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■はじめに
このたびは那賀川上流ケーブルテレビインターネットサービスにご加入いただき、誠にありがとうございます。
本サービスのご利用にあたり、パソコンとケーブルテレビ回線の接続、およびパソコン上のソフトウェア設定等の作業
が必要となりますが、本書にて代表的な設定例を記載しておりますので、ご参考にして頂けますようお願い致します。
なお本書のおいては、那賀川上流ケーブルテレビより送付致します「登録完了のお知らせ」を基に解説致します。
■本書をご利用になる上での注意事項
・本書で解説している画面例はパソコンの OS（オペレーションソフト）及び一般ソフトのバージョンやお客さまのコンピ
ュータの構成等によって異なることがあります。
従いまして、お客さまの設定時に全く同じ画面が出てこない場合もございますので、予めご了承をお願い致します。
またその場合は、同じ内容の設定画面で同様の設定をして下さいますようお願い致します。
・これらの設定は一例であり動作を保証するものではありません。お客さまの環境により設定内容が異なる場合がありま
すので、ご確認の上ご利用ください。
・この設定例に従って設定を行った場合に、既に設定済のインターネット利用設定は変更されます。
変更前の接続設定や、ダイヤルアップ接続との共存利用などには対応していません。
その場合は、お手持ちのソフトのマニュアルをご参照ください。
・那賀川上流ケーブルテレビでは本解説書に含まれる全ての情報に対して一切の責務を負いません。
また、お客さまが本書の設定例に含まれる情報に起因して被ったいかなる損害に対しても一切の責任は負いません。
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■本書に従って、設定頂く時の注意点
[登録完了のお知らせ]の表記からガイドブックでは次の表現とさせていただいております。
([登録完了のお知らせ]抜粋)
(本ガイドブックでの表記)
(*1).メールアドレス
・・・[電子メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
(*2).メールアカウント
・・・[電子メール]の[メールアカウント]を半角英数小文字で入力
(*3).メールパスワード
・・・[電子メール]の[パスワード]を半角英数小文字で入力
(*4).受信メールサーバ(POP3)
・・・[電子メール]の[受信メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力
(*5).送信メールサーバ(SMTP)
・・・[電子メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力

１

１．インターネットに接続する前に
ケーブルテレビインターネットをご利用する際には、｢お客さまのパソコン｣と｢告知放送受信端末｣を接続する必要があります。
この作業は、お客さまのパソコン上にインストールされているインターネット関連のソフトの設定をする前に必ず行ってくださ
い。ここでは告知放送受信端末と 1 台のパソコンを接続する場合について説明します。

〇必要な機器
①パソコン（デスクトップ型またはノート型）
②LAN ボードもしくは LAN カード等の LAN インタフェース（LAN インターフェイスが無い場合に必要）
③LAN ボードもしくは LAN カードのドライバ（フロッピーディスク、CD-ROM などに収納されています。
）
④LAN ケーブル（８芯のストレートケーブル）
⑤告知放送受信端末

【構成図】
各機器を、以下のように接続してください。
但し、図はあくまでも一例であり、お客さまの環境によって構成が異なることがあります。
①デスクトップ型パソコン

③LAN ボードのドライバ

CATV 回線網

②LAN ボード

④LAN ケーブル

⑤告知放送受信端末

【ＯＳ（オペレーションシステム）での設定】
ケーブルインターネットのご利用にあたって、お客さまのパソコンのネットワーク設定を確認・変更する必要が
あります。
詳細は、「付録Ａ．ＯＳのネットワーク設定」を参照してください。

☆リセットの手順
・

告知放送受信端末の多機能ボタン(黄色ﾎﾞﾀﾝ)を１５秒以上押し続けます。

・ ”ブツ”と音がしたら、指を離します。
・ ランプが一度消灯したあとに点滅を繰り返します。
・ １分程度で電源ランプと状態ランプが点灯しリセットが終了します。
リセット後もランプ状態が異常の場合は告知放送受信端末の不具合などが考えられますのでケーブルテレビ
までご連絡ください。

２

２．Internet Explorer 接続ウィザード Ver.5,6 の設定例

(画面例：Windows98)

対象 OS：Windows 98 / ME / 2000
この操作をしていただくと、
・インターネット上のホームページの閲覧
・メールの送受信
が可能になります。
「スタート」→「設定(S)」→「コントロールパネル(C)」をクリックし、
「インターネットオプション」をダブルクリックして下さい

①.インターネットのプロパティ

１.「接続」タブをクリック
２.「セットアップ(U)」をクリック(*Ver.5 の
場合は「接続(U)」)

②.インターネット接続ウィザードにようこそ

⑤.インターネット メール アカウントの設定

⑨.電子メール サーバー名

１.インターネットメールアカウントの設定を
行う場合は「はい(Y)」を選択「次へ(N)」をク
リック→⑥の画面へ

１.「受信メールサーバーの種類(S)」
は
「POP3」
を選択
２.「受信メール(POP3、IMAP または HTTP)
サーバー(I)」に[電子メール]の[受信メールサー
バ(POP3)]を半角英数小文字で入力
３.「送信メール(SMTP)サーバー(O)」に[電子
メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英
数小文字で入力
４.「次へ(N)」をクリック

設定を行わない場合は「いいえ(O)」を選択し
て「次へ(N)」をクリック→⑪の画面へ

⑥.インターネット メール アカウント
＊初めてインターネットメールアカウントの設定を
行う場合には、この画面は表示されません

⑩.インターネット メール ログオン

１.「インターネット接続を手動で設定するか、
ローカルエリアネットワーク(LAN)を使って
接続します(M)」を選択
２.「次へ(N)」をクリック

③.インターネット接続の設定

１.「新しいインターネットメールアカウント
を作成する(C)」を選択
２.「次へ(N)」をクリック

⑦.名前

１.「アカウント名(A)」に[電子メール]の[メー
ルアカウント]を半角英数小文字で入力
２.「パスワード(P)」に[電子メール]の[パスワ
ード]を半角英数小文字で入力し、メール受信
の度にパスワードの入力を省略したい場合は
「パスワードを保存する(W)」にチェックする
* パスワードを入力しても画面では、
「********」と表示されますので、入力に十分
ご注意ください
３.「次へ(N)」をクリック

⑪.インターネット接続ウィザード
１.「ローカルエリアネットワーク(LAN)を使
ってインターネットに接続します(L)」を選択
２.「次へ(N)」をクリック

④.ローカル エリア ネットワークのインタ
ーネット構成

１.「表示名(D)」に[お客さまの名前]などを入
力する
＊この名前はメール送信先に表示されますの
で、本名などを入力される場合はご注意くだ
さい
２.「次へ(N)」をクリック

⑧.インターネット電子メールアドレス
１.「今すぐインターネットに接続するにはこ
こを選択し、[完了]をクリックしてください
(T)」をチェック
２ . 「完了」をクリックすると Internet
Explorer が起動します。
１.「プロキシサーバーの手動設定(M)」のチェ
ックを外す
２.「次へ(N)」をクリック
１.「電子メールアドレス(E)」に[電子メール]
の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力す
る
２.「次へ(N)」をクリック
＊正しく入力されていないと、送信メールが相
手から返信されてきませんので、ご注意くださ
い

これで、Internet Explorer の設定は完了です。
なお、このウィザードで⑥のインターネットメ
ールアカウントの設定を行わなかった場合は、
後で OutlookExpress の設定例を参考にイン
ターネットメールアカウントの設定を行って
ください。

以上で設定終了です。
３

３．Outlook Express Ver5,6 の設定例

(画面例：Windows XP)

対象 OS：Windows XP / 98 / ME / 2000
この操作をしていただくと、
・メールの送受信
が可能になります。

新規設定を行う場合(メール)
①.初期画面

サーバー(I)｣に[電子メール]の[受信メールサ
ーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力
３.｢送信メール(SMTP)サーバー(O)｣に[電子
メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英
数小文字で入力
４.｢次へ(N)｣をクリック⑥.インターネット メ

したいアカウントを選択し｢プロパティ｣をクリック

①.全般

ール ログオン

１.Outlook Express を起動した画面から、｢ツー
ル(T)｣→｢アカウント(A)｣を選択

②.インターネットアカウント

１.｢追加(A)｣→｢メール(M)｣を選択

③.名前

１.｢アカウント名(A)｣に[電子メール]の[メール
アカウント]を半角英数小文字で入力
２.｢パスワード(P)｣に[電子メール]の[パスワー
ド]を半角英数小文字で入力し、｢パスワードを保
存する(W)｣にチェックを入れる
３.｢次へ(N)｣をクリック

