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KCN-Netからのお知らせ

ご入会ありがとうございます。

本書は、KCN-Net用の設定マニュアルです。
接続を行う場合にご参照下さい接続を行う場合にご参照下さい。
■ご利用の前に

KCN-Netからの 新情報は以下に掲載されます。 KCN-Net携帯電話対応ホームページ
http://www.kcn.ne.jp/m/ホームページ

http://www.kcn.ne.jp/

QRコード

■パスワードの管理について
KCN-Netのユーザー名で、そのまま世界中のサイトやネットワークにアクセスできるため、思わぬトラブルに巻き
込まれる可能性があります。世界中からつながるインターネット上にアドレスを持っているという意識のもとに、ご
自身のパスワードはご自身で責任を持って管理されるようお願いいたします。

■KCN-Netに関する各種問い合わせ先一覧、各種情報入手方法について
１．KCN-Netのホームページ
1 1 各種問い合わせ 覧 URL htt // k j /i f /1-1.各種問い合わせ一覧 URL http://www.kcn.jp/info/

各種情報入手方法 URL http://www.kcn.jp/notice/
1-2.KCN-Ｎｅｔ会員様宛電子メール

メールによってご連絡事項をお伝えします。
■各種手続きについて

KCN-Netホームページより、下記の各種手続きができます。
・オプションサービス（メールアカウントの追加・ウィルスチェックサービスの申込等）のお申込み
・ご登録情報の変更（住所変更・口座変更）情報 （住所 ）
・ご利用プランの変更
・ご利用料金の確認

URL http://www.kcn.jp/support/
■質問先メールアドレス一覧

1.KCN-Net側の不具合に関する質問先 support@kcn.ne.jp
2.パスワードの紛失・解約、請求料金などに関する質問 info2@kcn.ne.jp
※よくある質問と回答は、FAQに掲載しておりますのでご覧ください。 http://net.kcn.ne.jp/faq/

〒630-0213 奈良県生駒市東生駒1-70-1 近鉄東生駒ビル3F
近鉄ケーブルネットワーク株式会社

TEL： 0120-333-892 24時間電話受付
0743-75-5357（月～土 9:00～17:30 日祝休）

FAX： 0743-75-2144
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メールアカウントの接続をLANでの接続に変更する
ダイヤルアップで使用されていたお客様へ

■Windowsメールの場合

メ ルソフトの設定を以下のように確認してくださいメールソフトの設定を以下のように確認してください。

1．
Windowsメールを起動します。
メールを行う際にダイヤルアップを使用するように設
定されていると右図のように『ダイヤルアップ接続』
の画面が表示されます。
ここでは【キャンセル】をクリックします。

2．
『Windowsメール』の画面が表示されます。
【ツール(T)】をクリックし表示されるメニューから
【アカウント(A)】をクリックします。

【エラー】の画面が表示された場合は、【表示しない
(H)】をクリックし、画面を閉じます。

33．
『インターネットアカウント』の画面が表示されます。
使用しているアカウントを選択し、【プロパティ(P)】を
クリックします。

4．
『アカウントのプロパティ』の画面が表示されます。『アカウントのプロ ティ』の画面が表示されます。
【接続】タブを選択し、【このアカウントには次の接続
を利用する(U)】のチェックをはずします。
【OK】をクリックし、この画面を終了します。

項目3『インターネットアカウント』の画面が表示され
ますので、【閉じる】をクリックします。

以上で「メ アカウ ト 接続をLANで 接続に以上で「メールアカウントの接続をLANでの接続に
変更する」は終了です。
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メールアカウントの接続をLANでの接続に変更する
ダイヤルアップで使用されていたお客様へ

■OutlookExpress6, 5の場合

メ ルソフトの設定を以下のように確認してくださいメールソフトの設定を以下のように確認してください。

1．
OutlookExpressを起動します。
メールを行う際にダイヤルアップを使用するように設
定されていると右図のように『ダイヤルアップ接続』
の画面が表示されます。
ここでは【キャンセル】をクリックします。

【エラー】の画面が表示された場合は、【表示しない
(H)】をクリックし、画面を閉じます。

2．
『OutlookExpress』の画面が表示されます。
【ツール(T)】をクリックし表示されるメニューから
【アカウント(A)】をクリックします。

3．
『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】タブを選び、使用しているアカウントの接
続の部分が「ダイヤルアップ： XXXXX 」となってい
る場合はアカウントを選択します。
【プロパティ(P)】をクリックします。

4．
『アカウントのプロパティ』の画面が表示されます。
【接続】タブを選択し、【このアカウントには次の接続
を利用する(U)】のチェックをはずします。
【OK】をクリックし、この画面を終了します。

項目3『インターネットアカウント』の画面が表示され
ますので、【閉じる】をクリックします。

以上で「メールアカウントの接続をLANでの接続に
変更する」は終了です。
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Windowsメールの設定(初めて起動した場合)

1．
「Windowsメール」を起動します。メ 」を起動 ます。

2．2．
『名前』の画面が表示されます。
【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際に
送信者として表示されます。
ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります。
【次へ(N)】をクリックします。

3．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示されま
す。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレスを入力します。
(変更している場合は、そのメールアドレス)
電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)をご覧ください用紙)をご覧ください。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。
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4．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3

-Windowsメールの設定(初めて起動した場合)-

【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】
・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

【送信メール(SMTP)サーバー(O)】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

【送信サーバーは認証が必要(V)】・・・チェックなし
メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

5．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【ユーザー名(A)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(変
更されている場合はそのパスワード)
アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)にてご確認ください。
メール受信時にパスワードの入力操作を省きたい場合は、
【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。
注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を
使用する(S)】はチ クしないでください 入力しましたら使用する(S)】はチェックしないでください。入力しましたら、
【次へ(N)】をクリックします。

