
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

• ホームページをお持ちの方 
まず｢ホームページの載せ替え作業｣を行い、DNS 変更後メール送受信でエ

ラーが出ましたら｢電子メールソフトの設定｣を行ってください。 
CGI 等動作不具合が発生した場合は、support@3exe.com あてにメールで

症状をお知らせください。 
• ホームページをお持ちでは無い方 
メール送受信でエラーが出ましたら｢電子メールソフトの設定｣のみを行ってく

ださい。 
 
ホームページの載せ替え方法    2 

FFFTP 使用方法 
 

無料 CGI ご利用方法     9 

アクセスカウンター 

フォームメール 

BBS(掲示板) 

電子メールソフトの設定（1）    21 
Outlook Express(for Windows) 

既にお使いのアドレスの設定変更方法 

 

お客様用コントロールパネル    24 
各種パスワード変更 

メールアドレス追加・削除 

ディスク使用量チェック 

メールの転送設定 

メールの自動返信  他 

 

電子メールソフトの設定（2）    39 
新しく発行しアドレスのメールソフトへの設定方法 
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新しくできたフォルダの名前

を変更してください(例：ホー

ムページ)。 
＊ここで作ったフォルダは｢4.
現在お使いのサーバーのホ

スト設定｣で使用します。 

デスクトップ(画面)の何もな

いところで｢右クリック｣。 
その中の｢新規作成｣から

｢フォルダ｣をクリック。 

1.ホームページをダウンロードするためのフォルダ作成 

＊まず、弊社からお送りした「テスト領域設定確認票」をご用意ください。 

http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.htmlにアクセスし

て く だ さ い 。 こ の ペ ー ジ の ｢ FFFTP ｣ の 欄 の 中 の ｢ Download
FFFTP-1.91.exe｣(バージョンが変わっている場合はそのバージョ

ン)をクリックします。保存する場所(デスクトップ等)を指定し、保存し

ます。 
ダウンロードしたファイル｢ffftp-1.91.exe｣をクリックすると、インスト

ール画面が立ち上がります。｢次へ｣で進み、最後の「メールアドレ

ス」は入力しなくてもかまいません。 
 
＊ヤフー（Yahoo!）から｢FFFTP｣と入力しても検索可能です。 
    （きたひろ）→（FFFTP!）→（SOTA）→（FFFTP） 

2.ＦＦＦＴＰの入手・インストール 

お客様のパソコンからサーバーへアクセスし、ファイルのやりとりをするためには、そのための専

用ソフトウェアをインストールする必要があります。このマニュアルでは、無料でインターネット上

に提供されている「ＦＦＦＴＰ」というソフトを使ってご説明いたします。

ＦＦＦＴＰの入手・設定

                ホームページの載せ替え方法     
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              ホームページの載せ替え方法 
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ＦＦＦＴＰの入手・設定
「ホスト一覧｣の｢新規

をクリックします。 

に 
ストの設定名： 
意の文字(例：新サーバ

ます。 

スト名(アドレス)： 
テスト領域設定確認票」

バー名｣を入力します。 

ーザ名： 
「テスト領域設定確認票

ID｣を入力します。 

スワード： 
「テスト領域設定確認票

パスワード｣を入力します

ーカルの初期フォルダ： 
欄でかまいません。 

ストの初期フォルダ： 
欄でかまいません。 

OK｣をクリックします。 
ホスト一覧｣の画面に戻り

 

3.新しいサーバーのホスト設定 

ホスト｣

ー)を入力

の｢FTPサ

」の｢管理

」の｢管理

。 

ます。 
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                              ホームページの載せ替え方法 

