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1.メールアカウントの追加/設定

Outlook Expressの設定

画面上部のメニューバーより、ツールをク
リックで選択して下さい。

まず始めにOutlook expressを起動
して下さい。

ツール内にあるアカウントをクリックで選択
して下さい。

Outlook expressでのメールアカウント
の追加方法について、ご説明します。

1.1 Outlook Expressの起動

1.2 ツールの選択

1.3 アカウントの選択
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ツール内のアカウントを選択すると、イン
ターネットアカウントの画面が表示されます。
メールをクリックで選択して下さい。

Outlook Expressの設定

メールをクリックした後に
追加ボタンをクリックし表示されるメール
をクリックして下さい。

インターネット接続ウィザードが起動します
こちらのウィザードを使用し、メールアカウン
トの追加を行います。

名前を入力して下さい。
入力が終わりましたら、次へをクリックして下
さい。

※こちらの名前はメール送信を行った時に
表示される名前になります。

1.4 インターネットアカウントメニューの表示

1.5 メールアカウントの追加

1.6 表示名の入力
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Outlook Expressの設定

メールアドレスを記入して下さい。入力
が終わりましたら、次へをクリックして下
さい。

こちらで入力するメールアドレスは
ユーザー名@ご契約ドメイン
になります。

下記の情報を入力し、次へをクリックし
て下さい。

・受信メールサーバーの種類
POP3/IMAP
・受信メールサーバー
ご契約ドメイン
・送信メールサーバー
ご契約ドメイン

アカウント名、パスワードを入力し次へ
をクリックして下さい。

1.7 電子メールアドレスの入力

1.8 メールサーバー名の入力

1.9 ウィザードの完了
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Outlook Expressの設定

完了画面が表示されます。

完了ボタンをクリックして、設定を完了さ
せて下さい。

1.9 ウィザードの完了

以上でメールアカウントの作成が完了します。引き続き 2.メールアカウントの設定 を行ってください。以上でメールアカウントの作成が完了します。引き続き 2.メールアカウントの設定 を行ってください。
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プロパティが表示されたあとに
サーバーをクリックして選択して下さい。

サーバー情報が正しく入力されているか確
認を行って下さい。

このサーバーは認証が必要にチェックを入
れ、設定をクリックして下さい。

Outlook Expressの設定

2.メールアカウントの設定/確認方法(POP3/POP3S + SMTP AUTH)

インターネットアカウントを表示させ
て下さい。
※P6の手順と同様になります

メールを選択して
アカウント名をクリックして下さい。
その後、プロパティをクリックすると
アカウントの情報の確認が出来ま
す。

2.1 メールアカウントの表示

2.2 サーバー情報の確認

注意、こちらは受信プロトコルにPOP3/POP3Sを使用し、送信プロトコルにSMTP AUTHを使用する例になります。注意、こちらは受信プロトコルにPOP3/POP3Sを使用し、送信プロトコルにSMTP AUTHを使用する例になります。

2.3 送信メールサーバーの設定

送信メールサーバーの設定画面が表示さ
れます。

受信メールサーバーと同じ設定を使用する
にチェックを入れOKをクリックして下さい。
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Outlook Expressの設定

次に詳細設定をクリックして下さい。
送信メールのポート番号が正しく入力され
ているかご確認下さい。
また、サーバーのメールボックスには限界
がありますのでサーバーにメッセージのコ
ピーを置くのチェックボックスを外す事をお
勧めします。設定の変更後、OKボタンを押
してください。

以上でPOP3を利用した受信の設定が完了
します。

2.4 SMTPの確認

※ ご契約のインターネット接続サービスが、
OutBaundPort25Brocking（OP25B)による規制
を受ける場合、ポート番号25は利用出来ません。
弊社のインターネット接続契約の場合、「固定IP
オプション」又は「Bフレッツアカデミックライセン
ス セーフティ」利用時を除き、ポート番号25は
利用できません。