⑦.設定完了

１.｢メールアカウント｣に[ネットウェーブ四国]な
どを入力
２.｢名前(N)｣に[お客さまの名前]などを入力
*この名前はメールの送信先に表示されますの
で本名などをご記入される場合はご注意くださ
い。
３.｢電子メール アドレス(M)｣に[電子メール]の
[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていませんと送信メールが相手
から返信されませんのでご注意ください。

②.サーバー

１.｢表示名(D)｣に[お客さまの名前]などを入力
２.｢次へ(N)｣をクリック
*この名前はメールの送信先に表示されますの
で本名などをご記入される場合はご注意くださ
い。

１.｢完了｣をクリック
メールの設定は完了です。続いて「設定の修正・
変更・確認を行う場合」の画面①へ

④.インターネット 電子メールアドレス

ニュースの設定を行う場合

１.｢電子メールアドレス(E)｣に[電子メール]の
[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていませんと送信メールが相手
から返信されませんのでご注意ください。
*Ver.5 をご利用の場合「既存の電子メールアドレ
スを使用する(A)」にチェックを入れる。
２. ｢次へ(N)｣をクリック

*ニュースを利用されない方、ご不明な方は特に
設定をする必要はありません。
１.画面②から｢追加(A)｣→｢ニュース(N)｣を選択
する
２.名前の画面が表示、｢表示名(D)｣に[お客さま
の名前]などを入力し、｢次へ(N)｣をクリック
３.インターネットニュースの電子メールアドレス
の画面が表示、｢電子メールアドレス(E)｣に[電子
メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字
で入力し、｢次へ(N)｣をクリック

⑧.インターネット ニュース サーバー名

１.｢サーバー｣(タブ)をクリック
２.｢受信メール(POP3)(I)｣に[電子メール]の[受
信メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入
力、｢送信メール(SMTP)(U)｣に[電子メール]の
[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で
入力
３.｢アカウント名(C)｣に[電子メール]の[メールア
カウント]を半角英数小文字で入力
４.｢パスワード(P)｣に[電子メール]の[パスワー
ド]を半角英数小文字で入力し、｢パスワードを保
存する(W)｣にチェックを入れる

③.接続

⑤.電子メール サーバー名

１ . ｢ 受信メ ー ル サ ー バ ー の 種類(S) ｣ に
｢POP3｣を選択
２.｢受信メール(POP3,IMAP または HTTP)

１.｢ニュース(NNTP)サーバー(W)｣に当社ニュ
ースサーバー名[news.stnet.ad.jp]と半角英小文
字で入力
２.｢次へ(N)｣をクリック
設定完了の画面が表示、｢完了｣をクリック
以上でニュースの設定は終了です。

１.｢接続｣(タブ)をクリック
２.｢このアカウントには次の接続を使用する
(U)｣にチェック
３.｢ローカルエリアネットワーク(LAN)｣を選択

設定の修正・変更・確認を行う場合
「新規設定を行う場合」の画面①と同様の操作を
し画面②より｢メール｣をクリック、変更、修正、確認
４

④.詳細設定

１.｢詳細設定｣(タブ)をクリック
２.｢サーバーにメッセージのコピーを置く(L)｣
のチェックを外す
３.｢OK｣をクリック

以上で設定の修正・変更・確認
は終了です。

５

４．Netscape Ver.6,7 の設定例

(画面例：Windows XP)

対象 OS：Windows XP / 98 / ME / 2000
この操作をしていただくと、
・インターネット上のホームページの閲覧
・メールの送受信
が可能になります。

新規設定を行う場合

④.サーバ情報

⑦.完了しました！

１.使用する受信サーバーのタイプに「POP」
をチェック
２.「受信サーバ：」に[電子メール]の[受信メ
ールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力
３.「送信サーバ：」に[電子メール]の[送信メ
ールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力
４.「次へ」をクリック

１.画面①〜⑥までで設定いただいた内容が表
示されます。誤りがある場合は「戻る」のボタ
ンをクリックし、設定を変更してください。
２.「完了」をクリック

①.Mail の起動

１.「スタート」→「すべてのプログラム(P)」
→「Netscape 7.0」→「Mail & Newsgroups」
を選択後、
「新しいアカウントを作成」を選択

②.新規アカウントの設定

⑧. Mail & Newsgroups アカウントの設定

⑤.ユーザ名

１.「編集(E)」→「Mail & Newsgroups
アカウントの設定(M)」を選択

１.「電子メール アカウント」にチェック
２.「次へ」をクリック

⑨.送信サーバ(SMTP)

③.個人情報
１.「ユーザ名：」に[電子メール]の[メールア
カウント]を半角英数小文字で入力

⑥.アカウント名

１.「送信サーバ(SMTP)」をクリック

１.「名前：」に[お客さまの名前]などを入力
*この名前はメールの送信先に表示されますの
で本名など記入される場合はご注意ください。
２.「電子メールアドレス：」に[電子メール]
の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていませんと、送信のメール
が相手から返信されませんのでご注意くださ
い。
３.「次へ」をクリック

１.「アカウント名：」に[電子メール]の[メー
ルアドレス]を半角英数小文字で入力
２.「次へ」をクリック

６

⑩.送信サーバ(SMTP)の設定

１.「サーバ名：」に[電子メール]の[送信メー
ルサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力
２.「ポート：」に「25」が入力されているこ
とを確認
３.「名前とパスワードを使用する」のチェッ
クを外す
４.「保護付きの接続の(SSL)を使用：」で「し
ない」にチェック
５.「OK」をクリック

以上で設定終了です。

７

５．Microsoft Outlook 2002 の設定例

(画面例：Windows XP)

対象 OS：Windows XP / 98 / ME / 2000
この操作をしていただくと、
・メールの送受信
が可能になります。

新規設定を行う場合
「スタート」→「プログラム」(Windows XP
の場合は「すべてのプログラム(P) 」) →
「Microsoft Outlook」を選択してください。

①.Outlook 2002 スタートアップ

３.「ログオン情報」の「ユーザー名(U):」に[電
子メール]の[メールアカウント]を、[パスワー
ド(P):]に[メール]の[パスワード]を半角英数小
文字で入力、
「パスワードを保存する(R)」にチ
ェック
４.「セキュリティで保護された…」のチェッ
クを外す
５.「次へ(N)」をクリック

⑥.セットアップの完了

１.「次へ(N)」をクリック

②.メールアップグレードオプション
１.「完了」をクリック
以上で設定終了です。

設定の修正・変更・確認を行う場合
１.「アップグレードしない(D)」にチェックを
入れる
２.「次へ(N)」をクリック

「スタート」→「プログラム」(Windows XP
の場合は「すべてのプログラム(P) 」) →
「Microsoft Outlook」を選択してください。

①.電子メール アカウント(A)

③.電子メール アカウント

④.インターネット電子メール設定(POP3)

１.「ユーザー情報」の「名前(Y):」に[お客さ
まの名前]などを入力、
「電子メールアドレス
(E):」に[電子メール]の[メールアドレス]を半角
英数小文字で入力
２.「サーバー情報」の「受信メールサーバー
(POP3)(I):」に[電子メール]の[受信メールサー
バ(POP3)]を
「送信メールサーバー(SMTP)(O):」
に[電子メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]半
角英数小文字で入力
３.「ログオン情報」の「ユーザー名(U):」に[電
子メール]の[メールアカウント]を、[パスワー
ド(P):]に[電子メール]の[パスワード]を半角英
数小文字で入力、
「パスワードを保存する(R)」
にチェック
４.「セキュリティで保護された…」のチェッ
クを外す
５.「詳細設定(M)」のボタンをクリック→⑤の
画面へ
６.「アカウントの設定テスト(T)」をクリック
→⑧の画面へ
７.「次へ(N)」をクリック→⑨の画面へ

⑤.送信サーバー

１.「はい(Y)」をクリック
２.「次へ(N)」をクリック

１.「ツール(T)」→「電子メールアカウント(A)」
を選択する

②.電子メールのアカウント

④.サーバーの種類
１.「送信サーバー」(タブ)をクリック
２.「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」
のチェックを外す

１.「POP3(P)」にチェック
２.「次へ(N)」をクリック

⑤.インターネット電子メール設定(POP3)

