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※ 本ご案内に掲載している料金等は消費税相当額を含んでおりません。

・本マニュアルの内容は、サービス利用開始にあたっての設定用資料としてご利用いただくこと
を目的としております。

・設定変更にあたっては、予め変更対象のファイル等のバックアップを取られることをお奨め致
します。（弊社側でのファイル復旧は出来ませんのでご注意ください。）
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webメールとは/webメールへのログイン

2.3 メール一覧

webメールが表示されます。

1.webメール

2.2 webメール

ログイン後、画面左側上部のメールをクリック
して下さい。

下記URLにアクセスを行い
メールを利用したいユーザでログインを行って下さい。

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

※webメールで設定を行った場合は、webメールにログインし
たユーザに対してのみ設定が反映されます。

2.1 コントロールパネルへのログイン

以上で、webメールへのログインが完了します。以上で、webメールへのログインが完了します。

1.1 webメールとは

VPS・Proでは、標準でブラウザを利用したメールクライアントが搭載されています。
こちらのwebメールは全てのユーザが利用する事が可能です。
メールを利用したいユーザでログインを行いご利用下さい。

また、各種設定を行った場合はログインしているユーザのみ設定が反映されます。

VPS・Proでは、標準でブラウザを利用したメールクライアントが搭載されています。
こちらのwebメールは全てのユーザが利用する事が可能です。
メールを利用したいユーザでログインを行いご利用下さい。

また、各種設定を行った場合はログインしているユーザのみ設定が反映されます。

2.webメールへのログイン
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メールの表示/返信/削除/移動

3.2 メール一覧

受信したメールの一覧が表示されます。表示
したいメールの件名をクリックして下さい。

3.メールの表示/返信/削除/移動

3.1 受信箱
webメールでメールの確認/表示/返信/削除/
移動を行うには、下記の作業を行ってください。

初めに、メールフォルダ内の受信箱をクリック
して下さい。

3.3 メールの表示

メールが表示されます。
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メールの表示/返信/削除/移動

3.4 返信

返信を行なうには、返信をクリックして下さい。

3.5 返信メールの記入

件名、本文が自動的に引用され、返信メール
の作成画面が表示されます。

作成画面では、宛先、Cc、Bcc、件名、本文、
オプション、添付ファイルの入力が行えます。

入力が完了しましたら、送信をクリックして下さ
い。

3.6 送信の確認

送信をクリックすると、画面上部に送信しまし
た。と表示されます。

メールの返信を行なう際は、必ずこちらをご確
認下さい。
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メールの表示/返信/削除/移動

3.7 削除

届いたメールが不要な場合は、削除をクリック
して下さい。

3.8 削除の確認

削除をクリックすると、画面上部に削除しまし
た。と表示されます。メールの削除を行なう際
は、必ずこちらをご確認下さい。

※メールの削除を行ってもメールは削除され
ずゴミ箱に移動されます。完全にメールを消去
する場合は、後述のゴミ箱の確認/削除を参考
に消去を行ってください。

3.9 メールの移動

メールを他のフォルダに移動するには、画面
上部のプルダウンメニューを利用し、メールの
移動を行なってください。

移動先のディレクトリを選択し、移動をクリック
して下さい。

3.10 移動の確認

移動をクリックすると、画面上部に移動しまし
た。と表示されます。

メールの移動を行なう際は、必ずこちらをご確
認下さい。

以上で、メールの表示/返信/削除/移動が完了します。以上で、メールの表示/返信/削除/移動が完了します。
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メールの作成/送信

4.2 メール作成

メールの作成画面が表示されます。

差出人、宛先、Cc、Bcc、件名、本文、オプショ
ン、添付ファイルを入力して下さい。

※また、送信せずに下書きとしてメールを保存
する事が可能です。下書きとして保存する場
合は、送信ボタンの横の下書き保存をクリック
して下さい。

4.メールの作成/送信

4.1 新規作成

webメールでメールの作成/送信を行なうには、
下記の作業を行ってください。

初めにメールフォルダ内の新規作成をクリック
して下さい。

4.3 添付ファイル

添付ファイルを追加するには、添付ファイル内
にある、追加、編集をクリックして下さい。
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メールの作成/送信

