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はじめに

ケーブルモデムとパソコンの接続
設置いたしましたケーブルモデムとパソコンを付属の LANケーブルで接続してください。
（ケーブルモデムとお客様のパソコンのLAN（Ethernet）接続端子をケーブルモデムに付属しているLANケー
ブルで接続します。接続端子の場所は機種によって違いますので付属の取扱説明書にてご確認ください。）

【LANケーブルについて】
ケーブルモデムに付属する LANケーブルでは長さが不足する場合には、パソコン販売店などで別途お買い
求めください。
ケーブルモデムとパソコンとの接続に使用する LANケーブルの規格はカテゴリ 5以上のストレートケーブ
ルとなります。

【ご注意】
ブロードバンドルーター（無線ルーター）を使用して接続する場合には、ルーターに付属の取扱説明書をご
覧いただき、正しく接続、設定をお願いいたします。
パソコンにモジュラージャック（電話線用接続端子、形状は似ていますが LAN接続端子より小さいもの）
がある場合がございますが、ケーブルモデムとの接続では使用しません。

LAN端子
（PCへ）

同軸ケーブル
（絶対に取り外さないで下さい）

電源

※機種によってレイアウトは異なります



3

パソコンをクローバーネットへ接続する方法をご説明します。
☆インターネットがつながらない時も、以下の作業を行うことで復旧することがありますのでお試しください

パソコンのOSの種類（Windows Vista・７・8・10・MAC）などで設定の違いはなく、モデムやルーターのリセッ
ト作業で接続できます。
ユーザー名・パスワードなどの設定は必要ありません。
パソコンを買い換えた場合も以下の方法でインターネット接続ができるようになります。
※ただし、ご自宅の環境により接続方法が違いますのでご注意ください

ケース1
●無線ルーター内蔵のケーブルモデム（BCW710J）からパソコンに接続されている場合

①無線ルーター内蔵のケーブルモデムの電源コンセントを抜き、電源を切ります
② 1～ 3分前後お待ちいただいてから、モデムの電源を入れます
③基本的にこの作業でインターネットは接続可能になります
繋がらない場合は、6ページを参照ください

ケース2
●ケーブルモデムからパソコンまで、LANケーブルで直接接続される場合

①ケーブルモデムの電源コンセントを抜き、電源を切ります
② 1～ 3分前後お待ちいただいてから、モデムの電源を入れます
③基本的にこの作業でインターネットは接続可能になります
繋がらない場合は、6ページを参照ください

ケース3
●ケーブルモデムから、ルーター・ハブなどを経由し、LANケーブルでパソコンに接続される場合

ケース4
●ケーブルモデムから、ルーター・ハブなどを経由し、無線 LANでパソコンに接続される場合

インターネットへの接続
～パソコンを買い換えた時・つながらない時～

ここでは、ケーブルモデムから無線
ルーターまでの接続方法をご案内い
たします（5ページを参照ください）

無線ルーターからパソコン（他WIFI
接続機器）までの接続方法は、ルーター
の取扱説明書などを御覧ください
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ケーブルモデムの電源コンセントを抜き、電源を切ります。
コンセントを抜くと、ランプが消灯します。

1

2

3

4

5

御自宅にあるルーターやハブの電源コンセントを抜き、電源を切
ります。
コンセントを抜くと、ランプが消灯します。

1～ 3分前後お待ちいただいてから、モデムの電源を入れます。
コンセントを差し、電源を入れます。
モデムとルーターの電源を同時に入れないでください！
※ 同時に電源を入れたり、順番を間違うとインターネットにつな
がらなくなります。

1～ 3分程お待ちいただいてから、ルーター等の電源を入れます。
コンセントを差し、電源を入れます。
※ ルーターが複数あったり、ルーターの次にハブなどが付いてい
る環境の方は同様に 1～ 3分程お待ちいただき次の機械の電源
を入れる・・・を繰り返してください。

1～ 3分程お待ちいただいてから、パソコンにて接続を確認してください。
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●インターネットに繋がらないとき
・リセット作業をしても接続できないときは、ケーブルモデムのランプ状態を御確認ください

[ 正常なとき ]
① POWERランプ ・点灯
②CABLEランプ ・点灯
③ PCランプ ・・・・
　 パソコンやルーターの電源が付いていれば点滅します
　 （モデム背面の真ん中の LANケーブルの先に繋がっ
ている機械の電源が入っていると点滅します）

・①のPOWERランプが消灯している
・ ②のCABLEランプが消灯していたり、
点滅している

[ 正常なとき ]
・ LINK ランプが点滅し、それ以外のランプは全て点灯
します

・① POWERランプが消灯している
・ ②ONLINEランプが消灯していたり、
点滅している

■モデムのランプ状態が正常だが、インターネットが繋がらない場合
・モデムが正常でも接続ができない場合、
お客様宅で使用されている機械（パソコンやルーターなど）の設定などが原因であったり原因がさまざまです。
【よくある切断例（7ページ～ 10ページ）】をご参考ください。
他、ご不明点などございましたら、クローバーTVまでお問い合わせください。

クローバー TV ま
でご連絡ください｝

② ①

クローバー TV ま
でご連絡ください｝

型番：BCW620

③ ② ①

型番：DPC2100

[ 正常なとき ]
① POWERランプ ・点灯
②ONLINE ランプ ・点灯
③ LINK ランプ ・・・
　 パソコンを LANケーブルに繋ぎ、パソコンの電源が
ついていれば点滅します
④WLANランプ ・・点灯

・①のPOWERランプが消灯している
・ ②のONLINEランプが消灯していたり、
点滅している

クローバー TV ま
でご連絡ください｝

④ ③ ② ①

型番：BCW710J
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Windows 10 での
電子メールの設定

メールアカウント設定（Windows 10 メール）POP over TLS
の場合

1

デスクトップ左下のWindows アイコン をクリッ

クし、「メール」をクリックして起動します。

1-1

「ようこそ」の画面が表示された場合は、「使ってみる」
をクリック

1-2

「アカウント」の画面が表示された場合は「アカウント
の追加」をクリック

2

メールアプリが立ち上がりましたら、画面左下の

をクリックし、右側に現れる「設定」から「アカウント
の管理」をクリックします。
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3