１.「ユーザー情報」の「名前(Y):」に[お客さ
まの名前]などを入力、
「電子メールアドレス
(E):」に[電子メール]の[メールアドレス]を半角
英数小文字で入力
２.「サーバー情報」の「受信メールサーバー
(POP3)(I):」に[電子メール]の[受信メールサー
バ(POP3)]を
「送信メールサーバー(SMTP)(O):」
に[電子メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を
半角英数小文字で入力

１.「電子メール」の項目で「既存の電子メー
ルアカウントの表示と変更(V)」にチェックを
入れる
２.「次へ(N)」をクリック

⑥.接続

③.電子メールアカウントの選択

１.変更、確認したいアカウント設定を選択
２.「変更(C)」をクリック

１.「接続」(タブ)をクリック
２.「ローカルエリアネットワーク(LAN)を使
用する(L)」にチェックを入れる

８

⑦.詳細設定

１.「詳細設定」(タブ)をクリック
２.「サーバーにメッセージのコピーを置く
(L)」のチェックを外す→画面④の項目６へ

⑧.テストアカウントの設定

１.電子メールの送受信が正常にできるかどう
か確認します。ここでエラーが出力された場合、
再度設定を確認
２.「閉じる(C)」をクリック→画面④の項目７
へ

⑨.設定の完了

１.「完了」をクリック

以上で設定の修正・変更・確認は終了
です。

９

６．Mac OS インターネット接続アシスタント Ver8.5〜 の設定例

(画面例：Mac OS 9)

対象 OS：MacOS Ver8.5 以降
この操作をしていただくと、
・インターネット上のホームページの閲覧
・メールの送受信
が可能になります。
・｢ハードディスク｣→｢インターネット｣→｢イ
ンターネット接続アシスタント｣を起動

⑤.IP アドレス

①.インターネットアクセス１

⑨.ニュースグループホストコンピュータ
＊ニュースをご利用されない方、ご不明な方は
特に設定する必要はありません。

１.｢IP アドレスの取得｣に｢いいえ｣を選択
１.｢インターネットに接続しますか？｣に「は
い」を選択

⑥.ドメインネームサーバー

②.インターネットアクセス２

１.｢ニュース(NNTP)サーバ｣にニュースを購
読される場合[news.stnet.ad.jp]と半角英小文
字で入力

⑩.プロキシサーバの設定

１.｢DNS アドレス｣に何も入力しない(空白)
２.｢ドメインネーム｣に何も入力しない(空白)
１.｢インターネットのアカウントをすでにお
持ちですか？｣に「はい」を選択

⑦.電子メールアドレスおよびパスワード
１.｢プロキシサーバ｣に｢いいえ｣を選択

③.はじめに
⑪.まとめ

１.設定を行うにあたり、必要な情報を掲載し
ております。ご確認のうえ｢右矢印｣をクリック
*次のページに進む場合｢右矢印｣、前のページ
に戻る場合｢左矢印｣をクリックします。

１.｢電子メールアドレス｣に[電子メール]の[メ
ールアドレス]を半角英数小文字で入力
２.｢パスワード｣に[電子メール]の[パスワー
ド]を半角英数小文字で入力

⑧.電子メールアカウントおよびホストコン
ピュータ

④.設定の名前と接続タイプの設定

１.｢設定の名前｣の項目に[ネットウェーブ四
国]などと入力
２.｢インターネットの接続方法｣に｢ネットワ
ーク｣を選択

１.これで設定は終了ですが、念のため設定内
容を確認するために、｢詳細を表示｣をクリック
する

⑫.まとめ

１.｢POP アカウント｣に[電子メール]の[メー
ルアドレス]を半角英数小文字で入力
２.｢SMTP サーバ｣に[電子メール]の[送信メー
ルサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力

１.画面を確認いただき、修正箇所があるよう
であれば元に戻り内容を修正、正しいことを確
認できれば、
「設定する」をクリック

以上で設定終了です。

１０

７．Mac OS Outlook Express Ver.5 の設定例 (画面例：Mac OS 9)
対象 OS：MacOS Ver8.5 以降
この操作をしていただくと、
・メールの送受信
が可能になります。

新規設定を行う場合(メール)

・Outlook Express を起動する

⑤.インターネット電子メールアドレス

①.Outlook Express 設定アシスタント

１.Outlook Express を初めて起動すると
｢Outlook Express 設定アシスタント｣が表示
されますが、この設定を使用せずに設定を行い
ます。左上のクローズボタンをクリックし、設
定を終了

１.｢すでに持っている電子メールアドレスを
使う｣にチェックを入れる
２.｢電子メールアドレス｣に[電子メール]の[メ
ールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていませんと、送信メールが
相手から返信されませんのでご注意ください。

⑥.電子メールサーバー名

⑧.おめでとうございます！
１.｢アカウント名｣に[ネットウェーブ四国]な
どの名前を入力
２.｢このアカウントを･･･｣にチェックを入れ
る
３.｢完了｣をクリック

⑨.アカウント設定確認 1

②.初期設定

１.Outlook Express を起動した画面から｢ツ
ール｣→｢アカウント｣を選択

③.アカウント

１.｢電子メールサーバーの種類｣に｢POP｣を
選択
２.｢受信メール(POP,IMAP)サーバー｣に[電
子メール]の[受信メールサーバ(POP3)]を半角
英数小文字で入力
３.｢送信メール(SMTP)サーバー｣に[電子メ
ール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数
小文字で入力

１.画面②,③と同様の操作で｢ツール｣→｢アカ
ウント｣を選択し、｢メール｣(タブ)→作成した
アカウントを選択後、｢編集｣をクリック

⑩.アカウントの設定確認 2

⑦.インターネットメールログオン

(1). ｢メール｣(タブ)→｢新規｣をクリック

④.あなたの名前

１.｢アカウント ID｣に[電子メール]の[メール
アカウント]を半角英数小文字で入力
２.｢パスワード｣に[電子メール]の[パスワー
ド]を半角英数小文字で入力し、｢パスワードを
保存する｣にチェックを入れる
１.｢アカウント設定アシスタント｣がスタート
｢表示名｣に[お客さまの名前]などを入力
*この名前はメール送信先に表示されますので、
本名などを入力される場合は、ご注意ください。
２.次のページに進む場合、右下の｢右矢印｣を
クリック。前のページに戻る場合右下の｢左矢
印｣をクリック。以下ページでは、画面の操作
説明は省略します。

以下の設定が正しくできているか確認
１.｢アカウント名｣に画面⑧の項目１で入力
された名前が入力されているか、｢このアカウ
ント…｣にチェックされているか確認
２.名前に[お客さまの名前]等が入力されてい
るか確認
*この名前はメール送信先に表示されますので、
本名などを入力される場合は、ご注意ください。
｢メールアドレス｣に[電子メール]の[メールア
ドレス]が半角英数小文字で入力されているか
確認
３.｢アカウント ID｣に[電子メール]の[メール
アカウント]が半角英数小文字で入力、
「POP
サーバー」に[電子メール]の[受信メールサーバ
(POP3)]が半角英数小文字で入力されているか
確認
１１

４.｢パスワードの保存｣に[電子メール]の[パス
ワード]を半角英数小文字で入力されて、チェ
ックが入っているか確認
５.「メールの送信」の｢SMTP サーバー｣に[送
信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入
力する
６.｢OK｣をクリック

ニュースの設定を行う場合

*ニュースを利用されない方、ご不明な方は設
定する必要はありません

⑪.ニュースの設定

ニュースの設定を行わない場合、以
上で設定終了です。

１.｢ニュース｣(タブ)を選択し｢新規｣をクリッ
ク

⑫.インターネットニュースアカウント

１.｢アカウント名｣にアカウントの設定時に作
成された名前を選択

⑬.インターネット ニュースサーバー名

１ . ｢ ニ ュ ー ス (NNTP) サ ー バ ー ｣ に
[news.stnet.ad.jp]と半角英小文字で入力

⑭.おめでとうございます！

１.｢アカウント名｣に[ネットウェーブ四国]な
ど名前を入力
２.｢完了｣をクリック

以上で設定終了です。

１２

８．Mac OS Netscape Communicator Ver4.5 の設定例 (画面例：Mac OS 9)
お客さまご使用のソフトのバージョンによって画面の異なる場合があります。設定例は Mac OS Netscape Communicator Ver4.5 です。
対象 OS：MacOS Ver8.5 以降
この操作をしていただくと、
・インターネット上のホームページの閲覧
・メールの送受信
が可能になります。