4.6 添付ファイルの確認

終了をクリックするとメールに添付ファイルが
追加されます。

4.4 添付ファイルの追加

追加、編集をクリックすると添付ファイルの追
加画面が表示されます。
参照をクリックしファイルを選択し、ファイル添
付をクリックして下さい。

4.5 添付ファイルの一覧

ファイル添付をクリックすると、画面中央部に
添付したファイルの一覧が表示されます。

※送信メールの最大サイズは添付ファイルを
含め10MBとなっています。最大サイズを超え
ないように送信を行ってください。

4.7 アドレス帳からの入力

送信先は手動で入力も行なえますが、後述の
アドレス帳より宛先やCCなどを入力する事も
可能です。

アドレス帳に登録されたアドレスに送信を行う
には、宛先やCCなどをクリックして下さい。
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メールの新規作成/送信

4.8 メール作成

アドレス帳が表示されます。
送信を行いたいアドレスにチェックを入れ、OK
をクリックして下さい。

4.11 送信の確認

送信をクリックすると、画面上部に送信しまし
た。と表示されます。

メールの送信の際は、必ずこちらをご確認下さ
い。

4.9 送信先の自動入力

OKをクリックすると、自動的に入力が行われま
す。

4.10 メール作成

宛先や、本文の入力が終わりましたら送信を
クリックして下さい。

以上で、メールの作成/送信が完了します。以上で、メールの作成/送信が完了します。
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下書きの確認/送信/削除

5.2 下書きの一覧

下書きの一覧が表示されます。中身を表示し
たい下書きの件名をクリックして下さい。

5.下書きの確認/送信/削除

5.1 下書き
メールの返信、送信時に下書きに保存を選択
した場合、下書きが保存されます。

下書きの確認/送信/削除を行なうには、下記
の作業を行ってください。

初めにメールフォルダ内の新規作成をクリック
して下さい。

4.4 送信の確認

送信をクリックすると、画面上部に送信しまし
た。と表示されます。

下書きしたメールの送信の際は、必ずこちらを
ご確認下さい。

※下書きを送信する事により、保存された下
書きは自動的に消去されます。

5.3 下書きの送信

保存した下書きが表示され編集が行えます。

下書きを送信する場合は、送信をクリックして
下さい。
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下書きの確認/送信/削除

5.5 下書きの削除

下書きの削除を行う場合は、下書きの一覧か
ら削除したいメールにチェックを入れ、削除を
クリックして下さい。

5.6 削除の確認

削除をクリックすると、画面上部に削除しまし
た。と表示されます。下書きの削除を行なう際
は、必ずこちらをご確認下さい。

※メールの削除を行ってもメールは削除され
ずゴミ箱に移動されます。完全にメールを消去
する場合は、後述のゴミ箱の確認/削除を参考
に消去を行ってください。

以上で、下書きの確認/送信/削除が完了します。以上で、下書きの確認/送信/削除が完了します。
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送信済みメールの確認/削除

6.2 送信済みメールの一覧

送信済みメールの一覧が表示されます。中身
をメールの件名をクリックして下さい。

6.送信済みメールの確認/削除

6.1 送信済み

メールの返信、送信時にメールのコピーを送
信済みフォルダに保存を選択した場合、送信
したメールのコピーが保存されます。

送信済みメールの確認/削除を行なうには、下
記の作業を行ってください。

初めにメールフォルダ内の送信済みをクリック
して下さい。

6.3 送信済みメールの確認

送信済みメールが表示されます。
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送信済みメールの確認/削除

6.4 送信済みメールの削除

送信済みメールの削除を行う場合は、メール
の一覧から削除したい送信済みメールに
チェックを入れ、削除をクリックして下さい。

6.5 削除の確認

削除をクリックすると、画面上部に削除しまし
た。と表示されます。

送信済みメールの削除を行なう際は、必ずこ
ちらをご確認下さい。

※メールの削除を行ってもメールは削除され
ずゴミ箱に移動されます。完全にメールを消去
する場合は、後述のゴミ箱の確認/削除を参考
に消去を行ってください。

以上で、送信済みメールの確認/削除が完了します。以上で、送信済みメールの確認/削除が完了します。
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ゴミ箱の確認/削除