画面右側の「アカウントの管理」から、「アカウントの
追加」をクリックします。

4

「アカウントの選択」画面が表示されましたら、「詳細設
定」をクリックします。

5

「詳細設定」から、「インターネット メール」をクリッ
クします。

6
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以下のように入力します。
●アカウント名：電子メールアドレスを入力します
●表示名：任意の名前を入力します
　（こちらに入力したものが送信者名になります）
●受信メールサーバー：mailssl.clovernet.ne.jp を入力
します
●アカウントの種類：POP3を選択します
●ユーザー名：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●送信（SMTP）メールサーバー：mailssl.clovernet.
ne.jp を入力します
●「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます
●「メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う」
にチェックを入れます
●「受信メールにSSLを使う」にチェックを入れます
●「送信メールにSSLを使う」にチェックを入れます

設定が完了したら、「サインイン」をクリックします。

7

「すべて完了しました。」の画面が表示されたら、「完了」
ボタンをクリックします。

※バージョンによって順番や、項目名が違うことがあり
ます。
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電子メールアドレスの設定の確認（Windows 10 メール）POP 
over TLS の場合

1

画面左下の をクリックし、右側に現れる「設定」

から「アカウントの管理」をクリックします。

2

「アカウントの管理」画面から、使用中のアカウントを
クリックします。

3

アカウントの設定の画面が出ますので、「メールボック
スの同期設定を変更」をクリックします。

4

「同期設定」画面下部の「メールボックスの詳細設定」
をクリックします。
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5 入力されている内容が間違っていないか確認して下さ
い。
●受信メールサーバー：mailssl.clovernet.ne.jp を入力
します
●送信（SMTP）メールサーバー：mailssl.clovernet.
ne.jp を入力します
●「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます
●「メールの送信に同じユーザー名とパスワード使う」
にチェックを入れます
●「受信メールにSSLを使う」にチェックを入れます
●「送信メールにSSLを使う」にチェックを入れます

変更箇所がなければ「キャンセル」を、変更箇所があれ
ば「完了」をクリックします。
手順 3 の画面に戻りますので「保存」をクリックします。
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メールアカウント設定（Windows 10 メール）IMAPの場合

1

デスクトップ左下のWindows アイコン をクリッ

クし、「メール」をクリックして起動します。

2

メールアプリが立ち上がりましたら、画面左下の

をクリックし、右側に現れる「設定」から「アカウント
の管理」をクリックします。

3

画面右側の「アカウントの管理」から、「アカウントの
追加」をクリックします。

4

「アカウントの選択」画面が表示されましたら、「詳細設
定」をクリックします。
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5

「詳細設定」から、「インターネット メール」をクリッ
クします。

6

以下のように入力します。
●アカウント名：電子メールアドレスを入力します
●表示名：任意の名前を入力します
　（こちらに入力したものが送信者名になります）
●受信メールサーバー：imap.clovernet.ne.jp を入力し
ます
●アカウントの種類：IMAP4を選択します
●ユーザー名：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●送信（SMTP）メールサーバー：imap.clovernet.
ne.jp を入力します
●「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます
●「メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う」
にチェックを入れます
●「受信メールにSSLを使う」にチェックを入れます
●「送信メールにSSLを使う」にチェックを入れます

設定が完了したら、「サインイン」をクリックします。

7

「すべて完了しました。」の画面が表示されたら、「完了」
ボタンをクリックします。

※バージョンによっては順番や項目名が違うことがあり
ます。
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電子メールアドレスの設定の確認（Windows 10 メール）IMAP
の場合

1

画面左下の をクリックし、右側に現れる「設定」

から「アカウントの管理」をクリックします。

2

「アカウントの管理」画面から、使用中のアカウントを
クリックします。

3

アカウントの設定の画面が出ますので、「メールボック
スの同期設定を変更」をクリックします。

4

「同期設定」画面下部の「メールボックスの詳細設定」
をクリックします。
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5 入力されている内容が間違っていないか確認して下さ
い。
●受信メールサーバー：imap.clovernet.ne.jp を入力し
ます
●送信（SMTP）メールサーバー：imap.clovernet.
ne.jp を入力します
●「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます
●「メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う」
にチェックを入れます
●「受信メールにSSLを使う」にチェックを入れます
●「送信メールにSSLを使う」にチェックを入れます

変更箇所がなければ「キャンセル」を、変更箇所があれ
ば「完了」をクリックします。手順 3 の画面に戻りま
すので、「保存」をクリックし、メール送受信画面に戻
ります。
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Outlook2016・2013、OS：Windows10、8、
8.1、Windows 7での電子メールの設定

メールアカウント設定（Outlook2016・2013、
OS：Windows10、8、8.1、Windows 7）
POP over TLS の設定

「Outlook2013 へようこそ」画面の右下にある「次へ」
をクリックします。

1

「電子メールアカウントの追加」画面が出ますので、「は
い」が選択されていることを確認し、右下の「次へ」を
クリックします。

2

画面下部の「自分で電子メールやその他のサービスを使
うための設定をする（手動設定）」にチェックを入れ、
右下の「次へ」をクリックします。

3

「POPまたは IMAP」を選択し、右下の「次へ」をクリッ
クします。
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4

以下のように入力します。
●名前：任意の名前を入力します（こちらに入力したも
のが、送信者名になります）
●電子メールアドレス：ご使用の電子メールアドレスを
入力します
●アカウントの種類：POP3 になっていることを確認し
ます

●
受信メールサーバー
送信メールサーバー｝mailssl.clovernet.ne.jp を入力します
●アカウント名：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●パスワードを保存する：チェックを入れます
●「メールサーバーがセキュリティで保護された・・・」
のチェックは入れません

設定が完了したら、「詳細設定」をクリックします。

5

「送信サーバー タブ」をクリックし、「送信サーバー
（SMTP）は認証が必要」にチェックを入れ、「受信メー
ルサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。

6

「詳細設定タブ」をクリックし、以下の通り入力します。
●受信サーバー：995
●「このサーバーは暗号化された接続（SSL）が必要」
にはチェックを入れます
●送信サーバー：465
●「使用する暗号化接続の種類」：SSL

※「サーバーにメッセージのコピーを置く」は、複数台
の PCにて、同じメールアドレスを共有する場合は
チェックを入れてください。
　（初期状態ではチェックが入っています）
　設定が完了したら、「OK」をクリックします。

7

アカウント設定画面に戻りますので、「次へ」をクリッ
クします。



17

8

テストがはじまります。
正常にテストが終わると、左側に緑色のレ点が入り、「閉
じる」ボタンが出てきますので「閉じる」ボタンをクリッ
クします。

9

「すべて完了しました」の画面が出ましたら、右下の「完
了」ボタンをクリックします。
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電子メールアドレスの設定の確認（Outlook2013、
OS :Windows 10、 8、8.1、7）POP over TLS の設定