6．
『設定完了』の画面が表示されます『設定完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Windowsメールの設定(初めて起動した場合)」は
終了です。
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Windowsメール アカウントの追加方法
通常「アカウントの追加」は1人で複数のメールアカウントを使う場合に行います。複数人で使用する場合は、「ユーザー
の追加」を行ってください。
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。アカウントの
追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Windowsメールを起動し、【ツール(T)】から【アカウント
(A)】を選択します。

2．
『インターネットアカウント』の画面が表示されます。
【追加(A)】をクリックします。

3．
『アカウントの種類の選択』の画面が表示されます。
【電子メールアカウント】を選択し、【次へ(N)】をクリックしま
す。
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4．
『名前』の画面が表示されます。
【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際に
送信者として表示されます。

-Windowsメール アカウントの追加方法-

ここでは例として「近鉄 次郎」としてあります。
【次へ(N)】をクリックします。

55．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示されま
す。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレスを入力します。
(変更している場合は、そのメールアドレス)
電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)をご覧ください。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

6．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】【受信メ ( 、 または )サ ( )】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
【送信サーバーは認証が必要(V)】・・・チェックしない
メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。
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7．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【ユーザー名(A)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント

-Windowsメール アカウントの追加方法-

【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(変
更されている場合はそのパスワード)
アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)にてご確認ください。
メール受信時にパスワードの入力操作を省きたい場合は、
【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。
注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を
使用する(S)】はチェックしないでください。入力しましたら、
【次へ(N)】をクリ クします【次へ(N)】をクリックします。

8．8．
『設定完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

9．
『インターネットアカウント』の画面に戻ります。
【閉じる】をクリックします。

以上で「Windowsメール アカウントの追加方法」は終了で
す。す。
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OutlookExpress6, 5の設定(初めて起動した場合)
※画面はWindowsXPでOutlookExpress6を使用しています。OutlookExpress5も同様の画面です。

OutlookExpress6を起動した際、右図の画面が表示されることがあ
ります。OutlookExpressを通常使用する場合は、【Outlook Express
の起動時に常に確認する(A)】のチェックをはずし、【はい(Y)】をク
リックします。

1．
『名前』の画面が表示されます。

【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際
に送信者として表示されますに送信者として表示されます。
ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります。

【次へ(N)】をクリックします。

2．
『インターネット電子メールアドレス』の画面に変わります。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレス(変更してい【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレス(変更してい
る場合はそのメールアドレス)を入力します。

電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙) をご覧下さい。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

メールアドレス
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3．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。

【受信メ サ バ 種類( )】

-OutlookExpress6, 5の設定(初めて起動した場合)-

【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。

4．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。

紙)にてご確認ください。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

『 ネッ 』 画面 表 す。

以下の項目を設定します。
【アカウント名(A)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード

(変更している場合はそのパスワード)

【次へ(N)】をクリックします。

POP3アカウント

パスワード

アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。

メール受信時にパスワードの入力操作を、省きたい場合は
【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。

注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使用意 【 ィ 保護 認証( ) 使用
する(S)】はチェックしないでください。

5．
『設定完了』の画面が表示されます。

【完了】をクリックしてください。

以上で「Outlook Express6, 5の設定(初めて起動した場
合)」は終了です。

複数のアカウントをお持ちの場合、「OutlookExpress6, 5 
アカウントの追加方法」、もしくは「OutlookExpress6, 5 
ユ ザ の追加方法」を参照してくださいユーザーの追加方法」を参照してください。
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OutlookExpress6, 5 アカウントの追加方法
通常「アカウントの追加」は1人で複数のメールアカウントを使う場合に行います。複数人で使用する場合は、
「ユーザーの追加」を行ってください。
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
OutlookExpressを起動し、 【ツール(T)】から
【アカウント(A)】を選択します

アカウントの追加は複数のメ ルアドレスをお持ちの場合に行ってください。

【アカウント(A)】を選択します。

2．
『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】タブをクリックします。
【追加(A)】をクリックし、【メール(M)】を選択します。

3．
『インターネット接続ウィザード』が始まります。
【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際
に送信者として表示されます。ここでは例として「近鉄
太郎」としてあります。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。
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4．
『インターネット電子メールアドレス』の画面に変わりま
す。

-OutlookExpress6, 5 アカウントの追加方法-

す。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレス(変更して
いる場合はそのメールアドレス)を入力します。

電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色
の用紙) をご覧下さい。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

メールアドレス

5．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。

【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

66．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。
【アカウント名(A)】
・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】
・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード) パスワード

POP3アカウント

アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色
の用紙)にてご確認ください。

メール受信時にパスワードの入力操作を、省きたい場合
は【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。

注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を
使用する(S)】はチェックしないでください使用する(S)】はチェックしないでください。
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7．
『設定完了』の画面が表示されます。

-OutlookExpress6, 5 アカウントの追加方法-

【完了】をクリックしてください。

8．
『インターネットアカウント』の画面に戻ります。『インタ ネットアカウント』の画面に戻ります。

更にアカウントの追加を行う場合は、項目2～5を繰り返し
ます。

アカウントの追加を終了する場合は【閉じる】をクリックしま
す。

以上で「 l k アカウ ト 追加方法 は終以上で「OutlookExpress6, 5 アカウントの追加方法」は終
了です。
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OutlookExpress6, 5 ユーザーの追加方法
「ユーザーの追加」は複数人で別のアドレスを使用する場合に行います。1人で複数のメールアドレスを使
用する場合は「アカウントの追加」を行います。
メールソフトの設定でユーザーの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
ユーザーの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Outlook Expressを起動し、
【ファイル(F)】-【ユーザー(D)】-【ユーザーの追加(A)】
をクリックします。