ＦＦＦＴＰの設定

4.現在お使いのサーバーのホスト設定 

「ホスト一覧｣の｢新規ホスト｣

をクリックします。 

次に 
ホストの設定名： 
任意の文字(例：旧サーバー)を入

力します。 
 
ホスト名(アドレス)： 
現在お使いのホスト名 
(www.○○○ .co.jp等)を入力しま

す。 
 
ユーザ名： 
 現在お使いのユーザ名(お分かり

にならない場合は、現在お使いの

サーバー会社様にご確認ください)
を入力します。 
 
パスワード： 
現在お使いのパスワード(お分かり

にならない場合は、現在お使いの

サーバー会社様にご確認ください)
を入力します。 
 
ローカルの初期フォルダ： 
右側のボタンをクリックし、先ほど

作成したフォルダ(例：ホームペー

ジ)を指定し、OKをクリックします。
 
ホストの初期フォルダ： 
空欄でかまいません。 
｢OK｣をクリックします。 
｢ホスト一覧｣の画面に戻ります。 

＊ホームページのデータが、すでにパソコンやCD-ROMとして 
お手元にある場合は必要ありません。 



              ホームページの載せ替え方法 
ＦＦＦＴＰの設定
 

＊

お

｢4.現在お使い

のホスト設定｣

ホスト名(例：旧

を選んで｢接続

します。 

接

フ

5.ホームページファイルのダウンロード 

ホームページのデータが、すでにパソコンやCD-ROMとして 
手元にある場合は必要ありません。 

のサーバー

で設定した

サーバー)
｣をクリック

続が正常に行われると、下図のように右側の画面に

ァイルが表示されます。 
ファイルが表示された、右側の画面の中(どこでもよい)を｢右クリック｣し｢全てをダウ

ンロード｣をクリックします。パソコンへのダウンロードが始まります(データ量や回線

状況により、時間がかかる場合があります）。 
「1.」で作成したフォルダ(例：ホームページ)にデータが入ります。 
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  え方法             ホームページの載せ替                           

6.ホームページファイルのアップロード 

＊慎重に作業いただくようお願いいたします。

＊また、弊社で用意しているフォルダやファイルは、む

除しないようご注意願います。(｢上書き｣はかまいませ

「3.新しいサーバーのホスト設定」で設定したホスト名(例：新サー

し｢接続｣をクリックします。 
ＦＦＦＴＰの設定
 

やみに削

ん) 
 
ツールバーの｢接続｣から｢ホスト設定｣をクリックします。
バー）を指定



              ホームページの載せ替え方法 
ＦＦＦＴＰの設定
 

左側の画

します。

時間がか

左側のフ
接続に成功すると、下図のような画面になります。
7

面の中(どこでもよい)を｢右クリック｣し｢全てをアップロード｣をクリック

サーバーへのアップロードが始まります(データ量や回線状況により、

かる場合があります)。 
ァイルが右側に表示されればOKです。 

アップロードが終わりましたら、

｢FFFTP｣を終了します。 



                              ホームページの載せ替え方法 

7.ホームページの動作確認 

新しいサーバーにホームページのデータがアップロードされまし

ブラウザ(インターネットエクスプローラー等)を使って動作確認を

ブ ラ ウ ザ を

起動します。

ホームページが表示され、リンク等の動作に不具

かご確認ください。 
不具合が無ければ、ＤＮＳ変更後に「www.ドメイン

ムページが自動的に表示されるようになります。 
もし、不具合等ございましたら 

Email：support＠3exe.com 
あてに症状をご記入いただき、メールでご連絡くだ
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テスト領域を見る
たので、 
します。 