7.2 ゴミ箱の一覧

ゴミ箱に移動されたメールの一覧が表示され
ます。中身を表示したいメールの件名をクリッ
クして下さい。

7.ゴミ箱の確認/削除

7.1 ゴミ箱

メールの削除を行った場合、サーバからメー
ルは削除されず、ゴミ箱へ移動されます。

ゴミ箱の確認/削除を行なうには、下記の作業
を行ってください。

初めにメールフォルダ内のゴミ箱をクリックし
て下さい。

7.3 メールの確認

ゴミ箱に移動されたメールが表示されます。
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ゴミ箱の確認/削除

7.6 メールの消去

メールの消去を行うには、ゴミ箱のメールの一
覧から消去したいメールにチェックを入れ、削
除をクリックして下さい。クリックと同時にメー
ルが削除されます。

※確認メッセージは表示されませんので、ご注
意下さい。
※ゴミ箱から削除を行った場合は、サーバか
ら完全に消去されます。

7.4 メールの移動

誤って削除を行ったメールなどは、画面上部
のプルダウンメニューを利用し、メールの移動
を行なってください。

移動先のディレクトリを選択し、移動をクリック
して下さい。

7.5 移動の確認

移動をクリックすると、画面上部に移動しまし
た。と表示されます。

メールの移動を行なう際は、必ずこちらをご確
認下さい。

7.7 ゴミ箱を空にする

ゴミ箱にあるメール全てを消去するには、ゴミ
箱を空にするをクリックして下さい。
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ゴミ箱の確認/削除

以上で、ゴミ箱の確認/削除が完了します。以上で、ゴミ箱の確認/削除が完了します。

7.8 確認

ゴミ箱を空にするをクリックすると、画面上部に
ゴミ箱は空です。と表示されます。

ゴミ箱からメールの消去を行なう際は、必ずこ
ちらをご確認下さい。

※確認メッセージは表示されませんので、ご注
意下さい。
※ゴミ箱から削除を行った場合は、サーバか
ら完全に消去されます。
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フォルダ一覧の表示

8.2 フォルダの一覧

メールフォルダの一覧が表示されます。

8.フォルダ一覧の表示

8.1 フォルダ一覧
VPS・Proでは、複数のメール用のフォルダが
存在します。フォルダの一覧を確認するには
下記の作業を行ってください。

初めにフォルダ管理内のフォルダ一覧をクリッ
クして下さい。

以上で、メールフォルダの表示が完了します。以上で、メールフォルダの表示が完了します。
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迷惑メール/隔離メールの確認

9.2 フォルダの一覧

メールフォルダの一覧が表示されます。

9.迷惑メール/隔離メールの確認

9.1 フォルダ一覧
VPS・Proでは、オプションとしてスパムメール
ウィルスメールが自動的に振り分けられる機
能があります。スパムメールは迷惑メール、
ウィルスメールは隔離メールとして振り分けら
れます。振り分けられた迷惑メールを確認す
るには下記の作業を行ってください。

初めにフォルダ管理内のフォルダ一覧をクリッ
クして下さい。

※迷惑メール、隔離メールの振り分け機能を
有効にするには後述のオプションを参照して
下さい。また、迷惑メール、隔離メールの振り
分け機能を利用すると、サーバの負荷があが
りますのでご注意下さい。

9.3 迷惑メールの確認

迷惑メールを確認するには、フォルダ一覧内
の迷惑メールをクリックして下さい
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迷惑メール/隔離メールの確認

9.4 迷惑メールの一覧

迷惑メール一覧が表示されます。メールの確
認を行うには件名をクリックして下さい。

※迷惑メールとして振り分けられたメールは件
名に[SPAM]の文字列が追加されます。

9.6 メールの移動

メールの振り分け設定によっては、正常なメー
ルも迷惑メールとして振り分けられてしまう事
があります。

必要なメールが振り分けられてしまった場合
は、画面上部の移動を利用し、受信箱にメー
ルを移動させて下さい。

9.5 メールの削除

メールが表示されます。

不要である場合は画面上部の削除をクリック
しメールを削除して下さい。
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迷惑メール/隔離メールの確認

9.7 フォルダの一覧

隔離メールを確認するには、フォルダ一覧内
の隔離メールをクリックして下さい。

※隔離メールとは後述のオプションClam 
AntiVirusによりウィルス付きのメールとして
判別されたメールになります。

9.9 隔離メールの確認

メールが表示されます。

不要である場合は画面上部の削除をクリック
しメールを削除して下さい。

※隔離されたメールはウィルス付きメールの
恐れがありますので、確認には十分ご注意下
さい。

9.8 隔離メールの一覧

隔離メール一覧が表示されます。メールの確
認を行うには件名をクリックして下さい。

以上で、迷惑メール/隔離メールの確認が完了します。以上で、迷惑メール/隔離メールの確認が完了します。
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フォルダの追加