ユ ザ の追加は複数のメ ルアドレスをお持ちの場合に行ってください。

2．
『ユーザーの作成』の画面が表示されます。
【名前を入力してください(N)】・・・ユーザー名を入力。
ここでは 『近鉄 太郎』と入力していますここでは、『近鉄 太郎』と入力しています。

他の使用者にメールを見せたくない場合は
【パスワードを要求する(R)】

にチェックし、パスワードを設定してください。
注意：パスワードは責任を持って設定者が管理してく
ださい。忘れた場合、KCNで調べることはできません。

入力しましたら【OK】をクリックします。

33．
『ユーザーを追加しました』の画面が表示されます。
【はい(Y)】をクリックします。

4．
右図のダイアログが表示された場合、
【はい(Y)】をクリ クします【はい(Y)】をクリックします。
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5．
『インターネット接続ウィザード』が始まります。
【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際
に送信者として表示されます。ここでは例として「近鉄
太郎」としてあります

-OutlookExpress6, 5 ユーザーの追加方法-

太郎」としてあります。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

6．
『インターネット電子メールアドレス』の画面に変わります。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレス(変更してい
る場合はそのメールアドレス)を入力します。

電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙) をご覧下さい

メールアドレス

用紙) をご覧下さい。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

7．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。

【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

8．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。『インタ ネットメ ルログオン』の画面が表示されます。
【アカウント名(A)】

・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】

・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)にてご確認ください。

パスワード

POP3アカウント

メール受信時にパスワードの入力操作を、省きたい場合は
【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。

注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使
用する(S)】はチェックしないでください。
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9．
『設定完了』の画面が表示されます。

【完了】をクリックしてください。

-OutlookExpress6, 5 ユーザーの追加方法-

以上で「OutlookExpress6, 5 ユーザーの追加方法」は
終了です。

ユーザーの切り替え方法

1．
【ファイル(F)】-【ユーザーの切り替え(S)】をクリックします。

2．
『ユーザーの切り替え』の画面が表示されます。
切り替えたいユーザーを選択し、【OK】をクリックします。

3．
「現在、インターネットに接続しています。・・・」と
表示された場合は、【はい(Y)】をクリックします。

以上でユーザーの切り替えは終了です。
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1

Outlook2007 初めて起動した場合
パソコンのリカバリー等であらためて設定をやり直す場合のOutlook2007の設定方法です。

1．
Outlook2007を起動します。

2．
『O l k2007 タ トア プ』の画面が表示さ『Outlook2007スタートアップ』の画面が表示さ
れます。
【次へ(N)】をクリックします。

3．
『電子メール アカウント』の画面が表示されます。
【はい(Y)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

4．
『自動アカウントセットアップ』の画面が表示されます。
【サーバー設定または追加のサーバーの種類を手
動で構成する(M)】にチェックし、【次へ(N)】をクリック
します。します。
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5．
『電子メールサービスの選択』の画面が表示されま
す

-Outlook2007 初めて起動した場合-

す。
【インターネット電子メール(I)】にチェックし、【次へ
(N)】をクリックします。

6．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
- ユーザー情報 -ユ ザ 情報
【名前(Y)】・・・名前を入力(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス(E)】・・・電子メールアドレスを入力(ここでは例として「kintetsu-tarou@kcn.jp」としてあります) 
- サーバー情報 -
【アカウントの種類(A)】・・・POP3
【受信メールサーバー(POP3)(Ｉ)】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「pop1.kcn.jp」 としてあります)
【送信メールサーバー(SMTP)(O)】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として 「smtp.kcn.jp」 としてあります)
- メールサーバーへのログオン情報 -
【アカウント名(U)】・・・登録ご案内記載のメールアカウント(POP3アカウント)
【パスワード(P)】 ・・・登録ご案内記載のメールアカウントのパスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード) 
【パスワードを保存する(R)】・・・チェックする
設定しましたら、【詳細設定(M)】をクリックします。
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7．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示
されます

-Outlook2007 初めて起動した場合-

されます。

【接続】タブを選択します。

接続では【ローカルエリアネットワーク（LAN）を
使用する(L)】にチェックします。

設定しましたら、【OK】をクリックします。

8．
項目6『インターネット電子メール設定(POP3)』の
画面に戻りますので、【次へ(N)】をクリックします。

9．
『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2007 初めて起動した場合」は
終了です終了です。
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Outlook2007 アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Outlook2007が起動した状態から、
【ツール(T)】－【アカウント設定(A)...】
を選択します。

2．
『アカウント設定』の画面が表示されます。
【電子メール】タブを選択し、【新規(N)】をクリックし
ます。

3．
『電子メールサービスの選択』の画面が表示されま
す。
【Microsoft Exchange、POP3、IMAP、または
HTTP(M)】を選択します。
【次へ(N)】をクリックします。
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-Outlook2007 アカウントの追加方法-

4．
『自動アカウントセットアップ』の画面が表示されます。
【サーバー設定または追加のサーバーの種類を手
動で構成する(M)】にチェックし、【次へ(N)】をクリック
しますします。