1

Outlook2013 を起動します。
左上にある「ファイル」をクリックします。

2

「情報」→「アカウント設定」→「アカウント設定（A）」
の順に進みます。

3

アカウント設定の画面が出ますので入力されている使用
中のアカウント名をクリックし、次に「変更」をクリッ
クします。

4
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入力されている内容が間違っていないか確認して下さ
い。
●名前：任意の名前を入力します（こちらに入力したも
のが、送信者名になります）
●電子メールアドレス：ご使用の電子メールアドレスを
入力します
●アカウントの種類：POP3になっていることを確認し
ます

●
受信メールサーバー
送信メールサーバー｝mailssl.clovernet.ne.jp を入力します
●アカウント名：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●パスワードを保存する：チェックを入れます
●「メールサーバーがセキュリティで保護された・・・」
のチェックは入れません

右下の「詳細設定」をクリックしてください。

5

「詳細設定タブ」をクリックし、以下の通り入力されて
いることを確認してください。
●受信サーバー：995
●「このサーバーは暗号かされた接続（SSL）が必要」
にはチェックを入れます
●送信サーバー：465
●「使用する暗号化接続の種類」：SSL

※「サーバーにメッセージのコピーを置く」は、複数台
の PCにて、同じメールアドレスを共有する場合は
チェックを入れてください。
　（初期状態ではチェックが入っています）
　設定が完了したら、「OK」をクリックします。

6

手順 4 の画面に戻るので、右下の「次へ」をクリック
します。
クリックすると以下の画面が出てきますので、「完了」
をクリックします。
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メールアカウント設定（Outlook2013、OS：Windows10、8、8.1、
Windows 7）IMAPの設定

「Outlook2013 へようこそ」画面の右下にある「次へ」
をクリックします。

1

「電子メールアカウントの追加」画面が出ますので、「は
い」が選択されていることを確認し、右下の「次へ」を
クリックします。

2

画面下部の「自分で電子メールやその他のサービスを使
うための設定をする（手動設定）」にチェックを入れ、
右下の「次へ」をクリックします。

3

「POPまたは IMAP」を選択し、右下の「次へ」をクリッ
クします。
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4

以下のように入力します。
●名前：任意の名前を入力します（こちらに入力したも
のが、送信者名になります）
●電子メールアドレス：ご使用の電子メールアドレスを
入力します
●アカウントの種類：IMAP になっていることを確認し
ます

●
受信メールサーバー
送信メールサーバー｝imap.clovernet.ne.jp を入力します
●アカウント名：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●パスワードを保存する：チェックを入れます
●「メールサーバーがセキュリティで保護された・・・」
のチェックは入れません

設定が完了したら、「詳細設定」をクリックします。

5

「送信サーバー タブ」をクリックし、「送信サーバー
（SMTP）は認証が必要」にチェックを入れ、「受信メー
ルサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。

6

 

「詳細設定タブ」をクリックし、以下の通り入力します。
●受信サーバー：993
●「使用する暗号化接続の種類」：SSL
●送信サーバー：465
●「使用する暗号化接続の種類」：SSL

設定が完了したら、「OK」をクリックします。

7

アカウント設定画面に戻りますので、「次へ」をクリッ
クします。
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8

テストがはじまります。
正常にテストが終わると、左側に緑色のレ点が入り、「閉
じる」ボタンが出てきますので「閉じる」ボタンをクリッ
クします。

9

「すべて完了しました」の画面が出ましたら、右下の「完
了」ボタンをクリックします。
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電子メールアドレスの設定の確認（Outlook2013、
OS :Windows 10、 8、8.1、7）IMAPの設定

1

Outlook2013 を起動します。
左上にある「ファイル」をクリックします。

1

「情報」→「アカウント設定」→「アカウント設定（A）」
の順に進みます。

2

アカウント設定の画面が出ますので入力されている使用
中のアカウント名をクリックし、次に「変更」をクリッ
クします。

3
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入力されている内容が間違っていないか確認して下さ
い。
●名前：任意の名前を入力します（こちらに入力したも
のが、送信者名になります）
●電子メールアドレス：ご使用のメールアドレスを入力
します
●アカウントの種類：IMAP になっていることを確認し
ます

●
受信メールサーバー
送信メールサーバー｝imap.clovernet.ne.jp を入力します
●アカウント名：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●パスワードを保存する：チェックを入れます
●「メールサーバーがセキュリティで保護された・・・」
のチェックは入れません

右下の「詳細設定」をクリックしてください。

4 （IMAPの設定）

「詳細設定タブ」をクリックし、以下の通り入力されて
いることを確認してください。
●受信サーバー：993
●「使用する暗号化接続の種類」：SSL
●送信サーバー：465
●「使用する暗号化接続の種類」：SSL

5

手順 4 の画面に戻るので、右下の「次へ」をクリック
します。
クリックすると以下の画面が出てきますので、「完了」
をクリックします。　
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Windows 8/Windows 8.1 での
電子メールの設定

メールアカウント設定 (Windows 8/Windows 8.1 メール）
※ IMAPのみ使用可能です。

1

スタート画面から、「メールアプリ」をクリックして起
動します。
※次の画面で「Microsoft アカウントを追加します」の
画面が表示された場合は、Microsoft アカウントでサ
インインする必要があります。

2

メールアプリが立ち上がりましたら、マウスポインタを
画面右下に移動させ、現れたチャームにある「設定」を
クリックします。

3

画面右側の「アカウント」から、「アカウント」をクリッ
クします。

4

「アカウントの追加」から、「その他のアカウント」をク
リックします。
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5

「メール　アカウントの追加」画面が表示されましたら、
「IMAP」を選択し、「接続」をクリックします。

6

「その他のアカウントの追加」から、「詳細を表示」をク
リックします。

7 (IMAPの設定 )

以下のように入力します。
●メールアドレス：ご使用の電子メールアドレスを入力
します
●ユーザー名：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●受信 (IMAP) メールサーバー：imap.clovernet.ne.jp
を入力します
●受信メールサーバーのポート：993
●「受信サーバーはSSLが必要」にチェックを入れます
●送信 (SMTP) メールサーバー：imap.clovernet.ne.jp
を入力します
●送信メールサーバーのポート：465
●「送信メールはSSLが必要」にチェックを入れます
●「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます
●「メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワード
を使う」にチェックを入れます