新規設定を行う場合(メール)

⑤.送信メールの設定

⑨.Netscape インポート

１.｢メール送信(SMTP)サーバ｣に[電子メー
ル]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小
文字で入力
２.｢次へ｣をクリック

１.｢Netscape インポート｣を使用する場合チ
ェック
２.｢次へ｣をクリック

①.新しいプロファイルの作成
・初めてコミュニケータを起動すると｢新しい
プロファイルのセットアップ｣ウィンドウが表
示される

⑩.セットアップ完了
１.｢次へ｣をクリック

⑥.受信メールの設定

②.お客様の情報

１.｢完了｣をクリック
１.｢名前｣に[お客さまの名前]などを入力
*この名前はメール送信先に表示されますので、
本名などを入力される場合はご注意ください。
２.｢電子メールアドレス｣に[電子メール]の[メ
ールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていませんと、送信メールが
相手から返信されませんのでご注意ください。
３.｢次へ｣をクリック

１.｢メールサーバのユーザ名｣に[電子メール]
の[メールアカウント]を半角英数小文字で入力
２.｢受信メールサーバ｣に[電子メール]の[受信
メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力、
｢メールサーバの種類｣に｢POP｣を選択
３.｢次へ｣を選択

以上で設定終了です。

設定の修正・変更・確認を行う場合
①.初期画面

⑦.ニュース 設定

*ニュースを利用されない方、ご不明な方は設
定する必要はありません

③.プロファイル名

１.ネットスケープコミュニケータを起動した
画面から｢編集｣→｢設定｣を選択

②.個人情報
１.｢プロファイル名｣に[ネットウェーブ四国]
などと入力
２.｢次へ｣をクリック

１.｢ニュース(NNTP)サーバ｣に[news.stnet.
ad.jp] と半角英数小文字で入力、｢ポート｣が
｢119｣になっていることを確認
２. ｢次へ｣ をクリック

④.プロファイル フォルダ

⑧.ショートカットアイコン

１.｢次へ｣をクリック

１.ショートカットのアイコンを表示したい場
合はチェックを、任意で設定する
２.｢次へ｣をクリック

１.｢カテゴリ｣の項目から｢メールとニュース
１３
グループ｣ →｢個人情報｣を選択
２.｢名前｣に[お客さまの名前]等を記入
*この名前はメール送信先に表示されますので、
本名などを入力される場合はご注意ください。
３.｢電子メールアドレス｣に[電子メール]の[メ
ールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていませんと、送信メールが
相手から返信されませんのでご注意ください。

１３

③.メールサーバ

⑥.ニュースサーバー

１.｢カテゴリ｣の項目から｢メールとニュース
グループ｣→｢メールサーバ｣を選択
２.｢送信メールサーバー｣の｢メール送信
(SMTP)サーバー｣に[電子メール]の[送信メー
ルサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力。｢メ
ールサーバのユーザ名｣に[電子メール]の[メー
ルアカウント]を半角英数小文字で入力
３.｢メッセージ送信の際･･｣には｢しない｣をチ
ェック
４.｢受信メールサーバ｣に[電子メール]の[受信
メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力、
されていることを確認し｢編集｣をクリック

１.｢カテゴリ｣の項目から｢メールとニュース
グループ｣→｢ニュースサーバ｣を選択
２.｢追加｣を選択、画面⑦が表示
３.中央のテキストエリアに画面⑦の項目１
で設定されたニュースサーバアドレス が表示
４.｢OK｣をクリック

⑦.ニュースサーバを追加

④.ニュースグループサーバ情報
１ . ｢ ホスト｣ にニュースサーバアドレス
[news.stnet.or.jp]を半角英数小文字で入力
２.｢OK｣をクリックし、画面⑥の項目３へ戻
る
以上で設定の修正・変更・確認は終了です。

⑧.電子メールのパスワード

*電子メールを受信する際にパスワードの入力
が必要になります。

１.｢サーバ名｣に[電子メール]の[受信メールサ
ーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力
２.｢サーバの種類｣に｢POP｣が選択されてい
ることを確認
３.｢ユーザ名｣に[電子メール]の[メールアカウ
ント]を半角英数小文字で入力
(*mx□サーバを利用される場合、[○○○○%
mx□.netwave.or.jp]と半角英数小文字で入力)
(*post1 サーバを利用される場合、[○○○○%
post1.netwave.or.jp]と半角英数小文字で入力)
４.「パスワードを保存する」にチェックを入
れる
５.｢POP｣のタブを選択

１.[電子メール]の[メールパスワード]を半角
英数小文字で入力
２.｢OK｣のボタンをクリックすれば電子メー
ルの受信ができます。

以上で設定終了です。

⑤.ニュースグループサーバ情報

１.｢サーバにメッセージを残す｣に通常はチェ
ックをしません。他のパソコンでダウンロード
する際などにチェックを入れます
２.｢OK｣をクリック
ニュースを設定されない方はここで設定終了
です。

ニュースの設定を行う場合

*ニュースを利用されない方、ご不明な方は設
定する必要はありません

１４

９．Mac Mail の

設定例

(画面例：Mac OS X)

対象 OS：MacOS Ver8.5 以降
この操作をしていただくと、
・メールの送受信
が可能になります。
【注意事項】Mac Mail 1.1（V481/482）からは、問題なくご利用いただけます。古いバージョンをご利用の場合、このページの設定を行っても
利用いただくことができませんのでバージョンアップをしていただくか、別のメールソフトをご利用ください。

新規設定を行う場合
④.設定完了

④.アカウント情報

①.Mail の起動
１.「Dock」から上記のアイコンを起動

②.Mail の設定

ログイン検証終了後 Mail が起動します。
以上で設定完了です。

設定の修正・変更・確認を行う場合
①.Mail の起動
１.「氏名:」に[お客さまの名前]などを入力
*この名前は送信先に表示されますので、本名
など記入される場合はご注意ください。
２.「メールアドレス:」に[メール]の[メールア
ドレス]を半角英数小文字で入力
３.「受信用メールサーバ:」に[メール]の[受信
メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力、
「メールサーバの種類:」に[POP]を選択、
「ユ
ーザアカウント ID:」に[メール]の[メールアカ
ウント]を、
「パスワード」に[メール]の[パスワ
ード]を半角英数小文字で入力
４.「送信用(SMTP)メールサーバ」に[メール]
の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字
で入力
５.「OK」をクリック

１.「Dock」から上図のアイコンを起動

②.環境設定

１.「アカウント情報」のタブをクリック
２.「メールアドレス:」の項目に[メール]の[メ
ールアドレス]を半角英数小文字で入力、
「氏
名:」に[お客さまの名前]などを入力
３.「ホスト名:」に[メール]の[受信メールサー
バ(POP3)]を、
「ユーザ名:」に[メール]の[メール
アカウント]を、
「パスワード:」に[メール]の[パ
スワード]を半角英数小文字で入力
４.「SMTP ホスト:」に[メール]の[送信メール
サーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力、
「メ
ールを送信するときに認証を使う」のチェック
を外す

⑤.アカウントオプション

１.「Mail」→「環境設定…」を選択

③.ログインの検証
③.Mail 環境設定
１.「アカウントオプション」のタブをクリッ
ク
２.「サーバ上のメッセージをダウンロード後
に削除する」にチェックを入れる
３.ポート番号が「110」になっているか確認
４.「OK」ボタンをクリック

正しく設定が行えているかどうか②の画面の
左下部分で検証します。もしここでエラーが発
生するようであれば、②の画面に戻り、設定項
目をご確認ください。

１.設定を確認・修正いただくアカウントを選
択
２.「編集」をクリック

以上で設定の修正・変更・確認は終了
です。

１５

付録 A．ＯＳのネットワーク設定
ケーブルインターネットのご利用にあたって、ネットワークの設定を行っていただく必要があります。以下の OS をご利用の場合に
ついて設定確認方法を記載していますので、確認してください。
1.Windows XP
2.Windows 98/ME
3.Windows 2000
4.Mac OS ver8.x 〜 9.x
5.Mac OS X
1.Windows XP
①.コントロールパネルの選択

④.ローカルエリアネットワーク

１「
. ローカルエリア接続」のアイコン上で右クリックで選択し、
「プロパティ(P)」を選択
(*LAN カードまたは LAN ボードの装着・設定がされていない場合は表
示されません。LAN カードまたは LAN ボードの装着・設定を行った後
に本設定を行ってください)
１.「スタート」ボタンをクリックし、
「コントロールパネル(C)」