5．
『電子メールサービスの選択』の画面が表示されま
す。
【インターネット電子メール(I)】にチェックし、【次へ
(N)】をクリックします。

6．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
- ユーザー情報 -
【名前(Y)】・・・名前を入力(ここでは例として「近鉄 次郎」としてあります)
【電子メールアドレス(E)】・・・電子メールアドレスを入力(ここでは例として「kintetsu-jirou@kcn.jp」としてあります) 
- サーバー情報 -
【アカウントの種類(A)】・・・POP3
【受信メールサーバー(POP3)(Ｉ)】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「pop1.kcn.jp」 としてあります)
【送信メールサーバー(SMTP)(O)】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として 「 k j としてあります)(ここでは例として 「smtp.kcn.jp」 としてあります)
- メールサーバーへのログオン情報 -
【アカウント名(U)】・・・登録ご案内記載のメールアカウント(POP3アカウント)
【パスワード(P)】 ・・・登録ご案内記載のメールアカウントのパスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード) 
【パスワードを保存する(R)】・・・チェックする
設定しましたら、【詳細設定(M)】をクリックします。
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7．
『セ トア プ 完了』 画面が表示されます

-Outlook2007 アカウントの追加方法-

『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2007 アカウントの追加方法」
は終了です。
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1

Outlook2003 初めて起動した場合
パソコンのリカバリー等であらためて設定をやり直す場合のOutlook2003の設定方法です。

1．
Outlook2003を起動します。

2．
『O l k 2003 タ トア プ』の画面が表示さ『Outlook 2003 スタートアップ』の画面が表示さ
れます。

【次へ(N)】をクリックします。

3．
他のメールソフトを使用している場合、『メール
アップグレード オプション』の画面が表示され
る場合があります。

【アップグレードしない(D)】を選択し、【次へ
(N)】をクリックします。

※【次のプログラムからアップグレードする(U)】
を選択した場合の設定方法については、メー
カーにお問い合わせください。

4．
『電子メール アカウント』の画面が表示されます。

【はい(Y)】を選択し 【次へ(N)】をクリックします【はい(Y)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。
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5．
『サーバーの種類』の画面が表示されます。

-Outlook2003 初めて起動した場合-

【POP3(P)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

6．
『インターネット電子メール設定(POP3)』の画面が表示されます。

ユーザー情報
【名前(Y)】・・・名前を入力(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス(Ｅ) 】・・・メールアドレス(変更している場合はそのメールアドレス)を入力

(ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」としてあります)

サーバー情報
【受信メールサーバー(POP3)(Ｉ)】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「m5.kcn.ne.jp」 としてあります) 
【送信メールサーバー(SMTP)(O)】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として 「m5.kcn.ne.jp」 としてあります)

ログオン情報
【アカウント名(U)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード)

【メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、・・・】はチェックを
入れないで下さい入れないで下さい。

設定しましたら、【詳細設定(M)...】をクリックします。
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7．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示
されます

-Outlook2003 初めて起動した場合-

されます。

【接続】タブを選択します。

接続では【ローカルエリアネットワーク（LAN）を
使用する(L)】にチェックします。

設定しましたら、【OK】をクリックします。

8．
項目6『インターネット電子メール設定(POP3)』の
画面に戻りますので、【次へ(N)】をクリックします。

9．
『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2003 初めて起動した場合」は
終了です終了です。

25



Outlook2003 アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Outlook2003が起動した状態から、

【ツール(Ｔ)】－【電子メールアカウント(Ａ)...】

を選択します。

2．
『電子メール アカウント』の画面が表示されます。

【新しい電子メールアカウントの追加(Ｅ)】

を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

3．
『サーバーの種類』の画面が表示されます。

【POP3(P)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。
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4．
『インターネット電子メール設定(POP3)』の画面が表示されます。

ユーザー情報
【名前( )】 名前を 力( 例と 「近鉄 太郎 と あ ます)

-Outlook2003 アカウントの追加方法-

【名前(Y)】・・・名前を入力(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス(Ｅ) 】・・・メールアドレス(変更している場合はそのメールアドレス)を入力

(ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」としてあります)

サーバー情報
【受信メールサーバー(POP3)(Ｉ)】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「m5.kcn.ne.jp」 としてあります) 
【送信メールサーバー(SMTP)(O)】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

( 例と 「 と あ ます)(ここでは例として 「m5.kcn.ne.jp」 としてあります)

メールサーバーへのログオン情報
【アカウント名(U)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード)

【メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、・・・】はチェックを
入れないで下さい入れないで下さい。

設定しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

5．
『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2003 アカウントの追加方法」は終
了です。
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1．
DockからMailを起動します。

kに「 il がな 場合は 「アプリケ

Mail2(Mac OS 10.4) 初めて起動した場合

Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーション」
フォルダ（または「Application」フォルダ）から「Mail」
を起動します。

2．
『ようこそMailへ』の画面が表示されます。

【続ける】をクリックします【続ける】をクリックします。

3．
『一般情報』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します各項目を次のように設定します。

【アカウントの種類】・・・POP
【アカウントの説明】・・・アカウント設定の任意の名前

（ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります）
【氏名】・・・お客様のお名前やニックネーム

（ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります）
【メールアドレス】

・・・KCN-Net登録ご案内記載のメールアドレス
(変更している場合はそのメ ルアドレス)(変更している場合はそのメールアドレス)

（ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」としてあります）

設定しましたら、【続ける】をクリックします。

4．
『受信用 サ 』 画面が表示されます『受信用メールサーバ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【受信用メールサーバ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の受信メールサーバ（POP3）
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【ユーザ名】・・・KCN-Net登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・パスワード（「●」で表示されます）

設定しましたら、【続ける】をクリックします。
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項目4で設定した内容でサーバに問い合わせを行
います（「POPサーバ”m5.kcn.ne.jp”への接続を確
認中 」と表示されます）