10.2 フォルダの一覧

フォルダの追加画面が表示されます。

作成したいフォルダ名を入力し保存をクリック
して下さい。

10.フォルダの追加

10.1フォルダの追加
サーバ上にメール用の新しいフォルダを作成
する事が出来ます。

フォルダの追加を行うにはフォルダ管理の中
のフォルダの追加をクリックして下さい。

10.3 フォルダの一覧

保存をクリックすると、画面上部に作成しまし
たと。表示されますまた、フォルダ一覧に作成
したフォルダが表示されます。

フォルダ作成時にはこちらをご確認下さい。

※作成されたフォルダに関しては巻末に記載
のメールフォルダ一覧に記載のパスに作成さ
れます。

以上で、フォルダの追加が完了します。以上で、フォルダの追加が完了します。
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アドレス帳の表示/簡易追加

11.2 アドレス帳

アドレス帳が表示されます。

アドレス帳に追加するには、姓、名、電子メー
ルアドレスを入力し追加をクリックして下さい。

11.アドレス帳の表示/簡易追加

11.1 メールアドレス
VPS・Proでは、メールアドレスやその他の連
絡先を登録できる、アドレス帳があります。ア
ドレス帳の表示/簡易追加を行うには下記の
作業を行ってください。

初めにフォルダ管理内のフォルダ一覧をクリッ
クして下さい。

11.3 フォルダの一覧

追加をクリックすると、画面上部に、追加しまし
た。と表示されます。また、リストに追加したア
ドレスが表示されます。

追加を行った場合は、こちらを確認して下さい。

以上で、アドレス帳の追加が完了します。

より詳細な情報を追加する場合には後述のアドレス帳の追加を行ってください。

以上で、アドレス帳の追加が完了します。

より詳細な情報を追加する場合には後述のアドレス帳の追加を行ってください。
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アドレス帳の追加

12.2 フォルダの一覧

12.アドレス帳の追加

12.1 連絡先の追加
アドレス帳に詳細な情報を追加するには、下
記の操作を行ってください。

初めにアドレス帳内の連絡先の追加をクリッ
クして下さい。

連絡先の追加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。
姓、名、電子メールアドレスの入力は必須ですが、
他の項目は入力しなくても保存が行えます。

・基本情報
姓、名、ニックネーム、電子メールアドレス
・電話番号
個人、取引先、携帯電話、ポケットベル、その他
・個人
番地、市区町村、都道府県、国地域、郵便番号
・勤務先
会社名、番地、市区町村、都道府県、国地域、
郵便番号
・その他
誕生日、ホームページ、その他、メモ
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アドレス帳の追加

12.3 フォルダ一覧

保存をクリックすると、画面上部に、追加しまし
た。と表示されます。また、リストに追加したア
ドレスが表示されます。

追加を行った場合は、こちらを確認して下さい。

以上で、アドレス帳の追加が完了します。以上で、アドレス帳の追加が完了します。
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グループの作成

13.2 グループの作成

13.グループの作成

13.1 グループの追加
アドレス帳に登録を行っている、ユーザをまと
めグループとして登録を行う事が可能です。
グループを作成するには、下記の操作を行っ
てください。

初めにアドレス帳内のグループの追加をクリッ
クして下さい。

グループの作成画面が表示されます。

グループ名、グループのニックネームを入力し、
中央のリストから追加したいメンバーを選択し
追加をクリックし、保存をクリックして下さい。

13.3 アドレス帳

保存をクリックすると、アドレス帳にグループが
追加されます。

以上で、グループの作成が完了します。以上で、グループの作成が完了します。
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アドレス帳のインポート/エクスポート