、
｢アドレス｣バーに｢テスト領域設定確認票｣の｢動作確認用URL｣を入力し

エンターキーを押します。
合が無い

名」でホー

さい。 
載せ替え作業終了後は件名に｢設定完了｣ 本文に｢お客様番

号 ・ 貴社名 ・ ドメイン名｣を記入したメールを  

Email：support＠3exe.com 

にご送信ください。載せ替え作業が完了しませんとDNSの変更

ができませんので御注意ください。 



フリーＢＢＳ（掲示板）を提供して

います。是非ご活用ください。 

お客様のホームページへのアクセス

回数を画像で表示する機能です。 
＊カウンターの数字を任意に設定し

たい場合は、ご連絡ください。 

３ ＢＢＳ （掲示板） 

ホームページ上の入力フォームか

ら入力された文字を電子メールで

ご希望の電子メールアドレス宛て

にお送りするＣＧＩです。 
ホームページからの情報収集など

にお役立てください。

２ フォームメール  

１ アクセスカウンター 

無料ＣＧＩの種類 

3bitweb Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｅｒｖｅｒでは、無料ＣＧＩ提供サービスを行っています。この項で

は、各種ＣＧＩの説明と、お客様のホームページへの設定方法をご説明します。 

無料ＣＧＩ提供サービスの種類

              無料ＣＧＩ提供サービス 
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** 御注意 ** 

アクセスカウンターは、カウンターを設置したページのカウント数を表示させるためのものです。例

えばindex.htmlのカウント数を、他のページに表示させるようなことはできませんので御注意くださ

い。（隠しページで各ページのアクセス解析に使用することはできません） 
 

１ フォームメールで選択された内容が、お客様が指定したメールアドレスに

転送されます。 

フォームメールの設置方法 

以上でカウンターの設置方法の説明は終わりです。“L=“以降のURLを変更することによ

り、お好きなページに何個でもカウンターを設置することができます。 

１ アクセスカウンターを設置したいページに次のパラメータを組み込みます。 

<IMG src=“http://www.++++++.++++（お客様のＵＲＬ）/cgi-bin/counter/+++++（管理

者ID）.cgi?L=http://www.++++++.+++/++++/（アクセスカウンターを取り付けるペー

ジのURL）"> 

各種ＣＧＩをホームページ上で稼動するための作業方法をご説明します。 

アクセスカウンターの設置方法 

アクセスカウンター、フォームメールの設置方法

                                 無料ＣＧＩ提供サービス 
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<HTML> 
<BODY> 
<FORM method=“POST” action=“http://www.++++++++++.++++ （ お 客 さ ま の URL ） /cgi-bin
/formtomail /formtomail.cgi"> 
<INPUT type="hidden" name="title" value="ANSWER FROM VISITER"> 
氏名 <INPUT type="text" name="01-name“ size=“20" ><BR> 
年齢 <INPUT type="text" name="02-age" size="3" maxlength="3"><BR> 
性別 <INPUT type="radio" name="03-sex" value="男性">男性  
<INPUT type="radio" name="03-sex" value="女性">女性  
職業 <SELECT name="04-occupation"> 
<OPTION value="会社員">会社員</OPTION> 
<OPTION value="公務員">公務員</OPTION> 
<OPTION value="自営">自営</OPTION> 
<OPTION value="主婦">主婦</OPTION> 
<OPTION value="無職">無職</OPTION> 
<OPTION value="学生">学生</OPTION> 
<OPTION value="その他">その他</OPTION> 
</SELECT><BR> 
趣味 <INPUT type="checkbox" name="05-interests" value="読書">読書  
<INPUT type="checkbox" name="05-interests" value="音楽">音楽  
<INPUT type="checkbox" name="05-interests" value="スポーツ">スポーツ  
<INPUT type="checkbox" name="05-interests" value="旅行">旅行  
<INPUT type="checkbox" name="05-interests" value="料理">料理  
<INPUT type="checkbox" name="05-interests" value="その他">その他 <BR> 
<BR> 
<INPUT type="submit" value="送信"> 
<INPUT type="reset" value="キャンセル"> 
<INPUT type=“hidden” name=“sendto” value=“（受信するメールアドレス）"> 
<INPUT type=“hidden” name=“thankyou” value=“http:// +++.+++（次に表示させたいURL） "> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

action＝URLをご指定の際は必ずフルパスで指定してください。 

例：メール送信完了の画面からリンクでwww.tramserver.com/index.htmlに飛ばしたい場合
<INPUT type="hidden" name="thankyou" value="http://www.tramserver.com/index.html">