設定が完了したら、「接続」をクリックします。
以上で設定は完了です。

以上
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OS：Mac OS X、メールソフト：
Mail 10.xでの電子メールの設定

メールアカウント設定方法 (OS：Mac OS X、メールソフト：
Mail 10.x)　 POP over TLS の設定

1

デスクトップの画面下部より、「メール」をクリックし
ます。

2

「ようこそメールへ」画面の右下にある「続ける」をクリッ
クします。

3

「メールアカウントのプロバイダを選択」で「その他の
メールアカウント」を選択し、右下の「続ける」をクリッ
クします。

4

「メールアカウントを追加」画面が出ますので、以下の
ように入力します。
●名前：任意の名前を入力します（こちらに入力したも
のが、送信者名になります）
●メールアドレス：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワード

右下の「サインイン」をクリックします
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5

画面下半分の項目は以下のように入力します。
●アカウントの種類：POP
●受信用メールサーバ、送信用メールサーバ共に
mailssl.clovernet.ne.jp を入力します

設定が完了したら、「サインイン」をクリックします。

6

このアカウントで使用したいアプリケーションを選択
し、「完了」をクリックします。

7

設定画面が消え、メール受信画面が表示されます。
メールの送受信をお試しください。
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1

デスクトップの画面上部の「メール」より、「アカウント」
を選択します。

2

「アカウント」画面が表示されますので、「サーバ設定タ
ブ」をクリックします。

3

以下のように入力されているか確認します。
●受信用メールサーバ（POP）
・ユーザ名：電子メールアドレス（@以降もすべて）を
入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
・ホスト名：mailssl.clovernet.ne.jp
・接続設定を自動的に管理：チェックを外します
・ポート：995
・TLS/SSL を使用：チェックを入れます
・認証：「パスワード」を選択します
●送信用メールサーバ（SMTP）
・アカウント：clovernet.ne.jp
・ユーザ名：電子メールアドレス（@以降もすべて）を
入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
・ホスト名：mailssl.clovernet.ne.jp
・接続設定を自動的に管理：チェックを外します
・ポート：465
・認証：「パスワード」を選択します

確認後内容に変更がなければ左上の赤丸●、変更された
場合は「保存」をクリックします。

⇒受信画面に戻りますので、メール送受信をお試しくだ
さい。

アカウント設定確認方法（OS：Mac OS X メールソフ
ト：Mail 10.x） POP over TLS の設定
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1

デスクトップの画面下部より、「メール」をクリックし
ます。

2

 「ようこそメールへ」画面の右下にある「続ける」をク
リックします。

3

「メールアカウントのプロバイダを選択」で「その他の
メールアカウント」を選択し、右下の「続ける」をクリッ
クします。

4

「メールアカウントを追加」画面が出ますので、以下の
ように入力します。
●名前：任意の名前を入力します（こちらに入力したも
のが、送信者名になります）
●メールアドレス：電子メールアドレスを入力します
●パスワード：電子メールアドレスのパスワード

右下の「サインイン」をクリックします

5 （IMAPの設定）

画面下半分の項目は以下のように入力します。
●アカウントの種類：IMAP
●受信用メールサーバ、送信用メールサーバ共に imap.
clovernet.ne.jp を入力します

設定が完了したら、「サインイン」をクリックします。

メールアカウント設定方法（OS：Mac OS X、メールソフト：
Mail 10.x）IMAPの設定
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6

このアカウントで使用したいアプリケーションを選択
し、「完了」をクリックします。

7

設定画面が消え、メール受信画面が表示されます。
メールの送受信をお試しください。
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アカウント設定確認方法（OS：Mac OS X メールソフト：Mail 
10.x）IMAPの設定

1

デスクトップの画面上部の「メール」より、「アカウント」
を選択します。

2

「アカウント」画面が表示されますので、「サーバ設定タ
ブ」をクリックします。

3

以下のように入力されているか確認します。
●受信用メールサーバ（IMAP）
・ユーザ名：電子メールアドレス（@以降もすべて）を
入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
・ホスト名：imap.clovernet.ne.jp
・接続設定を自動的に管理：チェックを外します
・ポート：993
・TLS/SSL を使用：チェックを入れます
・認証：「パスワード」を選択します
●送信用メールサーバ（SMTP）
・アカウント：clovernet.ne.jp
・ユーザ名：電子メールアドレス（@以降もすべて）を
入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
・ホスト名：imap.clovernet.ne.jp
・接続設定を自動的に管理：チェックを外します
・ポート：465
・認証：「パスワード」を選択します

確認後内容に変更がなければ左上の赤丸●、変更された
場合は「保存」をクリックします。

⇒受信画面に戻りますので、メール送受信をお試しくだ
さい。
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iPad、iPhone での
電子メールの設定

メールアカウント設定（iPad、iPhone）
POP over TLS の設定

1

「設定」アイコンから設定画面を出します。

2

「メール」を選択すます。
「アカウント追加」を選択します。

3

「その他」を選択します。

4

「メールアカウントを追加」を選択します。
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5

「新規アカウント」画面が出ますので、以下のように入
力します。
●名前：任意の名前を入力します
　（こちらに入力したものが、送信者名になります）
●メール：ご使用の電子メールアドレス
●パスワード：電子メールアドレスのパスワード

設定が完了しましたら「次へ」をクリックします。

6

画面上部の「POP」を選択、以下のように入力します。
●受信メールサーバ
・ホスト名：mailssl.clovernet.ne.jp を入力します
・ユーザ名：ご使用の電子メールアドレスを入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●送信メールサーバ
・ホスト名：mailssl.clovernet.ne.jp を入力します
・ユーザ名：ご使用のメールアドレスを入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します

入力しましたら右上の「保存」を選択し、完了です。
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1

「設定」アイコンをタップします。

2

「メール」を選択します。
操作する「アカウント」を選択します。

3

操作する「メールアカウント」を選択します。

4

「受信メールサーバ」が以下のように入力されているか
確認します。
●受信メールサーバ
・ホスト名：mailssl.clovernet.ne.jp
・ユーザ名：ご使用の電子メールアドレスを入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
確認しましたら、「送信メールサーバ」の「SMTP」を
選択します。

5

一番上の「プライマリサーバー」にある
「maillssl.clovernet.ne.jp」を選択します。

メールアカウント設定内容の確認（iPad、iPhone）
POP over TSL の場合
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6