「▲POPサーバ”m5.kcn.ne.jp”にログインできませ
んでした。・・・・・・・」等と表示された場合、設定内
容に間違いがあるかもしれませんので 設定項目を

- Mail2(Mac OS 10.4) 初めて起動した場合-

認中...」と表示されます）。 容に間違いがあるかもしれませんので、設定項目を
再度確認して下さい。

5．
『送信用メールサーバ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【送信用メールサーバ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の送信メールサーバ（SMTP）
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【認証を使用】・・・チェックしない
【ユーザ名】・・・入力しない
【パスワード】・・・入力しない

設定しましたら、【続ける】をクリックします。

6．
『アカウントの概要』の画面が表示されます。

設定した内容が表示されます。設 容 表 す。

【続ける】をクリックします。
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7．
『設定結果』の画面が表示されます。

【終了】をクリックします。

- Mail2(Mac OS 10.4) 初めて起動した場合-

8．
【Mail】-【環境設定...】を選択します。

9．
【 】 【 細】表示される画面で【アカウント】を選択し、【詳細】をク

リックします。

次の設定項目を設定します。

【このアカウントを使用する】・・・チェックする
【新規メールを自動的に受信するときに含める】

・・・チェックする
【メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り
除く】・・・すぐに取り除く
※残す設定にしているとサーバに大量のメールが残り、受信
できなくなる場合があります。できるだけ、すぐに取り除くを
選択して下さい。

設定しましたら、左上の●（クローズボタン）をクリックし
て下さい。

10．
『変更内容を保存』の画面が表示されます。

【保存】をクリックします。

以上で「Mail2（Mac OS 10.4）初めて起動した場合」は
終了です。

30



Mail2(Mac OS 10.4) アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
DockからMailを起動します。

Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーション」
フォルダ（または「Application」フォルダ）から「Mail」
を起動します。

22．
【Mail】-【環境設定...】を選択します。

3．
表示される画面で【アカウント】を選択し、【+】をクリック
します。

4．
『一般情報』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【アカウントの種類】・・・POP
【アカウントの説明】・・・アカウント設定の任意の名前

（ここでは例として「Jiro Kintetsu」としてあります）
【氏名】・・・お客様のお名前やニックネーム

（ここでは例として「Jiro Kintetsu」としてあります）
【メールアドレス】

・・・KCN-Net登録ご案内記載のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
（ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」としてあります）

設定しましたら、【続ける】をクリックします。
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5．
『受信用メールサーバ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【受信用メールサーバ】

- Mail2(Mac OS 10.4) アカウントの追加方法-

【受信用メ ルサ バ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の受信メールサーバ（POP3）
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【ユーザ名】・・・KCN-Net登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・パスワード（「●」で表示されます）

設定しましたら、【続ける】をクリックします。

「POPサーバ”m5.kcn.ne.jp”への接続を確認中...」と
表示され サーバへの問い合わせが成功した場合表示され、サ バ の問い合わせが成功した場合、
項目6の画面に変わります。

6．
『送信用メールサーバ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【送信用メールサーバ】【送信用メ ルサ バ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の送信メールサーバ（SMTP）
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【認証を使用】・・・チェックしない
【ユーザ名】・・・入力しない
【パスワード】・・・入力しない

設定しましたら、【続ける】をクリックします。

7．
『アカウントの概要』の画面が表示されます。

設定した内容が表示されます。

【続ける】をクリックします。

8．
『設定結果』の画面が表示されます。

【終了】をクリックします。

※更にアカウントの追加を行う場合は【別のアカウント
を作成】をクリックします。
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9．
表示される画面で【アカウント】を選択し、【詳細】をク
リックします。

次の設定項目を設定します。

- Mail2(Mac OS 10.4) アカウントの追加方法-

【このアカウントを使用する】・・・チェックする
【新規メールを自動的に受信するときに含める】

・・・チェックする
【メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り
除く】・・・すぐに取り除く
※残す設定にしているとサーバに大量のメールが残り、受信
できなくなる場合があります。できるだけ、「すぐに取り除く」
を選択して下さい。

設定しましたら、左上の●（クローズボタン）をクリックし
て下さい。

10．
『変更内容を保存』の画面が表示されます。

【保存】をクリックします。

以上で「Mail2（Mac OS 10.4）アカウントの追加方法」
は終了です。

33



Mail1.3(Mac OS 10.3) 初めて起動した場合

1．
D kからM ilを起動します

2．
初めて起動した場合、『ようこそMailへ』の画面が表示されます。

DockからMailを起動します。

Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーション」
フォルダ(または「Application」フォルダ)から「Mail」
を起動します。

各項目を次のように設定します。

【氏名】・・・お客様のお名前やニックネーム
(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【メールアドレス】

・・・KCN-Net登録ご案内記載のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m5 kcn ne jp」としてあります)(ここでは例として「#####@m5.kcn.ne.jp」としてあります) 

【受信用メールサーバ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の受信メールサーバ(POP3)

(ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります) 
【メールサーバの種類】・・・POP
【ユーザ名】・・・KCN-Net登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・パスワード(「●」で表示されます)
【送信用メールサーバ】

登録ご案内記載 送信メ サ バ( )・・・KCN-Net登録ご案内記載の送信メールサーバ(SMTP)
(ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります)

設定しましたら、【OK】をクリックします。
確認のため自動的にインターネット接続を行います。「接続に失
敗しました」というメッセージが表示される場合、設定内容の間違
い、インターネット接続に失敗している等が考えられます。