POP3Sをご利用になりたい場合は
2.4 SMTPの確認 までの設定に加
えてこちらの設定を行ってください。

POP3Sをご利用にならない場合は
設定は不要です。

POP3Sをご利用になられる場合は
赤枠内のチェックボックスを有効に
して下さい。

2.5 POP3Sの設定

以上で、OutLook Expressで受信プロトコルにPOP3/POP3Sを使用し
送信プロトコルにSMTP AUTHを使用する設定が完了します。
送信が行えないなどのトラブルが発生した際は、まず始めこちらの設定をご確認下さい。

受信プロトコルにIMAP/IMAPSを使用し、SMTP AUTHを利用するには
後述のメールアカウントの設定/確認方法 (IMAP/IMAPS + SMTP AUTH)を参考に設定を行ってください。

以上で、OutLook Expressで受信プロトコルにPOP3/POP3Sを使用し
送信プロトコルにSMTP AUTHを使用する設定が完了します。
送信が行えないなどのトラブルが発生した際は、まず始めこちらの設定をご確認下さい。

受信プロトコルにIMAP/IMAPSを使用し、SMTP AUTHを利用するには
後述のメールアカウントの設定/確認方法 (IMAP/IMAPS + SMTP AUTH)を参考に設定を行ってください。



12
NTT Plala Inc.

プロパティが表示されたあとに
サーバーをクリックして選択して下さい。

サーバー情報が正しく入力されているか確
認を行って下さい。

このサーバーは認証が必要にチェックを入
れ、設定をクリックして下さい。

Outlook Expressの設定

3.メールアカウントの設定/確認方法 (IMAP/IMAPS + SMTP AUTH)

インターネットアカウントを表示させ
て下さい。
※P6の手順と同様になります

メールを選択して
アカウント名をクリックして下さい。
その後、プロパティをクリックすると
アカウントの情報の確認が出来ま
す。

3.1 メールアカウントの表示

3.2 サーバー情報の確認

注意、こちらは受信プロトコルにIMAP/IMAPSを使用し、送信プロトコルにSMTP AUTHを使用する例になります。注意、こちらは受信プロトコルにIMAP/IMAPSを使用し、送信プロトコルにSMTP AUTHを使用する例になります。

3.3 送信メールサーバーの設定

送信メールサーバーの設定画面が表示さ
れます。

受信メールサーバーと同じ設定を使用する
にチェックを入れOKをクリックして下さい。
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Outlook Expressの設定

次に詳細設定をクリックして下さい。
送信メールのポート番号が正しく入力され
ているかご確認下さい。

以上でIMAPを利用した受信の設定が完了
します。

3.4 SMTPの確認

※ ご契約のインターネット接続サービスが、
OutBaundPort25Brocking（OP25B)による規制
を受ける場合、ポート番号25は利用出来ません。
弊社のインターネット接続契約の場合、「固定IP
オプション」又は「Bフレッツアカデミックライセン
ス セーフティ」利用時を除き、ポート番号25は
利用できません。

次にIMAPをクリックして下さい。

サーバーの空き容量を確保する為、
特別なフォルダのチェックを外す事
をお勧めします。

OKをクリックし設定を完了させてく
ださい。

3.5 フォルダの設定
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Outlook Expressの設定

3.6 IMAPSの設定

以上で、OutLook Expressで受信プロトコルにIMAP/IMAPSを使用し
送信プロトコルにSMTP AUTHを使用する設定が完了します。
メール送信が行えないなどのトラブルが発生した際は、まず始めにこちら をご確認下さい。

受信プロトコルにPOP/POP3Sを使用し、POPbeforeSMTPを使用するには
後述のメールアカウントの設定/確認方法 (POP3/POP3S + POPbeforeSMTP)を参考に設定を行ってくだ
さい。VPS・ProではMultiStageより移行のお客様以外はサポート外になりますのでご注意下さい。