「送信メールサーバ」が以下のように入力されているか
確認します。
・ホスト名：mailssl.clovernet.ne.jp
・ユーザ名：ご使用の電子メールアドレスを入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
・SSLを使用：ON（緑色）
・認証：パスワードを入力します
・サーバポート：465
確認しましたら「完了」を選択します。

7

左上のアカウント名を選択し、前の画面に戻ります。

8

「詳細」を選択します。

9

「受信設定」が以下のように設定されているか確認しま
す。

・SSLを使用：ON（緑色）
・認証：パスワード
・サーバから削除：しない
・サーバポート：995
確認しましたら、左上の「アカウント」を選択し前の画
面に戻ります。
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10

全てを確認しましたら、右上の「完了」を選択します。
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1

「設定」アイコンから設定画面を出します。

2

「メール」を選択します。
「アカウント追加」を選択します。

3

「その他」を選択します。

4

「メールアカウントを追加」を選択します。

メールアカウント設定（iPad、iPhone）
IMAPの設定
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5

「新規アカウント」画面が出ますので、以下のように入
力します。
●名前：任意の名前を入力します
　（こちらに入力したものが、送信者名になります）
●メール：ご使用の電子メールアドレス
●パスワード：電子メールアドレスのパスワード

設定が完了しましたら「次へ」をクリックします。

6

画面上部の「IMAP」をタップし、以下のように入力し
ます。
●受信メールサーバ
・ホスト名：imap.clovernet.ne.jp を入力します
・ユーザ名：ご使用の電子メールアドレスを入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
●送信メールサーバ
・ホスト名：imap.clovernet.ne.jp を入力します
・ユーザ名：ご使用のメールアドレスを入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します

設定が完了したら、「次へ」をタップします。

7

メールが「有効（緑色）」になっているのを確認し、「保
存」を選択します。
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1

「設定」アイコンをタップします。

2

「メール」を選択します。
操作する「アカウント」を選択します。

3

操作する「メールアカウント」を選択します。

4

「受信メールサーバ」が以下のように入力されているか
確認します。
●受信メールサーバ
・ホスト名：imap.clovernet.ne.jp
・ユーザ名：ご使用の電子メールアドレスを入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
確認しましたら、「送信メールサーバ」の「SMTP」を
選択します。

5

一番上の「プライマリサーバー」にある
「imap.clovernet.ne.jp」を選択します。

メールアカウント設定内容の確認（iPad、iPhone）
（IMAPの設定）
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6

「送信メールサーバ」が以下のように入力されているか
確認します。
・ホスト名：imap.clovernet.ne.jp
・ユーザ名：ご使用の電子メールアドレスを入力します
・パスワード：電子メールアドレスのパスワードを入力
します
・SSLを使用：ON（緑色）
・認証：パスワードを入力します
・サーバポート：465
確認しましたら「完了」を選択します。

7

左上のアカウント名を選択し、前の画面に戻ります。

8

「詳細」を選択します。
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9

下の方へスクロールし「受信設定」が以下のように設定
されているか確認します。
・SSLを使用：ON（緑色）
・認証：パスワード
・IMAPパス接頭辞：何も入れません
・サーバポート：993
確認しましたら、左上の［アカウント］を選択し前の画
面に戻ります。

10

全てを確認しましたら、右上の「完了」を選択します。
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セルフページ（ユーザ画面）

操作マニュアル

 1．セルフページログイン …………………………………… 44ページ
 2．パスワード変更画面 (親 ID) …………………………… 45ページ
 3．サービスアカウント一覧 ………………………………… 46ページ
 4．メールアドレスの追加 …………………………………… 47ページ
 5．ホームページアドレスの追加 …………………………… 49ページ
 6．FTPソフトの設定方法 …………………………………… 51ページ
 7．メールアドレス設定確認 ………………………………… 53ページ
 8．メールアドレスの変更 …………………………………… 54ページ
 9．パスワード変更画面 (メールアドレス ) ……………… 56ページ
10．メール転送 …………………………………………………… 57ページ
11．メール容量使用率参照 …………………………………… 58ページ
12．ウィルスチェック ………………………………………… 59ページ
13．迷惑メールチェック ……………………………………… 60ページ
14．ホワイトリスト ……………………………………………… 61ページ
15．ブラックリスト ……………………………………………… 62ページ
16．DM受取設定 ………………………………………………… 63ページ
17．ホームページアドレス設定確認 ………………………… 64ページ
18．ホームページアドレスの変更 …………………………… 65ページ
19．パスワード変更画面 (ホームページアドレス ) …… 67ページ
20．WEB容量使用率参照 ……………………………………… 68ページ
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1．下記のURLよりアクセスしてください。

https://www.clovernet.ne.jp/self/parent/

※推奨環境は Internet Explorer 9 以降、Firefox 49 です。
※Java Script を有効にしてください。

1．セルフページログイン

2．セルフページが表示されたら、親 ID とパス
ワードをそれぞれの欄に正確に入力し、「ロ
グイン」ボタンをクリックしてください。

3．ログインが完了すると、メニューと現在の契
約情報が表示されます。ログアウトを行うに
は、画面右上の「ログアウト」ボタンをクリッ
クしてください。
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現在使用しているパスワードから、ご希望のパスワードへ変更することができます。
※変更後のパスワードは当社でも判りかねますので、お客様でしっかり管理して下さい。

2．パスワード変更 (親 ID)

1．左側メニューの「パスワード変更」をクリッ
クします。

2．現在使用しているパスワードとご希望のパス
ワードを、それぞれの欄に正確に入力し、「更
新」ボタンをクリックしてください。

4．新しいパスワードが 3文字以内の場合、エ
ラーが表示されます。その場合は、4文字以
上で新しいパスワードを入力してください。
(推奨：8文字以上 10文字以内 )

5．新しいパスワードに変更できた場合、右図の
ように表示されます。
変更後のパスワードは当社でも判りかねます
ので、お客様でしっかり管理してください。

3．パスワードの入力が正しくない場合、エラー
が表示されます。その場合は、正確なパスワー
ドを再度入力し「更新」ボタンをクリックし
てください。
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現在利用中のメールアドレス、ホームページアドレスの一覧を確認することができます。

3．サービスアカウント一覧

2．現在利用しているメールアドレスおよびホー
ムページアドレスの一覧を確認することがで
きます。

※ホームページアドレスをご利用頂いていない場合、ホーム
ページアカウントは表示されません。

各「アカウント ID」をクリックすると、該当するメー
ルアドレスやホームページアドレスの設定画面に
移動します。

1．左側メニューの「サービスアカウント一覧」
をクリックしてください。
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メールアドレスを追加することができます。(コースによっては有料オプションとなります )