14..2 インポート

後述のエクスポートで出力したアドレス帳をイ
ンポートするには、ファイルのインポートでエク
スポートしたファイルを指定し、インポートする
をクリックして下さい。

また、インポートのフォーマット形式がカンマで
区切る、文字コードの選択がUTF-8である事
を確認して下さい。

14.アドレス帳のインポート/エクスポート

14.1 インポートエクスポート
作成したアドレス帳のバックアップやリストアを
行うには、アドレス帳のインポート/エクスポー
トを行なってください。

初めにアドレス帳のインポート/エクスポートを
クリックして下さい。

14.3 フォルダの一覧

インポートするをクリックすると、画面上部にイ
ンポート完了と表示されます。

また、インポートを行なった件数が表示されま
す。
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アドレス帳のインポート/エクスポート

14.4 エクスポート

作成したアドレス帳を出力するには、エクス
ポートのフォーマット形式を指定し、エクスポー
トするをクリックして下さい

14.5 ファイルの保存

エクスポートするをクリックすると、ファイルの
ダウンロードが開始されます。

保存するをクリックし保存を行ってください。

以上で、アドレス帳のインポート/エクスポートが完了します。以上で、アドレス帳のインポート/エクスポートが完了します。
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スパムフィルタリングの有効/無効

15.2 スパムフィルタリング

スパムの振り分け機能を有効にするには、
Spamassasinを適用する。にチェックを入れ、
フィルタ精度を選択し、保存をクリックして下さ
い。無効にする場合はチェックを外し保存をク
リックして下さい。

※フィルタ精度によっては、必要なメールもスパ
ムとして振り分けられる可能性があります。
※必要なメールがスパムメールとして判定され
てしまう場合には、フィルタの精度を落とすかホ
ワイトリストへ登録を行ってください。

15.スパムフィルタリングの有効/無効

15.1 スパムフィルタリング

VPS・Proでは、到着したメールのスパムメー
ルの振り分けを行なう事が可能です。スパム
メールの振り分けを行なうには、下記の作業
を行ってください。

初めにフィルタリング内のスパムフィルタリン
グをクリックして下さい。

※スパムフィルタリングを有効にする事により、
サーバへの負荷が上がりますのでご注意下さ
い。

15.3 保存の確認

保存をクリックすると、変更を保存しました。と
表示されます。

SpamAssasinを設定した場合は、必ずこちら
をご確認下さい。

以上で、スパムフィルタリングの有効/無効が完了します。以上で、スパムフィルタリングの有効/無効が完了します。
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ホワイトリストの追加/削除

16.2 ホワイトリストの管理

スパムフィルタリングの画面が表示されます。
ホワイトリストの管理をクリックして下さい。

16.ホワイトリストの追加/削除

16.1 スパムフィルタリング
VPS・Proのスパムメールの振り分けで必要な
メールが隔離されてしまう場合には、送信元
のメールアドレスをホワイトリストへ登録して下
さい。ホワイトリストに登録されたアドレスは
フィルタの精度を問わず、振り分けが行なわ
れなくなります。；

初めにフィルタリング内のスパムフィルタリン
グをクリックして下さい。

※スパムフィルタリングを有効にする事により、
サーバへの負荷が上がりますのでご注意下さ
い。

16.3 ホワイトリストへの追加

ホワイトリストに登録したいメールアドレスを入
力しリストに追加をクリックして下さい。

※ドメイン単位で入力を行う場合は、*@ドメイ
ン名と言った形で登録を行ってください。
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ホワイトリストの追加/削除

16.4 追加の確認

リストに追加をクリックすると、画面上部に変更
を保存しましたと表示されます。
また、ホワイトリストに登録を行ったアドレスが
表示されます。

ホワイトリストに追加を行った場合は、こちらを
必ずご確認下さい。

2.6 削除の確認

リストから除去をクリックすると、画面上部に変
更を保存しましたと表示されます。

また、ホワイトリストから削除を行ったアドレス
がリストから除去されます。

ホワイトリストからの削除を行った場合は、こ
ちらを必ずご確認下さい。

16.5 ホワイトリストからの削除

ホワイトリストに追加を行ったアドレスを削除す
るには、リスト内の削除したいアドレスを選択し、
リストから除去をクリックして下さい。

以上で、ホワイトリストの追加/削除が完了します。以上で、ホワイトリストの追加/削除が完了します。
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ブラックリストの追加/削除

17.2 ブラックリストの管理

スパムフィルタリングの画面が表示されます。
ブラックリストの管理をクリックして下さい。

17.ブラックリストの追加/削除

17.1 フォルダ一覧
VPS・Proのスパムメールの振り分けで不要な
メールが隔離されない場合は、送信元のメー
ルアドレスをブラックリストへ登録して下さい。
ブラックリストに登録されたアドレスはフィルタ
の精度を問わず、迷惑メールとして振り分けま
す。

