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1 はじめに 

使用上の注意 

メール詳細設定画面では Windows の機種依存文字と特殊文字の使用に制限をかけています。Macintosh の機種依存文

字使用に関して、制限はかかりませんが以下に示すような機種依存文字、特殊文字は文字化けの原因となりますので使

用しない方がよいでしょう。 

Windows の機種依存文字（一部） Macintosh の機種依存文字（一部） 

※Windows Vista の 4 バイト文字は利用できません。
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2 メール詳細設定画面の使用方法 

メール詳細設定のメイン画面を表示するには、以下の２つの方法があります。 

・ログイン画面からログインして表示する 

下記 URL からログインを行います。 

https://web.bizmail.nifcloud.com/hosting/mdetails/login 

 

 

入力項目 動作 

ログイン ID ログイン ID を入力します。 

パスワード パスワードを入力します。 

 

各項目の入力が終了したら をクリックします。 

 

・Web メールから表示する 

Web メールにログイン後、メニューの《ツール》＞《メール詳細設定》をクリックします。 

 

メール詳細設定のメイン画面は、以下のように表示されます。 
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3 メール詳細設定 

3.1. パスワードの変更をするには 

《パスワード変更》メニューをクリックします。 

以下の画面が表示されます。 

 

 

《現在のパスワード》に現在使用しているパスワードを入力します。 

《新しいパスワード》に変更後のパスワードを入力します。 

《新しいパスワードの再入力》に変更後のパスワードを確認のためにもう一度入力します。 

《変更する》をクリックします。 

《クリア》をクリックすると入力したパスワードを画面から消去することができます。 

 

変更が完了すると以下のメッセージが表示されます。 
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パスワードを変更する際は、次の形式で設定するようお願いします。 

「アルファベット」と「数字」を必ず１文字以上使用した、半角の６〜２４文字の文字列で設定するようお願いしま

す。 

また、記号をご使用いただくことも可能ですので、簡単に推測できる言葉を避け、複雑な組み合わせにすること

をおすすめいたします。 

【使用可能な文字】  

・アルファベット A～Z a～z  

・数字 0～9  

・記号 " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` | ~ ! 

・「エンマーク(￥)」は機種により「バックスラッシュ(＼)」で表示されることがあります。 

 

※ＡＤＳＬ回線をご利用の場合、ログインパスワードに一部の記号が使われておりますと、モデム機器の仕様に

より認証に失敗することがあります。ＡＤＳＬ回線をご利用のお客様は、以下の記号はご使用にならないようお

願いいたします。 

 

 ％ ？ ＋ ＠ ＼ 

 

【パスワード変更時の注意点】 

他人が簡単に類推できる言葉（ＩＤ番号、ハンドル名、氏名、会社名、無線のコールサイン、電話番号など）や、Ｓ

ＥＣＲＥＴ、ＰＡＳＳＷＯＲＤなどの安易な言葉は避けてください。それらをアレンジしたパスワードも、できるだけ複

雑な文字の組み合わせにすることをおすすめいたします。 
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3.2. スパムメールをブロックするには 

キーワードなどを指定することにより、受け取りたくないメールを破棄したり、拒否したりすることができます。 

《スパムメールブロック情報設定》メニューをクリックします。 

 

《スパムメールブロック情報設定》画面が表示されます。 

《新規作成》をクリックします。 

 

 

キーワードを入力し、条件等を選択したら「設定」を押します。 

※条件を削除する場合、チェックボックスを選択し、[削除]ボタンを押下して下さい。 

      ・「対象」で「新規ヘッダー※」が指定された時はヘッダー名を入力します。 

      ※「差出人／Cc／題名／Received／メール容量」以外のヘッダーを指します。 
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・以下の項目を設定します 

