります。

10.5 解凍の確認

OKをクリックすると、画面上部に作成されました
と表示されます。

解凍の際は必ずこちらをご確認下さい
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ファイル/ディレクトリ共有の作成

11.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

共有したいファイルにチェックを入れ、共有をク
リックして下さい。

11.ファイル/ディレクトリ共有の作成

11.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの共有を
行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。
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ファイル/ディレクトリ共有の作成

11.3 共有の実行確認

共有の確認画面が表示されます。
共有を行って良いなら、OKボタンをクリックして
下さい。

11.4 共有の確認

以上でファイルの共有が完了します。
ディレクトリの共有も、同様の手順となります。

以上でファイルの共有が完了します。
ディレクトリの共有も、同様の手順となります。

11.5 アイコンの変更

OKをクリックすると、画面上部に作成されました
と表示されます。

共有の作成の際は必ずこちらをご確認下さい

共有を行っているファイルはアイコンが変更にな
ります。
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ファイル/ディレクトリ共有の閲覧

12.2 共有情報の表示

共有ファイルの一覧がユーザー単位で表示さ
れます。

閲覧したいユーザーの共有をクリックして下さ
い。

12.ファイル/ディレクトリ共有の閲覧

12.1 共有ファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの共有の
閲覧を行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の共有ファイルをクリック
して下さい。
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ファイル/ディレクトリ共有の閲覧

12.3 共有の実行確認

共有ファイルの一覧が表示されます。
閲覧したいファイルのプロパティをクリックして下
さい。

ファイルのダウンロードを行う場合は、ファイル
名をクリックして下さい。

12.4 共有の確認

以上でファイル共有の閲覧が完了します。
ディレクトリ共有の閲覧も、同様の手順となります。

以上でファイル共有の閲覧が完了します。
ディレクトリ共有の閲覧も、同様の手順となります。

プロパティをクリックすると、ファイルのプロパティ
が表示されます。
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ファイル/ディレクトリ共有の解除

13.2 共有情報の表示

共有ファイルの一覧がユーザー単位で表示さ
れます。

解除したいユーザーの共有をクリックして下さ
い。

13.ファイル/ディレクトリ共有の解除

13.1 共有ファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリ共有の解
除を行うには下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。
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ファイル/ディレクトリ共有の解除

13.3 共有の解除の実行

ファイル/ディレクトリ共有の一覧が表示されます。
共有の解除をしたいファイルをチェックし共有を
解除をクリックして下さい。

13.4 共有の解除の確認

以上で共有の解除が完了します。
ディレクトリの共有の解除も、同様の手順となります。

以上で共有の解除が完了します。
ディレクトリの共有の解除も、同様の手順となります。

共有の解除が行われると解除しましたと表示さ
れます。

ファイルディレクトリ共有の解除の際は必ずこち
らを確認して下さい。
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ショートカットの作成

14.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

ショートカットを作成したいファイルのプロパ
ティをクリックして下さい。

14.ショートカットの作成

14.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ショートカットの作成を行うに
は下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。
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ショートカットの作成

14.3 ショートカットの作成

ファイルのプロパティが表示されます。
ショートカットの作成をクリックして下さい。

14.4 ショートカットの設定

ショートカットの作成をクリックすると、ショート
カットの設定画面が表示されます。ショートカット
に付ける名前、保存先のディレクトリを指定し保
存をクリックして下さい。

以上でショートカットの作成が完了します。
ディレクトリを含むショートカットの作成も、同様の手順となります。

以上でショートカットの作成が完了します。
ディレクトリを含むショートカットの作成も、同様の手順となります。

14.5 ショートカット作成の確認

OKをクリックすると、画面上部に作成されました
と表示されます。

ショートカット作成の際は必ずこちらをご確認下
さい

13.6 アイコンの変更

ショートカットが作成されると、矢印のついたアイ
コンで表示されます。
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ファイルのアップロード

15.2 ファイルのアップロード

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

アップロードを先のディレクトリを表示し、アッ
プロードをクリックして下さい。

15.ファイルのアップロード

15.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイルの
アップロードが行えます。

初めに各種ツール内の全てのファイルをクリッ
クして下さい。

※ftpやscpクライアントを利用したファイルの
アップロードも行えます。お客様の環境により
使い分けてください。
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ファイルのアップロード