⑤.ローカルエリア接続のプロパティ

をクリック

②.ネットワークとインターネット接続の選択
*クラシック表示で設定されている場合、②,③の画面は表示され
ません。①の画面でコントロールパネルを選択し「ネットワーク
接続」のアイコンをクリックし④の画面へ

１.「この接続は次の項目を使用します(O)」の項目にある「イン
ターネットプロトコル(TCP/IP)」にチェックを入れ、選択する。
その他の項目は全てチェックを外す
２.「プロパティ(R)」のボタンをクリック
１.「ネットワークとインターネット接続」のアイコンをクリッ
ク

⑥.インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ

③.ネットワーク接続の選択

１.「ネットワーク接続」アイコンをクリック

１.「全般」のタブを選択
２.「IP アドレスを自動的に取得する(O)」にチェックが入って

いることを確認
３.「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」にチェ
ックを入れているか確認
４.「OK」をクリック
以上で設定終了です。
１６

2.Windows98/ME
①.ネットワークの画面表示

⑤.IP アドレスの設定

１. Windows を起動した画面から｢スタート｣ボタン→｢設定｣→
｢コントロールパネル｣を選択｢コントロールパネル｣のウィンド
ウが開きますので｢ネットワーク｣のアイコンをダブルクリック

１.｢IP アドレス｣のタブを選択
２.｢IP アドレスを自動的に取得(O)｣にチェックを入れる

⑥.WINS 設定
②.ネットワークの設定

１.｢WINS 設定｣のタブを選択
２.｢WINS の解決をしない(D)｣にチェックを入れる
１.｢現在のネットワーク コンポーネント(N)｣からインストール
されている LAN 環境用の TCP/IP が導入されている場合、(導入
されている LAN インタフェースによって名前は異なります。)
選択し「プロパティ(R)」をクリック→⑤の画面へ
「現在のネットワーク コンポーネント(N)」に TCP/IP が導入さ
れていない場合、
「追加(A)」をクリック→③の画面へ

⑦.ゲートウェイの設定

③.ネットワークコンポーネントの選択

１.「インストールするネットワークコンポーネント」から「プ

ロトコル」を選択
２.「追加(A)」をクリック
④.ネットワークプロトコルの選択

１.「製造元(M)」から「Microsoft」を選択
２.「ネットワークプロトコル」から「TCP/IP」を選択
３.「OK」をクリック、画面②の項目 １ へ戻る

*TCP/IP の導入にあたり、Windows の CD-ROM が必要になる
場合がありますのでご準備ください。

１.｢ゲートウェイ｣のタブを選択
２.｢インストールされているゲートウェイ(I)｣にIPアドレスが入

力されていないことを確認、入力されている場合、｢削除(R)｣ボ
タンをクリック
⑧.DNS の設定

１.｢DNS 設定｣のタブを選択
２.｢DNS を使わない(I)｣にチェック
３.｢OK｣をクリック
１７

⑨.再起動

１.⑤〜⑧の画面までで設定変更が発生した場合、再起動を要求
しますので｢はい(Y)｣をクリック

以上で設定終了です。

3.Windows 2000
①.ネットワークとダイヤルアップ接続

１.Windows を起動した画面から｢スタート｣ボタン→｢設定｣→
｢コントロールパネル｣を選択、｢コントロールパネル｣のウィンド
ウが開きますので｢ネットワークとダイヤルアップ接続｣を選択
し、｢ローカルエリア接続｣のアイコンをダブルクリック

②.ローカルエリア接続 状態

１.｢プロパティ(P)｣をクリック

③.ローカルエリア接続のプロパティ

④.ネットワークコンポーネントの種類の選択

１.「インストールするネットワークコンポーネント…」から「プ
ロトコル」を選択
２.「追加(A)」をクリック

⑤.ネットワークプロトコルの選択

１.「ネットワークプロトコル(P)」から「インターネット プロト
コル(TCP/IP)を選択」
２.「OK」をクリック、画面③の項目１へ戻る
*TCP/IP の導入にあたり、Windows の CD-ROM が必要になる
場合がありますので、ご準備ください。

⑥.インターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパティ

１.｢インターネット プロトコル(TCP/IP)｣が導入されている場
合、チェックを入れ、
「プロパティ(R)」ボタンをクリック→⑥の
画面へ

「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が導入されていない場合
「インストール(I)」ボタンをクリック→④の画面へ

１.｢IP アドレスを自動的に取得する(O)｣にチェック
２.｢DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)｣にチェッ

ク
３.｢OK｣をクリック

以上で設定終了です。
１８

4.Mac OS ver8.x〜9.x
①.TCP/IP

１.｢アップルメニュー｣→｢コントロールパネル｣→｢TCP/IP｣を
選択

5.Mac OS X

①.システム環境設定

１.「アップメニュー」→「システム環境設定…」を選択

(*)下記の操作方法からでも「システム環境設定」を選択するこ
とができます。
１.「Dock」から上図のアイコンを選択

②.ネットワーク

②.TCP/IP の設定

１.｢経由先｣に｢Ethernet｣を選択
２.｢設定方法｣に｢DHCP サーバを参照｣を選択

以上で設定終了です。

③.TCP/IP

１.「場所」に「自動」を選択
２.「表示」に導入されている LAN インターフェース名を選択

(例:「内蔵 Ethernet」など)
３.「TCP/IP」のタブを選択
４.「設定」に「DHCP サーバーを参照」を選択
５.「今すぐ適用」をクリック
*変更が発生しなかった場合、
「今すぐ適用」をクリックできませ
ん。
以上で設定終了です。

１.「ネットワーク」のアイコンを選択

１９

付録 B．よくあるトラブル、困ったときのＱ＆Ａ
(Ⅰ).接続に関するトラブル、困ったときのＱ＆Ａ

リセットの手順は２ページを参照ください。
※

告知放送受信端末にはモデムが内蔵されており、Ｌ
ＡＮケーブル接続口にパソコンやルータなどを接続
すると、接続された機器の固有番号（マックアドレス）
が記憶保持されます。
買い替え等によって接続されている機器が換わっ
た場合は、告知放送受信端末を必ずリセットしてくだ
さい。
（リセットしないとインターネット回線がつな
がりません）
また、２台以上のパソコンでインターネットに接続
される場合は、ブロードバンドルータをご購入いただ
き【告知放送受信端末】→【ルータ】→【パソコン】
の順に接続してください。

（例）Ａ・Ｂの２台のパソコンでブロードバンドルータを介
さずにそれぞれインターネットを行う場合、最初にＡパソ
コンをつなぐとＡのマックアドレスが記憶されるため、そ
の後はＡしか認識されません。Ａを外してＢパソコンをつ
ないでもＢは認識されないためインターネット回線には
つながりません。
告知放送受信端末を再起動すると最初につながった（つ
ながっている）方のパソコンを記憶しますので、仮にＢを
つなぐ（つないでおく）とＢのみが使用できるようになり
ます。
（Ａではつながりません）
このようにパソコンと告知放送受信端末を直接つなぐ
場合は、パソコンを入れ替えるたびにリセットの作業が必
要となります。
ただし、頻繁にリセットを行うと告知放送受信端末の故
障の原因となり修理代をご負担いただくことになります
のでブロードバンドルータのご使用をお勧めします。
１．告知放送受信端末のランプ状態は正常か確認しましょう。
・パソコンと告知放送受信端末を接続して、告知放送受信端末の
ランプが正常に点灯しているか、告知放送受信端末取扱説明書
１５ページにより状態を確認してください。通常は、
「状態」ラ
ンプが「緑」の点滅になります。マニュアル確認後、ランプの
状態が異常な場合、
１. パソコンから告知放送受信端末までの接続ができて
いるか？（ＬＡＮケーブル使用）
２.告知放送受信端末の電源が入っているか？
の２点を確認後、告知放送受信端末のリセットをしてください。

・Windows XP の場合
デスクトップ上にある「スタート」ボタン→「コントロールパネ
ル(C)」→(「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」) (*1)
(*1)クラシック表示の場合「システム」を選択する