INPUT TYPEの“name”のところは、メールで表示したい順に

“name=01-XXXX”と番号-表示名という形にしてください。 

また、“XXXX”の部分は｢半角英数文字｣を入力してください。その

他の場合は文字化けをおこす可能性があります。 
 

Size=“ 数字” ：テキストボックスの横幅

maxlength=“数字”：最大表示桁数 

“ ｛ ”の範囲をご自由に変更いただけます。 name=“× × ×

×”の部分は、電子メールへの表示内容として反映されますの

で、質問項目にあわせて変更してください。電子メールへはアルフ

ァベット順、番号順などで、ソートをかけて表示されますので、サン

プルソースのように番号を振っておくと便利です。 

２ 次のソースで、フォーム用ページを作成します。 

フォームメールの設置方法

              無料ＣＧＩ提供サービス 

作成したら、form.html等わかりやすい名前を付けて保存してください。デザインもご自由に変更いた

だけます。ボタンの種類は2種類です。 
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• 

• 

**ご案内** 

フォームから送信を行なった後は送信完了の表示が出ますが、この部分をご自分の画面に変更

したい場合は弊社までご相談ください。 

DNS変更が済んでいない場合、フォームメールから送信したメールは、弊社のテスト領域のメー

ルアカウントに届きます。確認ご希望のお客様は件名｢CGIテスト｣ 本文｢連絡先メールアドレス｣

をご記入いただき、support@3exe.comまでご連絡ください。 

 

Ｃ 指定したアドレス先にメールが届いているかどうかご確認ください。 

Ｂ ブラウザ上で下図の画面が表示されます。「こちらからお戻りください」をクリック

すると“２”項で指定したページにとびます。 

Ａ ホームページ上で作成したフォームを表示し、入力し、送信ボタンを押してみます。

フォームのページを作成したら、サーバーにアップロードし、動作確認をしてください。 
３ サーバーにアップロードし、送信テストを行ってください。 

フォームメールの設置方法

 ＣＧＩ提供サービス               無料                  
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 これは、背景の色や標題などをご自由に指定、変更していただくことができます。この項

では、デザインの変更の仕方とホームページへの表示方法をご説明します。 

3bitweb Business Server では、下図の掲示板を無料で提供しております。 

説明は次の順番で行います。 
     １． yybbs.cgiのダウンロード 
     ２． プログラムの設定変更 
     ３． 変更したプログラムのアップロード 
※ 変更してはいけない箇所もあります。そちらを変更されたことによる故障等トラブル

に関して、当方は一切責任を持ちませんのでご了承ください。 

ＢＢＳ（掲示板）の設置方法 

ＢＢＳ（掲示板）の設置・設定変更

              無料ＣＧＩ提供サービス 
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                                 無料ＣＧＩ提供サービス 

２ ｢yybbs｣フォルダをダブルクリックします。 

yybbs.cgiのダウン
ＢＢＳ（掲示板）の設置・設定変更
ロード 
１ FFFTPでサーバーにアクセスし｢cgi-bin」フォルダをダブルクリッ

クします。 



              無料ＣＧＩ提供サービス 

ＢＢＳ（掲示板）の設置・設定変更

３ yybbs.cgiを選択し、  ボタンをクリックします。左側にホームページの

内容が入っているフォルダを表示しておくと便利です。

４ これで、yybbs.cgiのダウンロードが完了しました。 
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プログラムの設定変更 

２ yybbs.cgiを右クリックし、「アプリケーションから開く」を選択します。

１ ホームページのデータが入っているフォルダにyybbs.cgiが存在する

ことを確認します。 

ＢＢＳ（掲示板）の設置・設定変更

                                 無料ＣＧＩ提供サービス 
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              無料ＣＧＩ提供サービス 
ＢＢＳ（掲示板）の設置・設定変更
以上の作業を行うと、「ワードパッド」でプログラムが表示されます。 
このプログラムの内容を変更することにより、色や文字の変更を行います。 