15.3 ファイルの選択

ファイルのアップロード画面が表示されます。
参照ボタンをクリックしファイルを選択し、保存を
クリックして下さい。

※最大アップロードサイズは25Mとなっています
のでご注意下さい。

以上でファイルのアップロードが完了します。以上でファイルのアップロードが完了します。

15.4 アップロードの確認

保存をクリックすると、画面上部にアップロードさ
れましたと表示されます。

アップロード際は必ずこちらをご確認下さい
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ファイルのダウンロード

16.2 ファイルのダウンロード

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

ダウンロードを行いたいファイルのファイル名
をクリックして下さい。

16.ファイルのダウンロード

16.1 全てのファイル
Standardではコントロールパネルでファイルの
ダウンロードが行えます。初めに各種ツール
内の全てのファイルをクリックして下さい。

※ftpやscpクライアントを利用したファイルの
ダウンロードも行えます。お客様の環境により
使い分けてください。
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ファイルのダウンロード

16.3 ファイルのダウンロード

ファイルのダウンロード画面が表示されます。
保存をクリックしてファイルを保存して下さい。

以上でファイルのダウンロードが完了します。以上でファイルのダウンロードが完了します。

16.4 ファイルが別ウィンドウで表示されてしまう場合の対処

別ウィンドウが開きファイルの中身が表示されダ
ウンロードが行えない場合は、ファイル名の上で
右クリックをして対象にファイルを保存をクリック
し保存して下さい。

16.5 圧縮ファイルのダウンロード

圧縮ファイルの場合、ファイル名のクリックを行う
と解凍処理の画面が表示されますのでプロパ
ティをクリックし、参照・ダウンロードをクリックし
てダウンロードを行ってください。
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バックアップ

17.2 バックアップの一覧

バックアップの一覧が表示されます。
バックアップの作成をクリックして下さい。

17.バックアップ

17.1 バックアップ
Standardではコントロールパネルでドキュメン
トルートのバックアップを行う事が可能です。ド
キュメントルートのバックアップを行うには下記
の操作を行ってください。

初めに各種ツール内のバックアップをクリック
して下さい。

16.3 バックアップの作成

作成するバックアップの名前を入力し保存をク
リックして下さい。
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バックアップ

17.4 バックアップの確認

保存をクリックすると、画面上部にバックアップ
が作成されましたと表示されます。

バックアップの際は必ずこちらをご確認下さい。

以上でリストアが完了します。以上でリストアが完了します。

17.5 バックアップからのリストア

リストアを行うには、バックアップの一覧からリス
トアを行いたいバックアップファイルのファイルの
復元をクリックして下さい。

17.6 リストアの確認

左記のような確認メッセージが表示されます。

リストアを行うにはOKをクリックして下さい。
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ファイルの復元

18.2 復元ファイルの選択

復元したいファイル名のファイル復元をクリッ
クして下さい。

18.ファイルの復元

18.1 全てのファイル
誤って削除してしまったファイルを復元させる
には下記の操作を行ってください。

初めに各種ツール内のファイルの復元をク
リックして下さい。
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ファイル/ディレクトリの復元

18.3 復元の実行確認

復元のオプションが表示されます。
確認後保存をクリックして下さい。

既存ファイルの上書きを避ける場合には、既存
ファイルを上書きさせないにチェックを入れてくだ
さい。

18.4 復元の確認

以上でファイルの復元が完了します。以上でファイルの復元が完了します。

保存をクリックすると、復元されましたと表示され
ます。ファイルの復元の際はこちらを必ずご確認
下さい。

ファイルの復元、ご利用時の注意

ファイルの復元とは、夜間に取ったバックアップからファイルをコピーし
ファイルの復元を行う機能となります。
また、バックアップは毎日動作し上書きされますので
数日前のファイルに復元すると言った事は行えません。

バックアップはファイルコピーやファイルのダウンロードを利用して
お客様にて手動で行っていただくようお願いします。

ファイルの復元、ご利用時の注意

ファイルの復元とは、夜間に取ったバックアップからファイルをコピーし
ファイルの復元を行う機能となります。
また、バックアップは毎日動作し上書きされますので
数日前のファイルに復元すると言った事は行えません。

バックアップはファイルコピーやファイルのダウンロードを利用して
お客様にて手動で行っていただくようお願いします。
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タスクの作成