4．メールアドレスの追加

2．ご希望のアドレス名が既に他の方がご使用に
なられている場合は、新しいメールアドレス
が使用できない旨のエラーが表示されます。
その場合は、別のご希望のアドレス名を入力
し直して下さい。

3．また、アドレス名の入力が 3文字以上、32
文字以内の範囲に当てはまらない場合は、新
しいメールアドレスが使用できない旨のエ
ラーが表示されます。
その場合は、正しい文字数の範囲でご希望の
アドレス名を入力し直してください。

1．ご希望のメールアドレスとパスワードを正確
に入力し「登録」をクリックします。
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5．ご希望のアドレス名が取得できた場合、注意
画面が表示されますので、問題なければ「OK」
ボタンをクリックしてください。

6．登録が完了すると、右図のように表示されま
す。

4．アドレス名の入力が使用可能な文字に当ては
まらない場合は、新しいメールアドレスが使
用できない旨のエラーが表示されます。
その場合は、使用可能な文字を確認して別の
ご希望のアドレス名を入力し直してくださ
い。

◆先頭文字が英小文字「a～ z」のみ、2文字目以
降は英小文字に加え、数字「0～ 9」ピリオド
「 . 」ハイフン「 - 」アンダーバー「 _ 」が使用
できます。また、ドットを最後に使用したり、
連続で使用したりすることはできません。
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ホームページアドレスを追加することができます。(コースによっては有料オプションとなります)

5．ホームページアドレスの追加

2．ご希望のアドレス名が既に他の方がご使用に
なられている場合は、新しいメールアドレス
が使用できない旨のエラーが表示されます。
その場合は、別のご希望のアドレス名を入力
し直して下さい。

3．また、アドレス名の入力が 3文字以上、32
文字以内の範囲に当てはまらない場合は、新
しいメールアドレスが使用できない旨のエ
ラーが表示されます。
その場合は、正しい文字数の範囲でご希望の
アドレス名を入力し直してください。

4．アドレス名の入力が使用可能な文字に当ては
まらない場合は、新しいメールアドレスが使
用できない旨のエラーが表示されます。
その場合は、使用可能な文字を確認して別の
ご希望のアドレス名を入力し直してくださ
い。

◆先頭文字が英小文字「a～ z」のみ、2文字目以
降は英小文字に加え、数字「0～ 9」ピリオド
「 . 」ハイフン「 - 」アンダーバー「 _ 」が使用
できます。また、ドットを最後に使用したり、
連続で使用したりすることはできません。

1．左側メニューの「ホームページアカウント追
加」をクリックしてください。

 ご希望のホームページアドレスを正確に入力
し、パスワードとパスワード (確認 ) に同じ
パスワードを入力し、「登録」をクリックし
ます。
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5．ご希望のアドレス名が取得できた場合、確認
画面が表示されますので、「はい」ボタンを
クリックしてください。

6．登録が完了すると、右図のように表示されま
す。
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クローバーネットでご契約の、皆さまが作成したホームページをインターネット上に公開する方法
をご案内いたします。
なお、チャレンジコースではホームページを公開することができません。

6．FTPソフトの設定方法

2．ホームページデータのアップロード（データ転送）について
・作成したホームページのデータ（html ファイル）を、弊社指定のサーバにアップロードします
・別紙「接続設定のご案内」をご準備ください

※ 弊社ホームページより、ホームページ登録をされた方は登録時のメモなどをご覧ください

1．ホームページのデータ作成について
市販のホームページ作成ソフトなどで、ホームページのデータ（html ファイル）を作成します
データは html ファイルにしてください。（htmファイルはご使用できません）
1）  ホームページのファイル（html データ）名およびフォルダ名は、半角英字あるいは半角数字、記号は－（ハイフン）、＿（ア
ンダーバー）を使用して、半角 32文字以内で指定してください（指定以外のファイル名は表示されない等の場合があります）

2）  ホームページのトップページのファイル名は、index.html で作成してください
3）  CGI はアクセスカウンタのみご利用いただけます　　詳細は下記サイトの「CGI カウンタ使用方法」をご確認ください
http://www.clovernet.co.jp/faq/net/setting/002873.html

■ フリーウエア（無料ソフト）「FFFTP」を使
用する場合
1） ホストの設定をします
※ FFFTPインストール直後は、「ホスト一覧」画面より、「新
規ホスト」ボタンを押してください

※ 下記以外の設定は特に必要ありません（「基本」タブ以外
は標準の設定でOKです）

【ホストの設定名】
　任意で名前を付けてください
【ホスト名（アドレス）】
　www1.clovernet.ne.jp
【ユーザー名】
○「接続設定のご案内」用紙に記載がある方
　→ FTP ID
○弊社ホームページより登録された方
　→「アカウント ID」を入力します。
「アカウント ID」は、セルフページの「サービスアカ
ウント一覧」へ進みホームページアカウント一覧にあ
る「アカウント ID」をご覧ください。

【パスワード /パスフレーズ】
○「接続設定のご案内」用紙に記載がある方
　→ FTPパスワード
○弊社ホームページより登録された方
　→登録時に決めたパスワード

【ローカルの初期フォルダ】
○作成したホームページデータを保存したフォルダを指定
します

　入力欄右側の「…」ボタンを押して、フォルダを指定し
てください

【ホストの初期フォルダ】
　/public-html/（必ず入力してください）

/public-html/

チェックは入れません

・ 入力しましたら「OK」ボタンを押します
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3．ブラウザでホームページをご確認ください
http://www1.clovernet.ne.jp/ ○○○○○ /
（○○○○○にはご自身で決めたURLが入りま
す）
ご自分のURL を入力し、ブラウザにてホーム
ページがアップロード（データ転送）出来てい
るかご確認ください。

2） FTP サーバに接続します
・作成したホスト名を選択し、「接続」ボタンを押します

3）  ホームページデータをアップロードします
左側画面（パソコン側）のアップロードしたいファイル
またはフォルダを選択し ボタン（アップロードボタン）
を押します

4）  サーバー側にアップロードが完了すると、右側
（サーバ側）に、アップロードしたデータが表示
されます

5）  アップロードを終了する時は、切断ボタンを押
してサーバとの接続を切断します

6）  右上の「×」ボタンで FFFTP ソフトを終了し
ます

切断ボタン

自分のパソコン側の画面 FTPサーバ側の画面
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7．メールアドレス設定確認
現在利用中のメールアドレスの利用状況を確認することができます。