「ハードウェア」のタブを選択し、
「デバイスマネージャ(D)」を
選択してください。

「コンピュータ」→｢ネットワーク アダプタ｣→｢Ethernet
Adapter」(LAN カードもしくは LAN ボード)が正常に動作して
いるか確認(アダプタ名はLANカードもしくはLANボードの製
品によって違います)してください。エクスクラメーションマー
ク(！)は表示されていないでしょうか。表示されていなければ
LAN カードもしくは LAN ボードは正常に動作しています。も
しエクスクラメーションマーク(！)が表示されていたら、正しく
認識されていません。LAN カードもしくは LAN ボードのマニ
ュアルを参照のうえ、ドライバを再インストールしてください。
・Windows 98/ME の場合
デスクトップ上にある「マイコンピュータ」のアイコン上で右
クリックし、
「プロパティ」をクリック。

２．複数台のパソコンをルータ、ＨＵＢ(ハブ)などを介して、設
定しようと検討していますができますか？
可能です。
・ご利用いただいている告知放送受信端末に対応したブロード
バンドルータをご準備ください。詳しくは販売店にご相談くだ
さい。
なお、複数台のパソコンを利用する際のルータ、HUB(ハブ)など
の設定については、全ての製品をサポートできかねますので、ご
了承願います。
３．ＬＡＮカードもしくはＬＡＮボードが正常に認識されている
か確認しましょう。
確認方法は OS によって異なります。OS ごとの確認方法は以下
のとおりです。

「システムのプロパティ」画面の「デバイス マネージャ」タブ
を選択し、「コンピュータ」→｢ネットワーク アダプタ｣→
｢Ethernet Adapter」(LAN カード、もしくは LAN ボード)が
正常に動作しているか確認(アダプター名は LAN カードもしく
は LAN ボードの製品によって違います)してください。エクス
クラメーションマーク(！)は表示されていないでしょうか。表示
されていなければ LAN カードもしくは LAN ボードは正常に動
作しています。もしエクスクラメーションマーク(！)が表示され
ていたら正しく認識されていません。LAN カードもしくは LAN
２０

ボードのドライバのマニュアルを参照のうえ、再インストールし
てください。
・Windows2000 の場合

５．IP アドレスを正しく取得できているか確認しましょう。
CATV インターネット接続の場合、通常は自動的に IP アドレス
を取得します。ホームページの閲覧ができないときなどは、正し
く IP アドレスが取得できているか確認してください。

・Windows XP の場合
①.プログラムの起動

２０
デスクトップ上にある「マイコンピュータ」のアイコン上で右ク

リックし、
「プロパティ」をクリック
「システムのプロパティ」画面から「ハードウェア」タブを選択
し、
「デバイス マネージャ(D)」をクリック

「コンピュータ」→｢ネットワーク アダプタ｣→｢Ethernet
Adapter」(LAN カードもしくは LAN ボード)が正常に動作して
いるか確認(アダプタ名はLANカードもしくはLANボードの製
品によって違います)してください。エクスクラメーションマー
ク(！)は表示されていないでしょうか。表示されていなければ
LAN カードもしくは LAN ボードは正常に動作しています。
もしエクスクラメーションマーク(！)が表示されていたら、正
しく認識されていません。LAN カードもしくは LAN ボードの
ドライバのマニュアルを参照のうえ、再インストールしてくださ
い。

１.「スタート」→「すべてのプログラム(P)」→「アクセサリ」
→「コマンドプロンプト」を起動してください。

②.ipconfig コマンド

１.コマンドプロンプトのウィンドウが表示されます。カーソル
表示部分から｢ipconfig｣と半角英小文字で入力
２.告知放送受信端末機にパソコンを直接接続している場合は
｢ IP Address ｣ に[202.84.xx.xxx] と、｢ Default Gateway ｣ に
[202.84.xxx.xxx] と表示されていることを確認、条件を満たして
いれば、正常接続できています。
（ブロードバンドルータを介し
て接続している場合は、
｢IP Address｣に[192.168.xxx.xxx]と、
｢Default
Gateway｣に[192.168.xxx.xxx]となります）

それでもインターネットに接続できない場合は、ブロードバン
ドルータと告知受信端末機の接続を確認してください。
*(x)の部分は任意の数字が入り変化します。将来ここに記載以外
の数字となることもありますのであらかじめご了承ください。
IP アドレスが正常に取得できない場合は、IP アドレスの再取得
をしてください。([169.254.xxx.xxx]等を取得している場合。)

４．複数台のパソコンをケーブルの繋ぎかえで接続できますか？
③.IP アドレスの再取得(renew コマンド)
できます。
ただし、LAN ケーブルの抜き差しで利用されるパソコンを交互
に換えられている場合は、IP アドレスを正しく取得できず、イ
ンターネットに接続できないことがあります。
これは、ケーブルの抜き差しによってパソコンを繋ぎ替えた場
合、告知放送受信端末側でケーブルを抜く前に利用していたパソ
コンの IP アドレスの開放ができていないためです。
インターネットに接続できない場合は、取得している IP アド
レスをご確認ください。IP アドレスが正しく取得されていない
とき(「169.254.xxx.xxx」の場合など、x は任意の数字)には、IP
アドレスを正しく取得しなおしてください。なお IP アドレス確
認方法は「3.IP アドレスを正しく取得できているか確認しましょ
う。
」に記載しています。
正常な IP アドレスの取得ができていないパソコンから接続いた
だく場合、パソコンの再起動、告知放送受信端末のリセット、IP
アドレスの再取得を行ってから再度接続を行ってください。

１.カーソル表示部分から｢ipconfig /renew｣(ipconfig と/renew
間に半角でスペースを 1 文字入力してください)と半角英小文字
で入力。IP アドレスの再取得を行います。
２.告知放送受信端末機にパソコンを直接接続している場合は
｢ IP Address ｣ に[202.84.xx.xxx] と、｢ Default Gateway ｣ に
[202.84.xxx.xxx] と表示されていることを確認、条件を満たして
いれば、正常接続できています。
（ブロードバンドルータを介し
て接続している場合は、
｢IP Address｣に[192.168.xxx.xxx]と、
｢Default
Gateway｣に[192.168.xxx.xxx]となります）

それでもインターネットに接続できない場合は、ブロードバン
ドルータと告知受信端末機の接続を確認してください。
２1

*(x)の部分は任意の数字が入り変化します。将来ここに記載以外
の数字となることもありますのであらかじめご了承ください。
*コマンド プロンプトの画面を終了するにはウィンドウの右上
にある×ボタンをクリックしてください。
以上で設定確認終了です。

④.IP 詳細設定

・Windows 98／ME の場合
①.プログラムの起動

１.DNS サーバーに[2xx.xxx.xxx.xxx] と表示されているか確認
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。

IP 電話サービスありの場合、｢DNS サーバー｣に[192.168.xxx.xxx]とな
ります。)
２.IP アドレスに[2xx.xxx.xxx.xxx]もしくは[61.xxx.xxx.xxx]と
１.Windows デスクトップ画面から｢スタート｣ボタン→｢ファイ

ル名を指定して実行(R)｣をクリック
②.ファイル名を指定して実行

表示されているか確認
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。

IP 電話サービスありの場合、｢IP アドレス｣に[192.168.xxx.xxx]となり
ます。)
３. 項目１,２とも条件を満たしていれば、正常に接続できてい

ます。｢OK｣をクリックして確認画面を終了
*(x)の部分は任意の数字が入り変化します。将来ここに記載以外
の数字となることもありますのであらかじめご了承ください。
IP アドレスが正常に取得できない場合にIP アドレスの再取得を
してください。([169.254.xxx.xxx]等を取得している場合。)
１.｢名前(O)｣に半角英小文字で｢winipcfg｣と入力
２.｢OK｣ボタンをクリック

⑤.IP アドレスの再取得方法

③.IP 設定

１.LAN インターフェースのアダプタを選択(*導入されている
LAN インタフェースによって名前が異なります。)
*｢PPP Adapter｣ではありませんのでご注意ください。IP 設定を
起動するたびに｢PPP Adapter｣が表示されますので変更してく
ださい。
２.｢詳細(M)｣をクリック

１.｢解放(S)｣をクリック
２.｢書き換え(N)｣をクリックすると IP アドレスの再取得を行い

ます。
３.｢DNSサーバー｣に[2xx.xxx.xxx.xxx]と表示されているか確認
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。

IP 電話サービスありの場合、｢DNS サーバー｣に[192.168.xxx.xxx]とな
ります。)
４.｢IP アドレス｣に[2xx.xxx.xxx.xxx]もしくは[61.xxx.xxx.xxx]