初めにフィルタリング内のスパムフィルタリン
グをクリックして下さい。

※スパムフィルタリングを有効にする事により、
サーバへの負荷が上がりますのでご注意下さ
い。

17.3 ブラックリストへの追加

ブラックリストに登録したいメールアドレスを入
力しリストに追加をクリックして下さい。

※ドメイン単位で入力を行う場合は、*@ドメイ
ン名と言った形で登録を行ってください。
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ブラックリストの追加/削除

17.4 追加の確認

リストに追加をクリックすると、画面上部に変更
を保存しましたと表示されます。
また、ホワイトリストに登録を行ったアドレスが
表示されます。

ブラックリストに追加を行った場合は、こちらを
必ずご確認下さい。

17.6 除去の確認

リストから除去をクリックすると、画面上部に変
更を保存しましたと表示されます。

また、ブラックリストから削除を行ったアドレス
がリストから除去されます。

ブラックリストからの削除を行った場合は、こち
らを必ずご確認下さい。

17.5 ブラックリストからの削除

ブラックリストに追加を行ったアドレスを削除す
るには、リスト内の削除したいアドレスを選択し、
リストから除去をクリックして下さい。

以上で、ブラックリストの追加/削除が完了します。以上で、ブラックリストの追加/削除が完了します。
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ウィルススキャンの有効/無効

18.2 ウィルススキャンの設定

メールのウィルススキャンを有効にするには、
ClamAntiVirusを適用する。にチェックを入れ、
保存をクリックして下さい。無効にする場合は
チェックボックスを外し保存をクリックして下さ
い。

※ClamAntiVirusを利用することによりサー
バに負荷がかかります。また、ウィルスメール
として判定されたメールは隔離メールのディレ
クトリに保存されます。

18.ウィルススキャンの有効/無効

18.1 ウィルススキャン
VPS・Proでは、到着したメールのウィルスス
キャンを行なう事が可能です。ウィルススキャ
ンを行なうには、下記の作業を行ってください。

初めにフィルタリング内のウィルススキャンを
クリックして下さい。

※ウィルススキャンを有効にする事により、
サーバへの負荷が上がりますのでご注意下さ
い。

18.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更を保存しました。と
表示されます。

ClamAnitiVirusを設定した場合は、必ずこちら
をご確認下さい。

以上で、ウィルススキャンの有効/無効が完了します。以上で、ウィルススキャンの有効/無効が完了します。
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メール転送の追加

19.2 メール転送の追加

転送の設定画面が表示されます。以下のア
ドレスに転送にチェックを入れ、転送を行ない
たいアドレスを入力して下さい。

メール転送をし、サーバに転送したメールの
コピーを保存するには、サーバに転送メール
のコピーを利用するにチェックを入れてくださ
い。

設定例

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。

左記は届いたメールを
plala_hanako@plala.co.jpに転送し、メール
のコピーを残す例になります。

19.3 変更の確認

保存ボタンをクリック後、画面上部に変更を
保存しました。と表示されます。

メール転送の追加の際は、こちらを必ず確認
して下さい。

19.1 転送

VPS・Proでは、到着したメールに自動的に転
送する機能があります。転送機能を使うには
下記の作業を行ってください。

初めにオプション内の転送をクリックして下さ
い。

19.メール転送の追加
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メール転送の削除

20. メール転送の削除
20.1 転送

作成したメール転送を削除するには、下記の
作業を行ってください。

初めに、オプション内の転送をクリックして下さ
い。

20.2 メール転送の削除

転送の設定画面が表示されます。転送しな
いにチェックを入れ、記載されている転送先
アドレスを削除して下さい。また、サーバに転
送メールのコピーを保存するのチェックも外し
てください。

上記設定後、保存をクリックして下さい。

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。

20.3 変更の確認

保存ボタンをクリック後、画面上部に変更を
保存しました。と表示されます。

メール転送の削除の際は、こちらを必ず確認
して下さい。
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自動返信の有効/設定