優先順位             ２件以上設定する場合、この設定の優先順位を指定します。 

対象  （新規ヘッダー／差出人／宛先／Cc／題名／Received／メール容量）を指定し

ます。 

新規ヘッダー  対象に新規ヘッダーが指定された時、入力します。 

キーワード／値  対象で指定した部分に含まれるキーワードを入力します。（半角 64 文字まで）ま

たは、メール容量を指定します。 

条件   （の文字を含む／の文字を含まない／空の場合）を指定します。 

ワイルドカードを有効にする チェックをつけるとキーワード中の＊？が有効になります。 

ワイルドカードの機能は次の通りです。 

「*」は任意の長さの任意の文字を、「?」は任意の 1 文字を意味します。 

例）「*spam*」：spam を含む任意の文字列 

「spam????」：spam で始まる 8 文字の文字列 

 

大文字小文字の区別をする  

動作   （受信する／拒否する／迷惑フォルダに入れる）を指定します。 

※《Spam》フォルダに振り分けられたメールは、メールソフトで受信を行いません。 

※スパムメールとして《Spam》フォルダに振り分けられたメールの保存期間は10日間となります。10日以降は古 

いものから自動的に削除されます。 

適用    （適用する／適用しない）を指定します。 

《ワイルドカードにチェック有効にする》にチェックをつけると、設定した文字列が「対象」に一部でも含まれていれ

ば、条件にあったと判断されます。 

《キーワード／値》に半角カナは指定できません。 

値で指定できるメール容量は１バイトから１０４８５７６００バイト（１００メガバイト）までです。 

《条件》が「空の場合」は《対象》のヘッダーが存在しないか、ヘッダーが存在しても値が無い場合にヒットします。 

《条件》が「空の場合」は、《キーワード／値》に設定した内容は無視されます。 
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《設定》をクリックします。 

 

条件が設定されます。 

必要があれば他にも条件を設定し、以下の条件を指定します。 

 指定する項目 

（受信する／拒否する／Spamフォルダ） 設定した条件に当てはまるメールを受信するか破棄するか Spamフォ

ルダに振り分けるかを選択します。 

（使用しない／使用する） 設定した条件を使用するかしないかを選択します。 

《上記の条件設定を適用する》をクリックします。 

 

確認のための画面が表示されます。 

《設定》をクリックします。 
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設定が完了しました。 

 

・キーワード検索 

設定された内容をキーワードで検索することができます。《キーワード検索》の前のボックスに検索したいキー 

ワードを入力し、《キーワード検索》を押します。 

 

 

・ スパムメールブロック設定の削除 

①一覧の中から削除したい設定のチェックボックスにチェック（レ）を入れて《削除》を押します。 

 

②《削除》ボタンを押すと設定が削除されます。 
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3.3. メールを転送するには 

自分の他のメールアドレスに転送することができます。 

《メール転送情報設定》をクリックします。 

 

以下の項目を指定します。 

 指定する項目 

転送設定   （転送しない／転送する）を指定します。 

転送後のメール   （残さない／残す）を指定します。 

転送先メールアドレス           転送先のメールアドレスを入力します。1 行に 1 アドレスずつ入力しま

す。 

 

《設定する》をクリックします 

 

設定が完了しました。 
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3.4. 迷惑メールフィルターの設定をするには(迷惑メールフィルター情報設定) ※有料オプション 

迷惑メールフィルターで自動判別された場合の動作および自動判別の対象から除外するメールアドレスを指定

することができます（最大 100 件まで）。 

《迷惑メールフィルター情報設定》をクリックします。 

 

 

１） 迷惑メール判定後の操作を選択できます。 

・Spam フォルダに保存する 

   メールボックス内の Spam フォルダに保存（メールソフトで受信を行いません） 

   ※メールボックスの容量には Spam フォルダのメールも含まれます。 

  ・件名に[SPAM]を追加して受信フォルダに保存する 

   メールの件名部分に[SPAM]と追加し受信箱に保存（メールソフトでの受信が行われます） 

 

２）迷惑メールフィルター除外アドレス 

  迷惑メールフィルターによるフィルタリングを行いたくないアドレスを指定します（最大 100 件まで）。 

上記設定後《設定する》をクリックすると下記画面が表示されます。 

なお、Spam フォルダに保存されたメールは 10 日間で自動削除されます。 

 

