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ツール内のアカウントをクリックして下さい。

Windows メールの設定

まず始めにWindows メールを起動
して下さい。

※Windows メールとはWindows 
Vista標準のメールクライアントにな
ります。Windows Liveメールとは異
なりますのでご注意下さい。

Windowsメールでのアカウントの追加
方法について、ご説明します。

1.メールアカウントの追加/設定

画面上部のメニューからツールをク
リックして下さい。

1.1 Windows メールの起動

1.2 ツールの選択

1.3 アカウントの選択
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Windows メールの設定

電子メールアカウントをクリックで選択し
次へをクリックします。

表示名を青枠内に入力して
次へをクリックして下さい。

※こちらで入力した表示名がメール送信を
行った際の差出人に表示されます。

追加をクリックして下さい。

1.4 アカウントの追加

1.5 電子メールアカウントの追加

1.6表示名の入力
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受信メールサーバの種類を選択して下さい

・受信メールサーバー
ご契約ドメイン名
・送信メールサーバー
ご契約ドメイン名

を入力し次へをクリックして下さい。

Windows メールの設定

青枠内にメールアドレスを入力し
次へをクリックして下さい。

※IMAPをご利用になられる場合は、IMAP
を選択して下さい。

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 ユーザー情報の入力

ユーザー情報を入力して下さい。

・ユーザー名
コントロールパネルで作成されたユーザ名
・パスワード
上記ユーザのパスワード

を入力し次へをクリックして下さい。
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Windows メールの設定

完了ボタンを押して、ウィザードを終了させ
て下さい。

以上でメールアカウントの作成が完了します。次に、メールアカウントの設定を行います。

こちらで設定を行った受信メールサーバーの種類(POP3または、IMAP)により
設定が異なりますのでご注意下さい。IMAPを選択された方は、2.メールアカウントの設定
(SMTPAUTH+TLS)をPOPを選択された方は2.メールアカウントの設定 (SMTPAUTH+TLS)または3.メール
アカウントの設定 (POPbeforeSMTP)のどちらか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。次に、メールアカウントの設定を行います。

こちらで設定を行った受信メールサーバーの種類(POP3または、IMAP)により
設定が異なりますのでご注意下さい。IMAPを選択された方は、2.メールアカウントの設定
(SMTPAUTH+TLS)をPOPを選択された方は2.メールアカウントの設定 (SMTPAUTH+TLS)または3.メール
アカウントの設定 (POPbeforeSMTP)のどちらかの設定を行ってください。

1.10 電子メールアドレスの入力
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作成したアカウントを選択し、プロパティをク
リックして下さい。

Windows メールの設定

サーバをクリックして下さい。

このサーバーは認証が必要をチェックして下
さい。

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

注意 こちらは送信プロトコルにSMTP AUTHを利用する場合の設定手順になります。
また、画像は受信プロトコルにPOP3を選択した場合の画像になります。

注意 こちらは送信プロトコルにSMTP AUTHを利用する場合の設定手順になります。
また、画像は受信プロトコルにPOP3を選択した場合の画像になります。

2.1 アカウントのプロパティの表示

2.2 サーバー認証の設定
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Windows メールの設定

2.3 SMTPの設定

以上で、SMTP AUTHを送信プロトコルとした場合の設定が完了します。
POPbeforeSMTPを送信プロトコルとしてご利用したい場合は、後述の
3.メールアカウントの設定 (POPbeforeSMTP) を参照して設定を行ってください。

以上で、SMTP AUTHを送信プロトコルとした場合の設定が完了します。
POPbeforeSMTPを送信プロトコルとしてご利用したい場合は、後述の
3.メールアカウントの設定 (POPbeforeSMTP) を参照して設定を行ってください。

IMAPをご利用の方は、下記の設定をご確認下さい。

SMTPの確認に加え、受信メール
(IMAP)が143と入力されているこ
とを確認して下さい。

143

詳細設定をクリックします。

送信メールSMTPに25又は587と入力して下さい。
また、このサーバーはセキュリティで保護された
接続(SSL)が必要にチェックを入れて下さい。
受信メール(POP3)が110となっている事を確認
して下さい。