1.2 スケジュール一覧

スケジュール一覧が表示されます。

スケジュールを新規に作成するには、新規作
成をクリックして下さい。

1.タスクの作成

1.1 スケジューラー
定期的に決まった時間にサーバ上で
スクリプトを実行させるなどcronを用いた作業
もコントロールパネルから設定が行えます。

スケジュールを設定するには下記の作業を
行ってください。

初めに各種ツール内のスケジューラーをクリッ
クして下さい。
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タスクの作成

1.3 タスクの作成

タスクの作成画面が表示されます。
下記の情報を入力し保存をクリックして下さい。

・タスクグループ
タスクのグループ名
・コマンド
実際に実行するコマンド
・タスクの実行間隔
標準パターン選択または、日時指定
・標準パターン選択
タスクの実行間隔で、標準パターンを選択した場
合のみ選択可能です。
毎年、毎月、毎日、毎時、リブート時を選択出来
ます。

・日時指定
タスクの実行間隔を日時指定とした場合のみ選
択可能です。
分、時、日、月、曜日 で実行間隔を選択できま
す。

設定例

左記は設定例です。

plalaと言うタスクグループを作成し

コマンド
cat /var/run/dmesg.boot

を毎日04:30に実行する例になります。
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タスクの作成

1.4 タスクの作成確認

保存をクリックすると、画面上部に保存されまし
たと表示されます。

タスクの作成の際は必ずこちらをご確認下さい

以上で、タスクの作成が完了します。以上で、タスクの作成が完了します。

1.5 タスク追加後のスケジュール一覧

スケジュール一覧に、新規作成したタスクが追
加されます。前述の設定例であれば左記のよう
に設定されます。

タスクの作成の際は、こちらも併せてご確認下さ
い。

1.6 実行結果のメール送信

タスクの実行結果は、タスクリストで指定された
メールアドレスにメールで送信されます。

メッセージの送信先にメールアドレスを記載し設
定をクリックして下さい。

実行結果のメール例

左記は前述の設定例で設定をした場合の
実行結果のメールになります。

差出人はCron Daemonになり
コマンドの実行結果がメールの本文に記載され
ます。
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タスクの編集/無効/有効/削除

2.2 スケジュール一覧

スケジュール一覧が表示されます。

編集したいタスクの編集をクリックして下さい。

2.タスクの編集/無効/有効/削除

2.1 スケジューラー
作成したタスクの編集、無効、有効、削除を行
うには下記の作業を行って下さい。

初めにスケジューラーをクリックして下さい。
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タスクの編集/無効/有効/削除

2.3 タスクの作成確認

タスクの編集画面が表示されます。編集を行い
保存をクリックして下さい。

2.4 タスクの編集の確認

保存をクリックすると、画面上部に保存されまし
たと表示されます。

タスクの編集の際は必ずこちらをご確認下さい

2.5 タスクの無効

一時的にタスクを停止する場合は、タスクの無
効を行ってください。

タスクの無効を行うは、スケジュールの一覧から
一時停止したいタスクを選択し無効をクリックし
て下さい。
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タスクの編集/無効/有効/削除

2.6 無効の確認

無効の確認画面が表示されます。OKをクリック
して下さい。

2.7 タスクの無効の確認

OKをクリックすると、画面上部に無効になりまし
たと表示されます。

タスクの無効の際は必ずこちらをご確認下さい。

2.8 無効になったタスク

タスクの無効を行うと、リスト内の有効の部分が
赤い×印に変更になります。

こちらもあわせてご確認下さい。
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タスクの編集/無効/有効/削除

2.11 削除の確認

OKをクリックすると、画面上部に削除されました
と表示されます。

タスクの削除の際は必ずこちらをご確認下さい。

2.9 タスクの削除

タスクの削除を行うは、スケジュールの一覧から
削除したいタスクの削除をクリックして下さい。

2.10 削除の確認

削除の確認画面が表示されます。OKをクリック
して下さい。

以上で、タスクの編集/無効/有効/削除が完了します。以上で、タスクの編集/無効/有効/削除が完了します。
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アクセス制限の追加

3.2 ログイン

アクセス制限の設定画面が表示されます。

ディレクトリの選択にアクセス制限をかけたい
ディレクトリを指定し、ログインの作成をクリッ
クして下さい。

3.アクセス制限の追加

3.1 アクセス制限
Standardではコントロールパネルから、
～/www/htdocs以下のディレクトリに対しての
みアクセス制限を設定する事が出来ます。ア
クセス制限を行うには下記の操作を行ってくだ
さい。