以上で、OutLook Expressで受信プロトコルにIMAP/IMAPSを使用し
送信プロトコルにSMTP AUTHを使用する設定が完了します。
メール送信が行えないなどのトラブルが発生した際は、まず始めにこちら をご確認下さい。

受信プロトコルにPOP/POP3Sを使用し、POPbeforeSMTPを使用するには
後述のメールアカウントの設定/確認方法 (POP3/POP3S + POPbeforeSMTP)を参考に設定を行ってくだ
さい。VPS・ProではMultiStageより移行のお客様以外はサポート外になりますのでご注意下さい。

IMAPSをご利用になりたい場合は
このサーバーはセキュリティで保護
された接続が必要にチェックを入れ
て下さい。

IMAPSをご利用にならない場合は
設定は不要です。

IMAPSをご利用になられる場合は
赤枠内のチェックボックスを有効に
して下さい。
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プロパティが表示されたあとに
サーバーをクリックして選択して下さい。

サーバー情報が正しく入力されているか確
認を行って下さい。

Outlook Expressの設定

4.メールアカウントの設定/確認方法 (POP3/POP3S + POPbeforeSMTP)

インターネットアカウントを表示させ
て下さい。
※P6の手順と同様になります

メールを選択して
アカウント名をクリックして下さい。
その後、プロパティをクリックすると
アカウントの情報の確認が出来ま
す。

次に詳細設定をクリックして下さい。
送信メールのポート番号が正しく入力され
ているかご確認下さい。
また、サーバーのメールボックスには限界
がありますのでサーバーにメッセージのコ
ピーを置くのチェックボックスを外す事をお
勧めします。設定の変更後、OKボタンを押
してください。

以上でPOP3を利用した受信の設定が完了
します。

4.1 メールアカウントの表示

4.2 サーバー情報の確認

4.3 SMTPの確認

※ ご契約のインターネット接続サービスが、
OutBaundPort25Brocking（OP25B)による規制
を受ける場合、ポート番号25は利用出来ません。
弊社のインターネット接続契約の場合、「固定IP
オプション」又は「Bフレッツアカデミックライセン
ス セーフティ」利用時を除き、ポート番号25は
利用できません。

注意、こちらは受信プロトコルにPOP3/POP3Sを使用し、送信プロトコルにPOPbeforeSMTPを使用する
例になります。※MultiStageより移行のお客様以外はサポート外になりますのでご注意下さい。

注意、こちらは受信プロトコルにPOP3/POP3Sを使用し、送信プロトコルにPOPbeforeSMTPを使用する
例になります。※MultiStageより移行のお客様以外はサポート外になりますのでご注意下さい。
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Outlook Expressの設定

POP3Sをご利用になりたい場合は
2.3 SMTPの確認 までの設定に加
えてこちらの設定を行ってください。

POP3Sをご利用にならない場合は
設定は不要です。

POP3Sをご利用になられる場合は
赤枠内のチェックボックスを有効に
して下さい。

POPbeforeSMTPをご利用の際には、メー
ルの送信は必ず、メールの受信を行って
から送信して下さい。
メールの受信を行わないとメールの送信
が行えません。

※左はOutlook Expressでのメール受信
の方法です。

5.Outlook Express ご利用上の注意

4.4 POP3Sの設定

以上で、OutLook Expressで受信プロトコルにPOP/POP3Sを使用し
送信プロトコルにPOPbeforeSMTPを使用する設定が完了します。

メール送信が行えないなどのトラブルが発生した際は、まず始めにこちらや
後述のOutlook Express ご利用上の注意 をご確認下さい。

以上で、OutLook Expressで受信プロトコルにPOP/POP3Sを使用し
送信プロトコルにPOPbeforeSMTPを使用する設定が完了します。

メール送信が行えないなどのトラブルが発生した際は、まず始めにこちらや
後述のOutlook Express ご利用上の注意 をご確認下さい。