と表示されているか確認
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。

IP 電話サービスありの場合、｢IP アドレス｣に[192.168.xxx.xxx]となり
ます。)
５.｢OK」をクリック

以上で設定確認終了です。

２２

・Windows2000 の場合

・Mac OS(8.x 〜 9.x)の場合

①.プログラムの起動

①.TCP/IP の画面表示

１.Windows デスクトップ画面から｢スタート｣ボタン→｢プログ
ラム(P)｣→｢アクセサリ｣→｢コマンドプロンプト｣を選択

②.ipconfig コマンド

１.｢アップルメニュー｣→｢コントロールパネル｣→｢TCP/IP｣を
選択

②.TCP/IP の設定

１.コマンドプロンプトのウィンドウが表示されます。カーソル
表示部分から｢ipconfig｣と半角英小文字で入力
２.｢IP Address｣に[2xx.xxx.xxx.xxx]もしくは[61.xxx.xxx.xxx]と、
｢Default Gateway｣に[2xx.xxx.xxx.xxx] もしくは[61.xxx.xxx.x
xx]と表示されていることを確認、条件を満たしていれば、正常
接続できています。
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。

IP 電話サービスありの場合、｢IP Address｣に[192.168.xxx.xxx]と、
｢Default Gateway｣に[192.168.xxx.xxx]となります。)

*(x)の部分は任意の数字が入り変化します。将来ここに記載以外
の数字となることもありますのであらかじめご了承ください。

IP アドレスが正常に取得できない場合にIP アドレスの再取得を
してください。([169.254.xxx.xxx]等を取得している場合。)
③.IP アドレスの再取得(renew コマンド)

１.｢経由先｣→｢Ethernet｣を選択
２.｢設定方法｣に｢DHCP サーバを参照｣を選択。この設定を保存

終了後、再度この画面を表示させる
３.｢IP アドレス｣に[2xx.xxx.xxx.xxx]もしくは[61.xxx.xxx.xxx]
と、｢ルータアドレス｣に[2xx.xxx.xxx.xxx]もしくは[61.xxx.xxx.x
xx]と、｢ネームサーバアドレス｣に[2xx.xxx.xxx.xxx]と表示され
ているか確認
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。

IP 電話サービスありの場合、｢IP アドレス｣に[192.168.xxx.xxx]と、｢ル
ータアドレス｣に[192.168.xxx.xxx]と、｢ネームサーバアドレス｣に
[192.168.xxx.xxx]となります。)

*(x)の部分は任意の数字が入り変化します。将来ここに記載以外
の数字となることもありますのであらかじめご了承ください。
*項目１,２で設定変更が発生した場合、
「IP アドレス」等の項目
は表示されない場合があります。その際はパソコンを再起動し、
「TCP/IP」の画面を再度表示し、確認してください。
以上で設定確認終了です。

１.カーソル表示部分から｢ipconfig /renew｣(ipconfig と/renew

間に半角でスペースを 1 文字入力してください)と半角英小文字
で入力。IP アドレスの再取得を行います。
２.｢IP Address｣に[2xx.xxx.xxx.xxx]もしくは[61.xxx.xxx.xxx]と、
｢Default Gateway｣に[2xx.xxx.xxx.xxx] もしくは[61.xxx.xxx.x
xx]と表示されていることを確認、条件を満たしていれば、正常
接続できています。
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。

・Mac OS X の場合
①.システム環境設定

IP 電話サービスありの場合、｢IP Address｣に[192.168.xxx.xxx]と、
｢Default Gateway｣に[192.168.xxx.xxx]となります。)

*(x)の部分は任意の数字が入り変化します。将来ここに記載以外
の数字となることもありますのであらかじめご了承ください。
*コマンド プロンプトの画面を終了するにはウィンドウの右上
にある×ボタンをクリックしてください。
以上で設定確認終了です。
１.「アップメニュー」→「システム環境設定…」を選択
２３

(*)下記の操作方法からでも「システム環境設定」を選択するこ
とができます。

(Ⅱ).ホームページに関するトラブル、困ったときのＱ＆Ａ
１．ブラウザソフトが起動されているか確認しましょう。

１.「Dock」から上図のアイコンを選択

②.ネットワーク

ホームページを見られるときは、ブラウザソフトが必要です。ブ
ラウザソフト(Internet Explorer、
Netscape Communicator 等 )
を起動していますか？デスクトップ上にブラウザソフトのアイ
コンがあれば、アイコンをダブルクリックで起動しましょう。
２．ブラウザにダイヤルアップの設定が残っていないか確
認しましょう。
以前、ダイヤルアップ接続の設定を行っていたパソコンをご利用
の場合、ブラウザの設定内にダイヤルアップの設定が残っており、
ブラウザを起動するたびにダイヤルアップが呼び出され、接続で
きていないことがあります。ブラウザの接続の設定を確認しまし
ょう。

１.「ネットワーク」のアイコンを選択
③.TCP/IP

１.「場所」に「自動」を選択
２.「表示」に導入されている LAN インターフェース名を選択

(例:「内蔵 Ethernet」など)
３.「TCP/IP」のタブを選択
４.「設定:」に「DHCP サーバーを参照」を選択
５.「IP アドレス」に[2xx.xxx.xxx.xxx]もしくは[61.xxx.xxx.xxx]
と表示されているか確認
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。

IP 電話サービスありの場合、｢IP アドレス｣に[192.168.xxx.xxx]となり
ます。)
６. 「ルータ」に[2xx.xxx.xxx.xxx]もしくは[61.xxx.xxx.xxx]と表

示されているか確認
(上記の事例は IP 電話サービスなしの場合について記載しています。
IP 電話サービスありの場合、
｢ルータ｣に[192.168.xxx.xxx]となります。)
*(x)の部分は任意の数字が入り変化します。将来ここに記載以外
の数字となることもありますのであらかじめご了承ください。
７.「今すぐ適用」をクリック
*変更が発生しなかった場合、
「今すぐ適用」をクリックできませ
ん。

(事例は Windows の Internet Explorer Ver.6 について記載しています。
ブラウザの種類、バージョンによって、設定方法が異なります。その場
合はソフトのヘルプなど参考にしてください。)

１.ブラウザ起動後→｢ツール(T)｣→｢インターネットオプション
(O)｣→｢接続｣(タブ)を選択しましょう
２.｢ダイヤルアップの設定(N)｣に利用されているダイヤルアッ
プの設定が残っていないか確認してください。ダイヤルアップの
設定が不要な場合、｢削除(R)｣ボタンで設定を削除しましょう。
３.｢ダイヤルしない(C)｣にチェックを入れます
４.｢OK｣をクリック

３．プロキシサーバーの設定をしていないか確認しましょう。
告知放送受信端末から接続いただく場合、プロキシサーバーの設
定は必要ありません。設定されている方は設定を削除しましょう。
(事例は Windows の Internet Explorer Ver.6 について記載していま
す。ブラウザの種類、バージョンによって、設定方法が異なります。
その場合はソフトのヘルプなど参考にしてください。)

２.のインターネットオプションの画面から｢LAN の設定(L)｣ボ
タンをクリックしてください。次の「ローカルエリアネットワー
ク(LAN)の設定」ウィンドウが表示されます。

以上で設定確認終了です。

１.｢設定を自動的に検出する(A)」
、
「自動設定のスクリプトを使
用する(X)」にチェック外す
２.｢プロキシサーバー｣の｢プロキシサーバーを使用する(X)｣にチ
ェックが入っていないか確認しましょう
３.｢OK｣をクリック

２４

４．文字コードが正しいか確認しましょう。

(Ⅲ).電子メールに関するトラブル、困ったときのＱ＆Ａ

ブラウザでホームページを表示して文字化けしているようでし
たら正しい文字コードが選べていません。正しい文字コードを選
択しましょう。

１．メールの送受信ができない場合、まずは設定情報を確
認しましょう。

(事例は Windows の Internet Explorer Ver.6 について記載しています。
ブラウザの種類、バージョンによって、設定方法が異なります。その場
合はソフトのヘルプなど参考にしてください。)

多くの場合、電子メールの送受信が行えないのは電子メールの設
定誤りが原因です。サーバー名などの設定項目を再度確認しまし
ょう。本ガイドにあるメールソフトであれば本ガイドを参照して
ください。記載されていないメールソフトをご使用の場合は、｢登
録完了のお知らせ｣に記載してある設定情報をもとに設定しまし
ょう。またサーバー設定情報などを入力されるときに全角文字は
使えません。半角英数小文字で入力されているか確認しましょう。
２．送信したメールの返事が返ってきません。