※自動転送設定を行っている場合、迷惑メールは自動転送の対象となりませんのでご注意ください。 

 

・Spam フォルダに保存している場合 

 [Spam]フォルダに振り分けられ、メールは転送されません。 

・件名に[SPAM]を追加して受信フォルダに保存している場合  

 受信フォルダに迷惑メールは保存されますが、転送先へは転送されません。 

    ・Spam フォルダの容量について 

     メールボックス容量には、《Spam》フォルダのメールも含まれます。 
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3.5. 自動応答設定をするには 

不在時などに自動的に返信をすることができます。 

《自動応答情報設定》をクリックします。 

 

以下の項目を指定します。 

 指定する項目 

自動応答設定 （返信しない／返信する／引用返信する／ 

同一送信者に１回返信する）を指定します。 

通知文書設定  返信時に送信する文書を入力します。 

※自動応答設定の期間指定はできません。 

《同一送信者に１回返信する》を指定すると、送信者に対して、設定を有効にしてから受信した最初のメールに

のみ返信します。同一の相手から複数のメールを受取った場合でも返信するのは１回だけになります。 

《設定する》をクリックします 

 

設定が完了しました。 
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3.6. メールボックス容量の閾値の設定をするには 

《メールボックス容量閾値設定》をクリックします。 

-使用容量の警告閾値

メールボックスの容量が設定した閾値に達した場合、利用者、管理者それぞれに 1 日 1 回警告メールを

送信します。 

閾値は以下の 8 パターンよりお選びいただくことができます。 

閾値を変更したい場合は設定したい閾値を選択後、《変更する》をクリックします。 

変更が完了しました。 

閾値：60%、65%、70%、75%、80%、85％、90%、95% から選択 
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3.7. 迷惑メールレポートを設定するには 

迷惑メールレポートは、SPAM フォルダにメールが保存されている場合に、そのメール一覧情報をメールで定期的

に通知する機能です。 

尚、迷惑レポートのメールは、自動転送することはできません。

《迷惑メールレポート設定》をクリックします。 

以下の項目を指定します。 

指定する項目 

迷惑メールレポート （使用する／使用しない）を指定します。 

《変更する》をクリックします。 

設定が完了します。 

レポートは、送信者・件名・受信日時の情報を最大 20 件メールにて通知します。

週一回、火曜日にレポートを作成し送信します。 

[レポート例]

このメールはシステムより自動送信されています。 

YYYY/MM/DD hh:mm 現在、スパムフォルダに以下のメールが存在しています。 

なお、最大 20件のメール情報を以下に記載しています。ここに載っていないメールに 

ついてはウェブメールで確認してください。 

SPAMフォルダ内のメール件数：XXXXX件 

送信者、件名、受信日時(JST) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

山田太郎<taro@example.com>,ほげほげ,2007/11/20 12:13:34 

鈴木次郎<jiro@example.co.jp>,なしなし,2007/11/20 12:13:34 
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3.8. 設定を終える 

設定が終わったら、《戻る》をクリックします。 
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4 エラーメッセージ

4.1 ログイン系

メール詳細設定使用中に主に表示されるログイン関係の警告メッセージの説明及び対処方法です。

メッセージ 説明及び対処方法 

タイムアウトしました。もう一度ログインして下

さい。 

ログイン後 30 分以上操作を行わなかったためタイムアウトが起こっ

たことを知らせるメッセージです。再度ログインを行って下さい。 

ユーザ ID 又はパスワードが違っています。 正しいユーザ ID 又はパスワードを入力して再度ログインを行って下

さい。正しいパスワードを入力したのにエラーが表示される場合は、

小文字と大文字の区別が正しく行われているか確認して下さい。 

ボタンの重複押下、または割込みが行われ

ました。 

ボタンの重複押下やブラウザの戻るボタンを使用した際に表示され

ます。OK を押して操作を行ってください。 