３ 「ワードパッド」を選択します。そのとき、「これらのファイルを開くとき

は、いつもこのアプリケーションを使う」のチェックをはずしてください。 
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###################### 

##                  ## 

## 設定変更可能項目 ## 

##                  ## 

###################### 

 

# タイトル名を指定 

$title = "YY-BOARD"; 

 

# タイトルの色 

$t_color = "#008080"; 

 

# タイトルの大きさ（ポイント数:スタイルシートで有効） 

$t_size = '18pt'; 

 

# タイトル文字のフォントタイプ 

$t_face = "ＭＳ Ｐゴシック"; 

 

# 本文の文字大きさ（ポイント数:スタイルシートで有効） 

$b_size = '10pt'; 

 

# 壁紙を指定する場合（http://から指定） 

$backgif = ""; 

 

# 背景色を指定 

$bgcolor = "#E1F0F0"; 

 

# 文字色を指定 

$text = "#000000"; 

 

 「設定変更可能項目」のみ変更してください。 

他の個所を変更されたことによる故障・トラブ

ルに関して、当方は一切責任を持ちませんの

でご了承ください。 

４ 「設定変更可能項目」内で変更を行います。 

ＢＢＳ（掲示板）の設置・設定変更

  料ＣＧＩ提供サービス               無                
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# リンク色を指定 

$link  = "#0000FF"; # 未訪問 

$vlink = "#800080"; # 訪問済 

$alink = "#FF0000"; # 訪問中 

 

# 戻り先のURL (index.htmlなど) 

$homepage = "http://www.3exe.com/index.html"; 

 

# 最大記事数 

$max = 100; 

 

# 管理者用マスタパスワード (英数字で８文字以内) 

$pass = '0123'; 

 

# メールアドレスの入力必須 (0=no 1=yes) 

$in_email = 0; 

 

# 記事 [タイトル] 部の長さ (全角文字換算) 

$sub_len = '12'; 

 

# 記事の [タイトル] 部の色 

$sub_color = "#006400"; 

 

# 記事表示部の下地の色 

$tbl_color = "#FFFFFF"; 

 

# １ページ当たりの記事表示数 (親記事) 

$p_log = 5; 

 

# 文字色の設定。 

@COLORS= 

('#800000','#DF0000','#008040','#0000FF','#C100C1','#FF80C0','#FF8040','#000080');

 この場合、１００を超えた記事は自然消滅します。 

ＢＢＳ（掲示板）の設置・設定変更

              無料ＣＧＩ提供サービス 
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                                 無料ＣＧＩ提供サービス 

 
 
 
 

変更したプログラムのアッ

１ 各項目の変更が終了したら保存、終了して 
 
 

２ 保存をしたyybbs.cgiファイルをホームペー

同じ要領で、ダウンロードしたファイルに上書き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ ホームページのリンクの指定先を下記のよ 

 

<A href =“http://www.++++++.++++（お客様のＵＲＬ
 
 
 
 ４ ホームページ上で正しく表示されているか必
 

 20
ＢＢＳ（掲示板）の設置・設定変更
プロード 

ください。 

ジをアップロードするのと

保存をすれば終了です。

うにします。 

）/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi"> 

ずご確認下さい。 



              電子メールソフトの設定（1）       

DNS（ドメイン情報)が旧サーバーから新サーバーに切り替わると、現在の設定ではメールの

送受信ができなくなります(以下参照)。その際、お客様に行っていただく作業をご説明いたし

ますので、以下の手順に従ってメールソフトの設定を変更ください。ここでは、一般的なメール

ソフトである｢Outlook Express」について、ご説明いたします。 
弊社からお送りしました、｢設定確認票｣と｢メールアドレス確認票｣をご用意ください。
ドメイン情報(DNS)が旧サーバーから新サーバーに移行された後、メールの