21.2 自動返信の設定

21.自動返信の有効/無効

21.1 自動返信
VPS・Proでは、到着したメールに対して自動
的に返信を行なう機能があります。自動返信
を使うには下記の作業を行ってください。

初めにオプション内の自動返信をクリックして
下さい。

設定例

下記の設定を入力し保存をクリックして下さい。

・自動返信
自動返信しない/以下のメールを自動返信する。
・返答
差出人メールアドレス
・件名
メール件名
・空白
メール本文
・自動返信の間隔
すぐに/1日おき/3日おき/1週間
・エンコード
メールのエンコード

左記はメール到着後、即時UTF-8を利用し
差出人：plala@plala.co.jp
件名：休暇中です
本文：来週までオフィスを不在にします。

と言ったメールを返信する例になります。
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自動返信の有効/設定

21.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更を保存しました。と
表示されます。

自動返信を設定した場合は、必ずこちらをご
確認下さい。

以上で、自動返信の有効/設定が完了します。以上で、自動返信の有効/設定が完了します。
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自動返信の削除

22.2 自動返信の設定

22.自動返信の削除

22.1 自動返信
作成した自動返信を削除するには下記の作
業を行ってください。

初めにオプション内の自動返信をクリックして
下さい。

自動返信しないにチェックを入れ、保存をクリック
して下さい。

22.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更は保存されました。
と表示されます。

自動返信を無効にした場合は、必ずこちらをご
確認下さい。

以上で、自動返信の削除が完了します。以上で、自動返信の削除が完了します。
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送信メールオプション

23.2 送信メールオプションの設定

23.送信メールオプション

23.1 送信メール
VPS・Proでは、送信するメールの差出人名や
返信用アドレス署名などを設定する事が可能
です。

各種設定を行うには、初めにウェブメールオプ
ション内の送信メールをクリックして下さい。

23.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更は保存されました。
と表示されます。

送信メールオプションを設定した場合は、必ず
こちらをご確認下さい。

送信メールオプションの設定画面が
表示されます。
下記の設定を入力し保存をクリックして下さい。

・差出人名
送信メールの差出人として表示される名前
・初期メールアドレス
・返信用アドレス
返信用アドレスに表示
・署名
メールに自動的に記載される署名内容
・エンコード
送信メールの文字コード
・送信済みメールを保存
送信したメールの自動保存の有無

以上で、送信メールオプションの設定が完了します。以上で、送信メールオプションの設定が完了します。
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フォルダ表示オプション

24.2 フォルダオプションの設定

24. フォルダ表示オプション

24.1 フォルダの表示

メールフォルダの表示形式を変更するには、
下記の作業を行ってください。

初めに、ウェブメールオプション内のフォルダ
の表示をクリックして下さい。

24.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更は保存されました。
と表示されます。

フォルダオプションを設定した場合は、必ずこ
ちらをご確認下さい。

※こちらのメッセージは後日修整予定です。

表示オプションの設定画面が表示されます。
下記の設定が行えます。
設定を変更し保存をクリックして下さい。

・フォルダ表示
全フォルダ表示/購読フォルダのみ表示
※購読フォルダのみ表示を選択しスパム
フィルタリング、ウィルススキャンを使用して
いない場合はディレクトリが表示されなくなり
ます。
・受信箱:自動的にメールをチェックする間隔
OFF/1分/5分/10分/15分

以上で、フォルダ表示オプションの設定が完了します。以上で、フォルダ表示オプションの設定が完了します。
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表示オプション

25.2 表示オプションの設定

25.表示オプション

25.1 表示オプション
メールボックス内の表示方法を変更するには、
下記の作業を行ってください。

初めに、ウェブメールオプション内の表示オプ
ションをクリックして下さい。

25.3 変更の確認

保存をクリックすると、変更は保存されました。
と表示されます。

表示オプションを設定した場合は、必ずこちら
をご確認下さい。

メールボックス内の表示オプションの設定画
面が表示されます。
下記の設定が行えます。設定を変更し保存
をクリックして下さい。

・1ページの表示量
10/25/50/100
・エンコード
UTF-8/英語/日本語/西欧
・標準設定メッセージ
テキスト箇所の表示/HTML箇所の表示
・挿入画面
挿入画像を表示しない/表示する
・外部からのリンク画像
外部からのリンク画像を表示しない/表示す
る
・添付画像の表示
文中の画像を表示しない/表示する
/添付画像を表示しない

以上で、表示オプションの設定が完了します。以上で、表示オプションの設定が完了します。