初めに各種ツール内のアクセス制限をクリック
して下さい。

※こちらで説明しているアクセス制限とはユー
ザー名、パスワードによる認証を行う設定に
なります。IPアドレスやRefererによるアクセス
制限とは異なりますのでご注意下さい。

22.3 ログインの作成

ログインの作成をクリックすると、ログインの作成
画面が表示されます。

アクセス制限で利用するユーザーID、パスワー
ドの箇所を入力し、保存をクリックして下さい。
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アクセス制限の追加

3.4 確認

保存をクリックすると、画面上部に作成されまし
たと表示されます。

アクセス制限の作成の際は必ずこちらをご確認
下さい。

以上で、アクセス制限の追加が完了します。以上で、アクセス制限の追加が完了します。

3.5 ブラウザでの確認

アクセス制限を設定したディレクトリにアクセスを
行った場合は、左記のようなユーザー認証の画
面が出力します。

ログインの作成で作成したユーザー、パスワード
を入力しOKをクリックして下さい。認証が正常に
行われ、アクセス制限をかけたディレクトリが表
示されれば設定は完了となります。

3.6 ユーザーの追加

アクセス制限は、複数のディレクトリに対して複
数のユーザーを追加する事が可能です。

ユーザーを追加する場合には、再度設定を行い
たいディレクトリを指定し、ログインの作成を行っ
てください。
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アクセス制限ユーザーの無効/削除

4.2 ユーザーの無効

アクセス制限の設定画面が表示されます。

アクセス制限を無効にしたいユーザーの無効
をクリックして下さい。

4.アクセス制限ユーザーの削除/無効

4.1 アクセス制限
設定を行ったアクセス制限ユーザーを一時的
に無効にする場合やユーザーの削除、アクセ
ス制限自体を削除するには、下記の操作を
行ってください。

初めに各種ツール内のアクセス制限をクリック
して下さい。

※こちらで説明しているアクセス制限の無効
削除は、コントロールパネルより作成したアク
セス制御のみ有効になります。

23.3 無効の確認

OKをクリックすると、画面上部に無効になりまし
たと表示されます。また、ユーザーの状態は停
止していますと表示されます。

ユーザーの無効を行う場合は必ずこちらをご確
認下さい。
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アクセス制限ユーザーの無効/削除

4.4 ユーザーの削除

ディレクトリを選択し、削除を行いたいユーザー
の削除をクリックして下さい。

4.5 削除作業の確認

4.6 削除の確認

OKをクリックすると、削除されましたと画面上部
に表示されます。またユーザー一覧からも削除
されます。ユーザーの削除の際は、こちらを必ず
ご確認下さい。

削除作業の確認画面が出力されますので、OK
をクリックして下さい。
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アクセス制限ユーザーの無効/削除

4.7 アクセス制限の削除

以上で、アクセス制限ユーザーの無効/削除が完了します。以上で、アクセス制限ユーザーの無効/削除が完了します。

アクセス制限自体を削除する場合は、アクセス
制限の削除を行いたいディレクトリに登録されて
いるユーザーを全て削除して下さい。削除する
事により、アクセス制限自体の削除が行えます。

ユーザーを一括で削除する場合は、対象のディ
レクトリを選択後、ユーザーのチェックボックスに
チェックを入れ削除をクリックして下さい。

チェックボックスを使うことにより、一括で全ユー
ザーの削除が行えます。

4.8 アクセス制限の削除

ユーザーを一括削除すると、画面上部にアイテ
ムが削除されましたと表示されます。

また、削除したディレクトリにアクセス制限がない
場合はユーザー一覧に現在、表示するレコード
はありません。と表示されます。

アクセス制限の削除の場合は、こちらを必ずご
確認下さい。
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データー転送量の確認

5.2 データー転送量の一覧

データー転送量の履歴が表示されます。
月間データー転送量にご利用できる、1月当た
りの最大転送量が記載され
使用状況にご利用になられた月単位の転送
量が表示されます。

お客様の契約プランにより、一月に行える最
大データーの転送量が異なりますのでご注意
下さい。

10GBプラン 400GB/月
20GBプラン 500GB/月
40GBプラン 1000GB/月

5.データー転送量の確認

5.1 データー転送量の履歴
Standardではお使いのサーバのデーター転
送量の確認が行えます。データー転送量を確
認するには、下記の操作を行ってください。

初めにデーター転送量の履歴をクリックして下
さい。

以上で、データー転送量の確認が完了します。以上で、データー転送量の確認が完了します。