送受信を行いますと、以下のようなエラーメッセージが表示されます。 

「キャンセル」をクリックすると、以下のような画面が表示されますので、「表

示しない」をクリックし、画面を閉じてください。 
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                              電子メールソフトの設定（1）   

 

続けて｢ツール｣から｢アカウント｣を選びます
 
「メール」 タブを選択し、｢プロパティ｣をクリックします
22



              電子メールソフトの設定（1）       

 

 
 

①受信メールサーバーの種類： 
  「POP3」と入力します。 
②受信メール： 
  「mail.お客様ドメイン名」を入力します。 
③送信メール： 
  「mail.お客様ドメイン名」を入力します。 
④アカウント名： 
  ｢POPアカウント（＠の左側）-（ハイフン）（管理者ID）｣ を入力します

⑤パスワード： 
  「メールアドレスのパスワード」を入力します。 

最後に「OK」をクリックすれば、設定完了です。 
今設定したメールアドレス宛てにメールを送り、受信できるかどうかの

テストをお願いいたします。 

＊お客様側の PC の設定状況等により、以上の設定を行なっても、送受信で

場合がございましたら、お手数ですが「ツール」→「アカウント」からそのアカウ

削除し、新たに｢追加｣→｢メール｣で追加設定を行なってください。 
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②

①

③ 
 
④
｢サーバー｣タブを選び、以下の項目を入力します
⑤ 

。 

 

きない

ントを



                               お客様コントロールパネル    

お客様用コントロールパネルには、 
「管理者様用コントロールパネル」と 
「一般ユーザー様用コントロールパネル」があります。 
 
・管理者様用コントロールパネル 
  URL： https://control.3exe.com/admin.html 
  機能：管理者パスワードの変更 
      メールアドレスの追加・削除・一覧 
      メールアドレスのパスワード強制変更 
      ログ（アクセスログ・エラーログ）のダウンロード 
    

・一般ユーザー様用コントロールパネル 

URL：https://control.3exe.com /general.html 
機能：メールの転送設定・解除 
    メールの自動返信設定・解除 
    メールアドレスのパスワード変更 
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              管理者様用コントロールパネル 

1.ログイン方法 

https://control.3exe.com/admin.html にアクセスします。 
以下のログイン画面が表示されますので、お送りした｢設定確認票｣の「管理

者ID」と「管理者パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。 

ログインに成功すると以下の画面が表示されます。

 25



                            管理者様用コントロールパネル    

＊管理者パスワードは重要

「管理者パスワード変更」ボ

 

2.管理者パスワード変更 

な情報ですので、定期的に変更されることをおすすめします。 
タンをクリックします。 

 
新しいパスワードを2回入力し、「変更する」ボタンをクリックします。
26



                管理者様用コントロールパネル       

3.メールアドレス追加・削除 

メールアドレスを追加・発行したり、削除するための画面です。また、現在ご使用になってい

る一覧表も表示されます。 
＊新規アドレス発行後、メールの送受信を行なうためには別途、電子メールソフトの設定を

行う必要があります。 （設定方法はP.39～） 
「一般ユーザーメンテナンス」ボタンをクリックします。 

「メールアドレス追加」ボタンをクリックします。 

＊

 
 

ご注意＊ 
この画面で表示される「POPアカウント」を、電子メールソフトで設定する際、 
 「アカウント名（Outlook Expressの場合）」として使用しますので控えておい

てください。  （P.41参照） 
27



                            管理者様用コントロールパネル   

追加するアドレス（＠の左側のみ）を入力し、パスワードを2回入

をクリックします。 
ここで入力したパスワードは、電子メールソフトの設定をすると

引き続き追加される方は「一覧表に戻る」ボタンをクリックし

ださい。 
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メールアドレス追加・削除
力、「追加する」ボタン