3．
初めて起動した場合、『メールボックスの読み込み』の画面が
表示されます。

【いいえ】をクリックします。

4．
初めて起動した場合、『ようこそ』の画面が表示されます。
【いいえ】をクリックします。

以上で「Mail1.3(Mac OS 10.3) 初めて起動した場合」は終了で
す。
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Mail1.3(Mac OS 10.3) アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
DockからMailを起動します。

2．
【Mail】-【環境設定...】を選択します。

3．
表示される画面で【アカウント】をクリックします。

4．
『アカウント』の画面が表示されます。

【＋】をクリックします【＋】をクリックします。
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5．
アカウント欄に1行増えていることを確認し、次の
項目を設定します。

【アカウントの種類】・・・POP

-Mail1.3(Mac OS 10.3) アカウントの追加方法-

【アカウントの種類】 POP
【説明】・・・任意
【メールアドレス】・・・登録ご案内記載のメールアドレス

(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」と
してあります)

【氏名】・・・お客様のお名前やニックネームを入力
(ここでは例として「近鉄 次郎」としてあります)

【受信用 】【受信用メールサーバ】
・・・登録ご案内記載の受信用メールサーバ名
(ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります)

【ユーザー名】・・・KCN-Net登録ご案内記載の
POP3アカウント

【パスワード】・・・パスワード(「●」で表示されます)
【送信用メールサーバ(SMTP)】・・・受信用メール
サーバと同じものサ バと同じもの

設定したら左上の●(クローズボタン)を
クリックします。

以上で「Mail1.3(Mac OS 10.3) アカウントの追加方法」
は終了です。
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Mail1.2(Mac OS 10.2) 初めて起動した場合

1．
DockからMailを起動します。

Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーション」
フォルダ(または「Application」フォルダ)から「Mail」
を起動します。

2．
初めて起動した場合、『ようこそMailへ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【氏名】・・・お客様のお名前やニックネーム
(ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります)
【メ ルアドレス】【メールアドレス】

・・・KCN-Net登録ご案内記載のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあります) 

【受信用メールサーバ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の受信メールサーバ(POP3)

(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります) 
【メールサーバの種類】・・・POP【 種 】
【ユーザ名】・・・KCN-Net登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・パスワード
【送信用メールサーバ】

・・・KCN-Net登録ご案内記載の送信メールサーバ(SMTP)
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

設定しましたら、【OK】をクリックします。
確認のため自動的にインターネット接続を行います。「接続に失確認 続 行 続
敗しました」というメッセージが表示される場合、設定内容の間違
い、インターネット接続に失敗している等が考えられます。

3．
初めて起動した場合、『メールボックスの読み込み』の画面が
表示されます。

【いいえ】をクリ クします【いいえ】をクリックします。

4．
初めて起動した場合、『ようこそ』の画面が表示されます。
【いいえ】をクリックします。

以上で「Mail1.2(Mac OS 10.2) 初めて起動した場合」は終了で以上で Mail1.2(Mac OS 10.2) 初めて起動した場合」は終了で
す。
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1．

Mail1.2(Mac OS 10.2) アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

DockからMailを起動します。

2．
【Mail】-【環境設定...】を選択します。

3．
『アカウント』の画面が表示されます。

(他の設定画面が表示される場合、【アカウント】を
クリックします。)

【アカウント追加】をクリックします。

4．
表示される画面で、【アカウント情報】タブを選択し、
次の項目を設定します。

【アカウントの種類】・・・POP
【説明】・・・任意
【メールアドレス】・・・登録ご案内記載のメールアドレス

(変更している場合はそのメールアドレス)(変更している場合はそのメ ルアドレス)
(ここでは例として「xxxxx@m4.kcn.ne.jp」
としてあります)

【氏名】・・・お客様のお名前やニックネームを入力
【受信用メールサーバ】

・・・登録ご案内記載の受信用メールサーバ名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

【ユーザー名】・・・お客様のPOP3アカウント
【パスワード】・・・パスワード

設定しましたら、【オプション】をクリックします。
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5．
『SMTPサーバのオプション』の画面が表示されます。

-Mail1.2 (Mac OS 10.2) アカウントの追加方法-

【送信用メールサーバ】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバ(SMTP)名

(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

設定しましたら、【OK】をクリックします。

66．
項目4の画面に戻りますので、【OK】をクリックします。

7．
項目3の画面に戻りますので、左上の●(クローズボ
タン)をクリックします。

以上で「Mail1.2(Mac OS 10.2) アカウントの追加方
法」は終了です。
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Microsoft Entourage 2004 (Mac OS X)
初めて起動した場合

11．
Microsoft Entourageを起動します。

22．
『Entourage セットアップアシスタント』の画面が表示
されます。
●(クローズボタン)をクリックし、セットアップアシスタ
ントを終了します。

3．
『アシスタントを閉じてよろしいですか？』の画面が
表示されます。
【閉じる】をクリックします。

4．
メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択します。
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-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) 初めて起動した場合-

5．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。

6．
『メールアカウントの設定』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【電子メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@ 5 k j 」としてあり(ここでは例として「#####@m5.kcn.ne.jp」としてあり
ます)
入力しましたら、右矢印をクリックします。

7．
『自動設定の失敗』の画面が表示されます。
右矢印をクリックします。
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8．
『設定の確認および完了』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【名前】・・・お客様のお名前やニックネーム

-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) 初めて起動した場合-

(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m5.kcn.ne.jp」としてあります)
【アカウントID】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載(変更している場合は変
更後)のパスワード
(●で表示されます)
※パスワードを毎回入力したくない場合には【Mac OS X※パスワードを毎回入力したくない場合には【Mac OS X 
キーチェーンにパスワードを保存】にチェックします。
【受信メールサーバー】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー（POP3）名
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【受信メールサーバーの種類】・・・POP
【送信メールサーバー】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー（SMTP）名
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）（ここでは例として m5.kcn.ne.jp」としてあります）