1．「サービスアカウント一覧」をクリックして
ください。
メールアカウントの「アカウント ID」をク
リックします。

2．メールアドレスの現在の設定内容が確認でき
ます。
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8．メールアドレスの変更
ご希望の名前のメールアドレスを取得することができます。

1．変更したいアカウント IDをクリックします。
※ この画像を表示するには、P46 をご確認くださ
い。

3．ご希望のアドレス名が既に他の方がご使用に
なられている場合は、新しいメールアドレス
が使用できない旨のエラーが表示されます。
その場合は、別のご希望のアドレス名を入力
し直して下さい。

4．また、アドレス名の入力が 3文字以上、32
文字以内の範囲に当てはまらない場合は、新
しいメールアドレスが使用できない旨のエ
ラーが表示されます。
その場合は、正しい文字数の範囲でご希望の
アドレス名を入力し直してください。

2．ご希望のメールアドレスを正確に入力し、「登
録」ボタンをクリックしてください。



55

6．ご希望のアドレス名が取得できた場合、確認
画面が表示されます。
一度アドレス名を登録すると一定期間（画面
に表示されます）変更することができません
ので十分確認後、「はい」ボタンをクリック
してください。

7．登録が完了すると、右図のように表示されま
す。

5．アドレス名の入力が使用可能な文字に当ては
まらない場合は、新しいメールアドレスが使
用できない旨のエラーが表示されます。
その場合は、使用可能な文字を確認して別の
ご希望のアドレス名を入力し直してくださ
い。

◆先頭文字が英小文字「a～ z」のみ、2文字目以
降は英小文字に加え、数字「0～ 9」ピリオド
「 . 」ハイフン「 - 」アンダーバー「 _ 」が使用
できます。また、ドットを最後に使用したり、
連続で使用したりすることはできません。



56

電子メールアドレスのパスワードについて、現在使用しているパスワードから、ご希望のパスワー
ドへ変更することができます。
※変更後のパスワードは当社でも判りかねますので、お客様でしっかり管理して下さい。

9．パスワード変更画面 (メールアドレス )

1．左側メニューの「パスワード変更」をクリッ
クします。
現在使用しているパスワードとご希望のパス
ワードを、それぞれの欄に正確に入力し、「更
新」ボタンをクリックしてください。

2．パスワードの入力が正しくない場合、エラー
が表示されます。その場合は、正確なパスワー
ドを再度入力し「更新」ボタンをクリックし
てください。

3．新しいパスワードが 3文字以内の場合、エ
ラーが表示されます。その場合は、4文字以
上で新しいパスワードを入力してください。
(推奨：8文字以上 10文字以内 )

4．新しいパスワードに変更できた場合、右図の
ように表示されます。
変更後のパスワードは当社でも判りかねます
ので、お客様でしっかり管理してください。



57

お客様のメールアドレス（XXX@clovernet.ne.jp）に届いたメールを、別のメールアドレス（携
帯や会社のメールアドレス）に転送することができます。

10．メール転送

2．「転送先」には転送先のメールアドレスを入
力して下さい。「メールボックスに」で「残す」
を選択すると、転送されたメールのコピーが
サ ー バ 上 に 残 り ま す の で、XXX@ 
clovernet.ne.jp のメールアドレスを登録し
ている別のパソコンなどでも、受信すること
ができます。

1．左側メニューの「メール転送」をクリックし
ます。
転送する「条件」を「送信者」、「件名」、「宛
先」、「ヘッダ指定」から選択し、テキストボッ
クスにキーワードを入力します。複数の条件
を指定することも可能です。
また、「無条件で転送」する場合は、プルダ
ウンより「する」を選択します。

3．別の条件でも転送したい場合は、「ルール追
加」ボタンをクリックします。ルールは上か
ら順番に評価され、条件に該当したルールの
転送先メールアドレスに転送されます。

4．転送設定を記述したら、「登録」ボタンをク
リックします。メール転送が設定できた場合、
右図のように表示されます。
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メール容量とWeb容量の使用率を参照することができます。

11．メール容量使用率参照

1．左側メニューの「容量確認」をクリックして
ください。
右図の場合の見方として、メール使用量
3GBに対し0.1MB使用していて、Webメー
ル内にあるメール 1429 通がある事を表して
います。



59

受信するメールにウィルスが添付されていないかを確認することができます。

12．ウィルスチェック

1．左側メニューの「ウィルスチェック」をクリッ
クします。
ウィルスチェック機能を有効にする場合は、
「有効」を選択し、「登録」ボタンをクリック
します。

※ 新規メールアドレス追加後は、デフォルト（初期）値のウィ
ルスチェックサービスは「有効」にセットされます。

※メールアドレスを変更した場合でも、以前の設定が引き継
がれます。

2．確認画面が表示されますので、「登録」ボタ
ンをクリックしてください。

3．登録が完了すると、右図のように表示されま
す。
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お客様のメールアドレス（XXX@clovernet.ne.jp）に届いたメールについて、迷惑メールかどう
かの判定を行い、判定されたメールを隔離または駆除する設定ができます。

13．迷惑メールチェック

※新規メールアドレス追加時、デフォルト（初期）値の迷惑
メールチェックは「無効」にセットされます。

※メールアドレスを変更した場合でも、以前の設定が引き継
がれます。

※サーバ側でゴミ箱に隔離されたメールは 30日後に自動的
に削除されます。削除されたメールは復旧できません。

4．迷惑メールと判定されたメールは「隔離する」
を選択するとメールサーバの「迷惑メール
フォルダ（Junk）」に隔離されます。

「削除する」を選択すると、メールは自動的に削除
されます。

3．登録が完了すると、右図のように表示されま
す。

2．確認画面が表示されますので、「登録」ボタ
ンをクリックしてください。

1．左側メニューの「迷惑メールチェック」をク
リックします。
迷惑メールチェック機能を有効にする場合
は、「有効」を選択し、判定レベルを「低」「中」
「高」から選択します。
迷惑メールと判定されたメールについての処
理を、「受け取る」「隔離する」「削除する」
から選択し、「登録」ボタンをクリックします。

※受け取る→件名に〔MEIWAKU〕を付けて受信されます。

※隔離する→メールサーバー（WEBメール）の［迷惑メー
ルフォルダ］（Junk）に隔離されます。

※削除する→自動的に削除されます。
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お客様のメールアドレス（XXX@clovernet.ne.jp）に届いたメールについて、ある条件に当ては
まるものについて確実に受信するための設定ができます。ブラックリスト設定よりも優先して適用
されます。