きに必要になります。 

、同様の操作を行なってく



              管理者様用コントロールパネル       

4.メールアドレスのパスワードの強制変更 

各メールアドレスを利用される方が、そのパスワードを忘れてしまった場合等に管理者様 
の権限で、パスワードを強制的に変更できます。 
ここで変更したパスワードは、電子メールソフトの設定の際、必要になります。 
変更したいメールアドレスの左側のラジオボタンにチェックを入れて、「パスワード変更」 
ボタンをクリックします。 

変更するメールアドレスが表示されますので、確認後、 
変更するパスワードを2回入力し、「変更する」ボタンをクリックします。 
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                            管理者様用コントロールパネル    

 

5.ディスク使用量チェック 
現在ご使用中のディスク使用量をチェックすることが出来ます。 
ディスク使用量には、ウェブ（ホームページ）とメールを合わせた容量が表示されます。

「ディスクメニュー」ボタンをクリックします。
「ディスク使用量チェック」ボタンをクリックすると、使用量が表示されます。
30



              管理者様用コントロールパネル      

6.ログのダウンロード 

ホームページのログ（アクセスログ・エラーログ）をダウンロードし、テキストで見ることが

できます（1週間ごと）。 
このログは8週間保存され、古い順に自動的に削除されます。 
「ディスクメニュー」ボタンをクリックします。 

「ログダウンロード」ボタンをクリックします。

 31



                            管理者様用コントロールパネル    

ダウンロードする「ログの種類」を選択し、「期間」をプルダウンから選

「ダウンロード」ボタンをクリックします。 

下図のようなダウンロード画面が表示されましたら、「保存」を押し

し保存します。 
保存されたファイルを開くとログが閲覧できます。 
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ログのダウンロード
択します。 

、任意の場所を指定



              一般ユーザー様用コントロールパネル      

https://control.3exe.com/ge

以下のログイン画面が表示さ

パスワードを入力し、「ログイ

 

1.ログイン方法 

neral.html にアクセスします。 
れますので、メールアドレス（例：aaa＠3exe.com）と

ン」ボタンをクリックします。 
ログインに成功すると以下の画面が表示されます。
33



                        一般ユーザー様用コントロールパネル    

2.メールの転送設定 

このメールアドレスに届いたメールを、他のメールアドレスに転送する機能です。 
一度に20ヶ所まで設定できます。もちろん、携帯電話のアドレスやプロバイダーのアドレス

にも転送できます。 
「メール転送」ボタンをクリックします。 

「現在の状態」が表示されます。最初に登録する場合は、「登録」ボタンをクリックします。

すでに登録済みの場合は、「設定」または「解除」ボタンで切り替えができます。 
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                 一般ユーザー様用コントロールパネル      
メールの転送設定
このメールアドレスに送られたメールを「サーバーに残す」か「残さない」を選択し、「転送先

アドレス」欄に転送先メールアドレスを入力します。入力したアドレスに間違いがないかを確

認して、「次へ」ボタンをクリックします。 

確認画面が表示されますので、間違いがなければ「登録」ボタンをクリックします。 
訂正等が必要な場合は、「戻る」ボタンをクリックして再度入力してください。 
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                        一般ユーザー様用コントロールパネル    

このメールアドレスに送られ

「メール自動返信」ボタンをク

「現在の状態」が表示され

すでに登録済みの場合は

 

3.メールの自動返信 

た送信者に対して、自動的にメールを返信する機能です。 
リックします。 

ます。最初に登録する場合は、「編集」ボタンをクリックします。

、「設定」または「解除」ボタンで切り替えができます。 

36



                 一般ユーザー様用コントロールパネル      

 

 

「タイトル」（件名）と「本文」を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
メールの自動返信
確認画面が表示されますので、よろしければ「登録」ボタンをクリックします。 
修正が必要な場合は、「戻る」ボタンをクリックして再度入力してください。 