入力しましたら、右矢印をクリックします。

9．
『オプション：設定の確認』の画面が表示されます。
【アカウントの設定情報の確認】をクリックします。

10．
「アカウント設定が確認されました」と表示された場合、
正しく設定できています。
右矢印をクリックします。
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-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) 初めて起動した場合-

10 続き
「アカウント設定の一部が正しくありません。・・・」と
表示された場合、設定に誤りがありますので、左矢表示された場合、設定に誤りがありますので、左矢
印をクリックし、『設定の確認および完了』の画面に
戻ってください。

11．
『設定を完了しました』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【アカウント名】・・・わかりやすい名前を入力
(ここでは例として「#####@m5.kcn.ne.jp」としてあり
ます)
入力しましたら、【完了】をクリックします。

12．
『アカウント』の画面が表示されます。
設定したメールアカウントが追加されています。
●(クローズボタン)をクリックし、終了します。

以上で「Microsoft Entourage2004(Mac OS X)初め
て起動した場合 は終了ですて起動した場合」は終了です。
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Microsoft Entourage2004(Mac OS X) 
アカウントの追加方法

メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。複 合 行 。

1．
Microsoft Entourageを起動します。

2．
メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択します。

33．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。
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4．
『メールアカウントの設定』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【電子メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメ ルアドレス)

-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) アカウントの追加方法-

(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「$$$$$@m5.kcn.ne.jp」としてあり
ます)
入力しましたら、右矢印をクリックします。

5．
『自動設定の失敗』の画面が表示されます。
右矢印をクリックします右矢印をクリックします。

6．
『設定の確認および完了』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【名前】・・・お客様のお名前やニックネーム
(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「$$$$$@m5 kcn ne jp」としてあります)(ここでは例として「$$$$$@m5.kcn.ne.jp」としてあります)
【アカウントID】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載(変更している場合は変
更後)のパスワード
(●で表示されます)
※パスワードを毎回入力したくない場合には【Mac OS X 
キーチェーンにパスワードを保存】にチェックします。
【受信メールサーバー】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー（POP3）名登録ご案内記載の受信メ ルサ （POP3）名
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【受信メールサーバーの種類】・・・POP
【送信メールサーバー】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー（SMTP）名
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

入力しましたら、右矢印をクリックします。
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7．
『オプション：設定の確認』の画面が表示されます。
【アカウントの設定情報の確認】をクリックします。

-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) アカウントの追加方法-

8．
「アカウント設定が確認されました」と表示された場合、
正しく設定できています。
右矢印をクリックします。

「アカウント設定の一部が正しくありません。・・・」と
表示された場合、設定に誤りがありますので、左矢
印をクリックし、『設定の確認および完了』の画面に
戻ってください。
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9．
『設定を完了しました』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。

-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) アカウントの追加方法-

次の項目を設定します。
【アカウント名】・・・わかりやすい名前を入力
(ここでは例として「$$$$$@m5.kcn.ne.jp」としてありま
す)
入力しましたら、【完了】をクリックします。

1010．
『アカウント』の画面が表示されます。
設定したメールアカウントが追加されています。
●(クローズボタン)をクリックし、終了します。

以上で「Microsoft Entourage2004(Mac OS X)アカウ
ントの追加方法」は終了です。
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1．
Mi ft E t を起動します

Microsoft Entourage (Mac OS X) 初めて起動した場合

Microsoft Entourageを起動します。

2．
『Entourage設定アシスタント』の画面が表示されま
す ●(ク ズボタ )をクリ クし 設定 タす。●(クローズボタン)をクリックし、設定アシスタン
トを終了します。

3．
『アシスタントを閉じてよろしいですか？』の画面が
表示されます。
【閉じる】をクリックします。

4．
メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択します。
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5．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。

-Microsoft Entourage (Mac OS X) 初めて起動した場合-

6．
『名前』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【名前】・・・お客様のお名前やニックネーム
(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)例
入力しましたら、右矢印をクリックします。

7．
『あなたの電子メールアドレス』の画面が表示されます。
【すでに持っている電子メールアドレスを使う】にチェッ【すでに持っている電子メールアドレスを使う】にチェッ
クし、次の項目を設定します。
【電子メールアドレス】

・・・登録ご案内記載のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」と
してあります)

入力しましたら、右矢印をクリックします。
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8．
『メールサーバー』の画面が表示されます。
次の項目を設定、入力します。
【電子メールサーバーの種類】・・・POP

-Microsoft Entourage (Mac OS X) 初めて起動した場合-

【電子メ ルサ バ の種類】 POP
【受信メールサーバー】
・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信(SMTP)メールサーバー】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
入力しましたら、右矢印をクリックします。

99．
『アカウントIDおよびパスワード』の画面が表示されま
す。
次の項目を設定します。
【アカウントID】

・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】

・・・登録ご案内記載の初期パスワード登録ご案内記載の初期 スワ ド
(●で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

※パスワードを毎回入力したくない場合は【MacOS
キーチェーンにパスワードを保存】にチェックします。
入力しましたら、右矢印をクリックします。

10．
『おめでとうございます！』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【アカウント名】・・・わかりやすい名前を入力【 ウ 名】 やす 名前 入力
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあり
ます)
入力しましたら、【完了】をクリックします。
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11．
『アカウント』の画面が表示されます。
設定したメールアカウントが追加されています。
●(ク ズボタン)をクリ クし 終了します