最後にOKボタンをクリックし設定を完了します。

※ 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。



35
NTT Plala Inc.

作成したアカウントを選択し、プロパティをク
リックして下さい。

Windows メールの設定

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

注意 こちらは送信プロトコルにPOPbeforeSMTPを利用する場合の設定手順になります。
また、画像は受信プロトコルにPOP3を選択した場合の画像になります。

注意 こちらは送信プロトコルにPOPbeforeSMTPを利用する場合の設定手順になります。
また、画像は受信プロトコルにPOP3を選択した場合の画像になります。

3.1 アカウントのプロパティ表示

3.2 サーバー認証の設定

サーバをクリックして下さい。

このサーバーは認証が必要のチェックが外
れている事を確認して下さい。
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Windows メールの設定

3.3 サーバー認証の設定

詳細設定をクリックして下さい。

送信メールSMTPに25又は587と入力して下さい。
また、このサーバーはセキュリティで保護された
接続(SSL)が必要のチェックボックスが無効に
なっている事を確認して下さい。

受信メール(POP3)が110となっている事を確認
して下さい。

最後にOKボタンを押して設定を完了します。

IMAPをご利用の方は、下記の設定をご確認下さい。

SMTPの確認に加え、受信メール
(IMAP)が143と入力されているこ
とを確認して下さい。

143

以上で、POPbeforeSMTPを送信プロトコルとした場合の設定が完了します。

受信プロトコルでPOP3Sをご利用になられる場合、又はIMAPSをご利用になられる場合は
後述の設定を行ってください。

以上で、POPbeforeSMTPを送信プロトコルとした場合の設定が完了します。

受信プロトコルでPOP3Sをご利用になられる場合、又はIMAPSをご利用になられる場合は
後述の設定を行ってください。

※ 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。
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Windows メールの設定

3.4 POP3Sの設定

3.5 IMAPSの設定

POP3Sをご利用になられる場合は
アカウントのプロパティを開き
詳細設定をクリックして下さい。

受信メール(POP3)の下部にある
このサーバーはセキュリティで保護された接続
(SSL)が必要のチェックボックスを有効にして下
さい。
また、POP3の番号が995になっている事を確認
して下さい。

※POP3のみをご利用になられる場合は
こちらの設定は不要です。

IMAPSをご利用になられる場合は
アカウントのプロパティを開き
詳細設定をクリックして下さい。

受信メール(IMAP)の下部にある
このサーバーはセキュリティで保護された接続
(SSL)が必要のチェックボックスを有効にして下
さい。
また、IMAPの番号が993になっている事を確認
して下さい。

※IMAPのみをご利用になられる場合は
こちらの設定は不要です。
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IMAP/IMAPSをご利用の際にローカルのPC
へメールを保存する場合は下記の手順で
行ってください。

サーバーにある受信トレイをクリックして下
さい。

保存したいメールをローカルフォルダ内の
受信トレイにドラッグドラッグ＆ドロップしま
す。

Windows メールの設定

3.6 ローカルPCへのメールの保存方法

・IMAP/IMAPSご利用上の注意

IMAP/IMAPSではPOPと異なりサーバー内のメールを直接閲覧します。
自動的にメールソフトにメールはダウンロードされません。
上記の手順にて、メールの保存を行ってください。

また、メールの削除をこまめに行わない場合は容量が圧迫され、
不具合の元になりますのでご注意下さい。

・IMAP/IMAPSご利用上の注意

IMAP/IMAPSではPOPと異なりサーバー内のメールを直接閲覧します。
自動的にメールソフトにメールはダウンロードされません。
上記の手順にて、メールの保存を行ってください。

また、メールの削除をこまめに行わない場合は容量が圧迫され、
不具合の元になりますのでご注意下さい。