37



                        一般ユーザー様用コントロールパネル    

4.メールアドレスのパスワード変更 

＊パスワードは重要な情報ですので、定期的に変更されることをおすすめします。 
ここで変更したパスワードは、電子メールソフトの設定の際、必要になります。 
「パスワード変更」ボタンをクリックします。 

 

 

新しいパスワードを2回入力し、「変更する」ボタンをクリックします。
38



              電子メールの設定（2）       

「3bitweb Business Server」で新たに登録したメールアドレスをご利用になるには、メー

ルソフトに新規登録する必要があります。 
このマニュアルでは、一般的に使われている「Outlook Express」の新規アドレス設定

方法をご説明いたします。 
 
「ツール」から「アカウント」を選び、クリックします。 

「メール」タブを選び、右側の「追加」ボタンから「メール」をクリックします。 
「インターネット接続」ウィザードが立ち上がります。 

 39



「表示名」を入力します。電子メールを送信した際、相手側の「送信者」欄に表示されます。 
「次へ」ボタンをクリックします。 

 

                                   電子メールの設定（2）   
「電子メールアドレス」にメールアドレスを入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
 40



弊社からお送りした「設定確認票」の「POPサーバー名」と「SMTPサーバー名」をそれぞれ入

力し、「次へ」ボタンをクリックします。 

「アカウント名」に「POPアカウント」（P.29参照）を入力します。 
＊「アカウント名」＝「メールアドレスの＠の左側」＋「‐ （ハイフン） 」＋「管理者ID」 
「パスワード」を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

              電子メールの設定（2）       
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                                   電子メールの設定（2）   

 

「完了」ボタンをクリックします。
今設定したアカウントが表示されます。 
＊「アカウント」の表示をわかりやすく変更（例：インフォ）するには、右側の「プロパティ」 
ボタンをクリックし、「メールアカウント」を変更してください。 
「閉じる」ボタンをクリックします。 
今設定したメールアドレスにメールを送り、送受信できるかどうか確認してください。
42



テスト領域にアップロードしたフォームメールからテスト送信した場合、弊

社内のサーバーに送信されますので、お客様からは受信の確認ができませ

ん。動作確認ご希望の場合は、 あてに件名を｢テストメー

ル確認希望｣とし、フォームメール受信先のアドレスを本文にご記入くださ

① 送信ができない。（エラー番号 553） 

受信を先にしてから送信を行ってください。弊社のサーバーは、他人のアド

レスを騙った不正なメールが送れないように、受信を行った際ユーザー認証

を行っております。受信後 10 分以内に送信をしてください。 

なお、Outlook Express にて自動切断の設定をされている場合はツール→オ

プション→接続タブ内の 「送受信が終了したら切断する」のチェックを外

して下さい。 

 

② アクセスカウンターの数字を変更したい。 

ホームページのアップロードが終了しましたら、support@3exe.com あてに数

値をご指定ください。弊社にて調整いたします。 

 

③ フォームメールの動作確認ができない。 

support@3exe.com

なお、テストメール送信までに受信アカウントは必ず作成しておいてくださ

い。 

 

④ 主要なパスを教えて欲しい。 

sendmail のパス /usr/bin/sendmail  

nkf のパス /usr/local/bin/nkf  

uuencode のパス /usr/bin/uuencode  

jcode.pl のパス /usr/local/apache/cgi-bin/jcode.pl  

その他につきましては、support@3exe.com までお尋ねください。 

い。 

              よくあるご質問（困ったときにはまずお読みください。） 
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アイティネットワークス株式会社 

〒104-0033 
東京都中央区新川 1-15-2 牧原ビル 4F 

TEL：03-3842-7882 

電話お問合わせ時間：9：30～18：00 

 
技術的なお問合せは 

support@3exe.com 

まで、メールでお願いします。

 

 
平成 15 年 5 月 第 3 版 

本誌記載事項の無断転載を禁じます。 
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