-Microsoft Entourage (Mac OS X) 初めて起動した場合-

●(クローズボタン)をクリックし、終了します。

以上で「Microsoft Entourage(Mac OS X) 初めて起
動した場合」は終了です。
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Microsoft Entourage(Mac OS X) アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Microsoft Entourageを起動します。

2．
メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択します。

3．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。
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4．
『名前』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【名前】・・・お客様のお名前やニックネーム

-Microsoft Entourage(Mac OS X) メールアカウントの追加方法-

【名前】 お客様のお名前やニックネ ム
(ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックします。

5．
『あなたの電子メールアドレス』の画面が表示されます『あなたの電子メ ルアドレス』の画面が表示されます。
【すでに持っている電子メールアドレスを使う】に
チェックし、次の項目を設定します。
【電子メールアドレス】

・・・登録ご案内記載のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」と
してあります)

力 ら 右矢印を す入力しましたら、右矢印をクリックします。

6．
『メールサーバー』の画面が表示されます。
次の項目を設定、入力します。
【電子メールサーバーの種類】・・・POP
【受信メールサーバー】
・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名案 記載 受信 ( )名
【送信(SMTP)メールサーバー】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
入力しましたら、右矢印をクリックします。
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7．
『アカウントIDおよびパスワード』の画面が表示されま
す。

-Microsoft Entourage(Mac OS X) メールアカウントの追加方法-

す。
次の項目を設定します。
【アカウントID】

・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】

・・・登録ご案内記載の初期パスワード
(●で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

※パ ワ ドを毎回入力したくな 場合は【 OS※パスワードを毎回入力したくない場合は【MacOS
キーチェーンにパスワードを保存】にチェックします。
入力しましたら、右矢印をクリックします。

8．
『おめでとうございます！』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【アカウント名】・・・わかりやすい名前を入力
(ここでは例として「追加メールアカウント」としてあり
ます)
入力しましたら 【完了】をクリ クします入力しましたら、【完了】をクリックします。

9．
『アカウント』の画面が表示されます。
設定したメールアカウントが追加されています。
●(クロ ズボタン)をクリ クし 終了します●(クローズボタン)をクリックし、終了します。

以上で「Microsoft Entourage(Mac OS X) アカウント
の追加方法」は終了です。
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1．
【O tl k E 5】アイ ンをダブルクリ クし

OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前) 
初めて起動した場合の設定方法

【Outlook Express 5】アイコンをダブルクリックし、
Outlook Express 5を起動します。

2．
初めて起動した場合、『Outlook Express 設定アシスタ
ント』の画面が表示されますント』の画面が表示されます。
ここでは設定アシスタントを使用せずに設定を行います。
クローズボタンをクリックしてください。

3．
メニューバーの【ツール】より【アカウント】を選択します。

4．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックし、表示されるメニューより【メール...】
を選択します。
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5．
アカウント設定アシスタントが始まり、『あなたの名前』
の画面が表示されます。

-OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前) 初めて起動した場合の設定方法-

の画面が表示されます。
【表示名：】にお客様のお名前、ニックネームなどを入
力します。
(ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

6．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示され
ます。
【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
し、【電子メール アドレス：】にお客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)を入力します。
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

77．
『電子メール サーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を入力、設定します。
【電子メール サーバーの種類：】…POP
【受信メール(POP、IMAP)サーバー：】

…登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

【送信メール(SMTP)サーバー：】【送信メ ル(SMTP)サ バ ：】
…登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

入力しましたら、右矢印をクリックしてください。
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8．
『インターネット メール ログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を入力します。

-OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前) 初めて起動した場合の設定方法-

以下の項目を入力します。
【アカウントID：】

…登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード：】

…登録ご案内記載の初期パスワード
(●で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

9．
『おめでとうございます！』の画面が表示されます。
【アカウント名：】には、わかりやすい任意の名前を入力
してください。
入力しましたら、【完了】をクリックします。

以上で「OutlookExpress5(Mac OS 9.x以前) 初めて起
動した場合の設定方法 は終了です動した場合の設定方法」は終了です。
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OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前) 
アカウントの追加方法

メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
【Outlook Express 5】アイコンをダブルクリックし、
Outlook Express 5を起動します。

複 合 行 。

2．
メニューバーの【ツール】より【アカウント】を選択します。

3．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。

44．
アカウント設定アシスタントが始まり、『あなたの名前』
の画面が表示されます。
【表示名：】にお客様のお名前、ニックネームなどを入
力します。
(ここでは例として「Jiro Kintetsu」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックしてください。
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5．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示され
ます。

-OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前)アカウントの追加方法-

ます。
【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
し、【電子メール アドレス：】にお客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)を入力します。
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

6．
『電子メール サーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を入力 設定します以下の項目を入力、設定します。
【電子メール サーバーの種類：】…POP
【受信メール(POP、IMAP)サーバー：】
…登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

【送信メール(SMTP)サーバー：】
…登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

7．
『インターネット メール ログオン』の画面が表示されます『インタ ネット メ ル ログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を入力します。
【アカウントID：】

…登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード：】

…登録ご案内記載の初期パスワード
(●で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

入力しましたら、右矢印をクリックしてください。
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8．
『おめでとうございます！』の画面が表示されます。

-OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前)アカウントの追加方法-

『おめでとうございます！』 画面が表示されます。
【アカウント名：】には、わかりやすい任意の名前を入力し
てください。
入力しましたら、【完了】をクリックします。

9．
『アカウント』の画面に戻ります。
設定したメールアカウントが追加されています。
□(クローズボタン)をクリックします。

以上で「OutlookExpress5(Mac OS 9.x以前) アカウント
の追加方法」は終了です。
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