１.ブラウザ起動後→｢表示(V)｣→｢エンコード(D)｣→｢日本語
(自動判別)｣を選択しましょう。

５．特定のホームページが見られない場合、当社のホームページ
が見られるか確認しましょう。
ホームページを閲覧されていて特定のホームページが見られな
い場合があります。その場合は当社ホームページが閲覧できるか
確認しましょう。当社の URL(http://www.njctv.ne.jp/)が見ら
れる場合、当社で問題は発生していません。見られなかったホー
ムページのサーバーがダウンしているなどの問題が発生してい
る可能性があります。見られなかったホームページの管理者に確
認してください。
また、ブラウザソフトで「ランタイムエラーが発生しました。デ
バックしますか？」と表示された場合、ブラウザソフトの設定を
変更いただく必要があります。
(事例は Windows の Internet Explorer Ver.6 について記載しています。
ブラウザの種類、バージョンによって、設定方法が異なります。その場
合はソフトのヘルプなど参考にしてください。)

お客さま自身のメールアドレス情報を確認してください。誤りは、
ありませんか？間違えたメールアドレス情報を入力されている
とお客さまから受信された方が返信されてもメールは戻ってき
ません。一度、ご自身にメールを出し、届いたメールに返信し、
正常に届くか確認しましょう。
３．最近メールが届きません。
一度自分にテストメールを送ってみましょう。送信後、正しくメ
ールが受信できるようであれば、設定に問題はありません。正し
く送受信ができない場合、再度メールの設定を確認しましょう。
４．送信したメールが戻ってきます。
多くの場合、送信したメールが戻ってくるのは、送信先のメール
アドレスの指定が間違っていることが原因です。その際にはエラ
ーメッセージが記述されていますので、エラーメッセージを確認
しましょう。
エラーメッセージ｢User unknown｣と記述されている場合、送信
先のメールサーバーまで送られていますが、送信先サーバーに指
定したユーザー名が存在しないため返信されています。
(例)○○○○○○@ma.njctv.ne.jp というアドレスに向けて送信
したがエラーメールが返信された場合ユーザー名(○○○○○○)
の指定が間違っている、もしくはユーザーが存在しないためです。
ユーザ名を間違えた場合、次のようなエラーメールが返信されま
す。
(事例は Windows の Outlook Express Ver.6 について記載しています。
メールソフトの種類、バージョンによっては、設定方法が異なります。
その場合はソフトのヘルプなど参考にしてください。)

１.ブラウザ起動後→｢ツール(T)｣→｢インターネットオプション
(O)｣→｢詳細設定｣(タブ)を選択しましょう
２.｢ブラウズ｣の項目から「スクリプトエラーごとに通知を表示
する」のチェックを外し、
「スクリプトのデバックを使用しない」
のチェックを入れる。
３.｢OK｣をクリック

１．｢送信者｣に｢Mail Delivery Subsystem｣と表示
２．｢Returned mail: User unknown｣（このユーザはいない

ために戻ってきました。
）と表示
このようなメールを受信した場合、送信先メールアドレスのユー
ザー名を確認しましょう。
宛先の入力で全角文字で入力されても失敗します。宛先の指定は
半角英数小文字で正しく指定しましょう。

２５

・エラーメッセージ｢Host Unknown｣と記述されている場合、送
信先メールサーバーが見つからないために返信されています。
(例)○○○○○○@ma.njctv.ne.jp というアドレスに向けて送信
したがエラーメールが返信された場合、送信先メールサーバーの
指定に誤りがあります。この場合メールサーバを
(ma.njctv.ne.jp)と指定していますが、このようなメールサーバ
ーは存在しないため返信されます。
(事例は Windows の Outlook Express Ver.6 について記載しています。
メールソフトの種類、バージョンによっては、設定方法が異なります。
その場合はソフトのヘルプなど参考にしてください。)

○○○○@ma.njctv.ne.jp

６．メールの送信ができません。
メールの受信ができるにも関わらず、送信ができない場合、当社
以外の回線経由にて接続していないかどうか確認しましょう。接
続先によっては、接続先の送信制限のために下記のエラーメッセ
ージが出力されることがあります。

１．｢送信者｣に｢Mail Delivery Subsystem｣と表示
２．｢Returned mail: Host unknown｣（指定したメールサーバ

ーは存在していないために戻ってきました。
）と表示
このようなメールを受信した場合、送信先メールサーバーを確認
しましょう。
最近多いメールサーバーの誤り
ma.njctv.co.jp
(ne を co と入力)
ma.njctv.or.jp
(ne を or と入力)
ma . njctv . ne . jp
njctv.ne.jp
(ma を忘れている)
me.netwave.or.jp
(ma を me と入力)

１.エラーメッセージの本文中に「Relay operation rejected」と
記述されている場合、他社回線経由にて送信されようとしている
ため送信できません。

ケーブルテレビインターネットサービス以外からの接続でメー
ルの送信を行う場合、
SMTP AUTH(SMTP 認証)機能を設定すれ
ば、送信が可能となります。ただし、SMTP AUTH(SMTP 認証)
を利用するにはそれに対応メールソフトが必要であり、またその
メールソフトでの設定変更が必要です。
(事例は Windows の Outlook Express Ver.6 について記載しています。
メールソフトの種類、バージョンによっては、設定方法が異なります。
その場合はソフトのヘルプなど参考にしてください。)

dokomo.ne.jp
docomo.ne.jp
(docomo を dokomo と入力)

SMTP AUTH(SMTP 認証)機能を設定方法

宛先の入力で全角文字で入力されても失敗します。宛先の指定
は半角英数小文字で正しく指定しましょう。

Outlook Express 起動画面から「ツール(T)」→「アカウント(A)」
を選択すると「インターネットアカウント」のウィンドウが表示
されます。

５．メールを受信中に止まってしまいました。
メールを受信中に通信状況の問題により、回線が切断されていま
せんか？この場合、当社サーバー側にセッション残りが発生しま
す。2,3 時間後には解消されますのでしばらくお待ちいただいて
から受信してください。
またどうしても以下のような理由で受信ができない場合は、当社
宛てにご連絡ください。サーバーにあるデータを全て削除し対応
させていただきます。なお電子メールにてご依頼いただく場合は、
返信を受信可能なメールアドレスをお書き添えください。また当
社のお客さまご本人さまであることを確認させていただきます
ので、
「お客さま番号、メールアドレス、氏名、生年月日、住所」
を必ずお知らせください。当社作業実施につきましては時間をご
指定いただけませんので、予めご了承願います。
・メールの容量が大きいために受信に失敗している。ブロードバ
ンド回線をご利用の場合、通常は、快適に受信できますが、必
ず受信できるとは限りません。容量の大きい添付ファイルなど
のやりとりは十分ご注意ください。
・携帯電話から送信できる特殊文字(同じ携帯電話間でやりとり
のできる絵文字)などは、メールソフトで正しく解釈されず、
受信できない場合があります。

２６

１．
「メール」(タブ)をクリックし、設定変更をするアカウント
を選択しましょう
「プロパティ(P)」を選択しましょう
２．

１．
「送信」(タブ)をクリックしましょう
２．
「テキスト形式(P)」にチェックしましょう
３．
「OK」をクリックしましょう

*HTML 形式を利用されても構いませんが、送信相手のメールソ
フトが HTML 形式に対応していない場合や、セキュリティ対策
のため利用できなくしている場合があるので、テキスト形式をご
利用いただく方が望ましいです。

１．
「サーバー｣(タブ)をクリックしましょう
２．
「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックしましょう
３．
「設定(E)」をクリックし、次の画面へ
４．
「OK」をクリックしましょう

「次のアカウントとパスワードでログオンする(O)」にチェッ
１．
クしましょう
２．
「アカウント名(C):」に[電子メール]の[メールアドレス]を、
「パスワード(P):」に[電子メール]の[パスワード]を半角英数小文
字で入力し、
「パスワードを保存する(W)」にチェックをしましょ
う
「OK」をクリックし、前画面の項目の４へ
３．
７．テキスト文字だけ送信しているのに添付ファイルがついてし
まう
メールの送信形式を「HTML 形式」で送信している可能性があ
ります。メール送信形式を「テキスト形式」に変更しましょう。
(事例は Windows の Outlook Express Ver.6 について記載しています。
メールソフトの種類、バージョンによっては、設定方法が異なります。
その場合はソフトのヘルプなど参考にしてください。)

メールの送信形式確認方法
Outlook Express 起動画面から「ツール(T)」→「オプション(O)」
を選択しましょう。

２７