14．ホワイトリスト

※メールアドレスを変更した場合でも、以前の設定が引き継
がれます。

1．受信を許可するメールの「条件」を「送信者」、
「件名」、「宛先」、「ヘッダ指定」から選択し、
テキストボックスにキーワードを入力しま
す。複数の条件を指定することも可能です。

3．設定を記述したら、「登録」ボタンをクリッ
クします。ホワイトリストが設定できた場合、
「フィルタ登録が成功しました。」と表示され
ます。

2．別の条件を設定する場合は、「ルール追加」
ボタンをクリックします。ルールは上から順
番に評価されます。
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お客様のメールアドレス（×××@clovernet.ne.jp）に届いたメールについて、ある条件に当て
はまるものについて受信を拒否するための設定ができます。

15．ブラックリスト

※メールアドレスを変更した場合でも、以前の設定が引き継
がれます。

1．左側メニューの「迷惑メールチェック」をク
リックします。
迷惑メールチェック機能を有効にする場合
は、「有効」を選択し、判定レベルを「低」「中」
「高」から選択します。
迷惑メールと判定されたメールについての処
理を、「受け取る」「隔離する」「削除する」
から選択し、「登録」ボタンをクリックします。

※受け取る→件名に〔MEIWAKU〕を付けて受信されます。

※隔離する→メールサーバー（WEBメール）の［迷惑メー
ルフォルダ］（Junk）に隔離されます。

※削除する→自動的に削除されます。

3．設定を記述したら、「登録」ボタンをクリッ
クします。ブラックリストが設定できた場合、
「フィルタ登録が成功しました」と表示され
ます。

2．別の条件を設定する場合は、「ルール追加」
ボタンをクリックします。ルールは上から順
番に評価されます。
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16．DM受取設定
クローバー通信および弊社からのキャンペーン情報や、その他お知らせを受け取る・受け取らない
を設定できます。
※メンテナンスのお知らせなど、弊社からの重要なお知らせは停止できません。

1．DM受取設定を有効にする場合は、「受け取
る」を選択し、「登録」ボタンをクリックし
ます。

2．登録が完了すると、右図のように表示されま
す。
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現在利用中のホームページアドレスの利用状況を確認することができます。

17．ホームページアドレス設定確認

1．左側メニューの「サービスアカウント一覧」
をクリックし、ホームページアカウントの「ア
カウント ID」をクリックします。

2．ホームページアドレスの現在の設定内容が確
認できます。
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ご希望の名前のホームページアドレスを取得することができます。

1．ご希望のホームページアドレスを、正確に入
力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

18．ホームページアドレスの変更

4．アドレス名が使用可能な文字に当てはまらな
い場合は、新しいホームページアドレスが使
用できない旨のエラーが表示されます。
その場合は、使用可能な文字を確認して別の
ご希望のアドレス名を入力し直して下さい。

◆先頭文字が英小文字「a～ z」のみ、2文字目以
降は英小文字に加え、数字「0～ 9」ピリオド
「 . 」ハイフン「 - 」アンダーバー「 _ 」が使用
できます。また、ドットを最後に使用したり、
連続で使用したりすることはできません。

3．また、アドレス名の入力が 3文字以上、32
文字以内の範囲に当てはまらない場合は、新
しいホームページアドレスが使用できない旨
のエラーが表示されます。
その場合は、正しい文字数の範囲でご希望の
アドレス名を入力し直してください。

2．ご希望のアドレス名が既に他の方がご使用に
なられている場合は、新しいホームページア
ドレスが使用できない旨のエラーが表示され
ます。
その場合は、別のご希望のアドレス名を入力
し直してください。
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5．ご希望のアドレス名が取得できた場合、確認
画面が表示されます。
一度アドレス名を登録すると一定期間（画面
に表示されます）変更することができません
ので十分確認後、「はい」ボタンをクリック
してください。

6．登録が完了すると、右図のように表示されま
す。
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19．パスワード変更画面 (ホームページアドレス )
ホームページ公開サービスで使用するFTP　IDのパスワードについて、現在使用しているパスワー
ドから、ご希望のパスワードへ変更することができます。
※変更後のパスワードは当社でも判りかねますので、お客様でしっかり管理して下さい。

1．現在使用しているパスワードとご希望のパス
ワードを、それぞれの欄に正確に入力し、「更
新」ボタンをクリックしてください。

2．パスワードの入力が正しくない場合、エラー
が表示されます。その場合は、正確なパスワー
ドを再度入力し「更新」ボタンをクリックし
てください。

3．新しいパスワードが 3文字以内の場合、エ
ラーが表示されます。その場合は、4文字以
上で新しいパスワードを入力してください。
(推奨：8文字以上 10文字以内 )

4．新しいパスワードに変更できた場合、右図の
ように表示されます。
変更後のパスワードは当社でも判りかねます
ので、お客様でしっかり管理してください。
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Web容量の使用率を参照することができます。

20．WEB容量使用率参照

1．左側メニューの「容量確認」をクリックして
ください。
右図の場合の見方として、メール使用量
100MBに対し 0.1MB使用していることを
表しています。
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Memo
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クローバーネット インターネットは、ダイヤルアップ型接続ではなく、LAN型接続です。
接続に関する各種設定情報は以下のようになります。

設定項目

IP アドレス

ゲートウェイ

サブネットマスク

ネームサーバ

メールサーバ

　　　　設定内容 　　　　　　　　注

(DHCP手順にて自動的に取得 ) 　　　　※ 1

(DHCP手順にて自動的に取得 ) 　　　　※ 1

(DHCP手順にて自動的に取得 ) 　　　　※ 1

(DHCP手順にて自動的に取得 ) 　　　　※ 1

mailssl.clovernet.ne.jp 　　　　　　　　　　　

●制限事項
　DHCPをサポートしないパソコン、機器は接続することができません。
　また、ご家庭内で同時に接続可能なパソコンは標準のご契約で 1台までです。

●メールの保管容量と保管期間について
　メールサーバではお客様のメールを 1アドレス毎 3GBまでご利用可能です。
　容量制限を越えてしまった場合、メールを正常に受け取ることはできなくなります。
　（一般的なメールソフトの標準設定であるサーバにメールを残さない設定でご利用ください。）
　なお、メールBox に着信後 90日で順次自動的に削除されますので、ご注意ください。

●メールの送受信サイズの制限について
　電子メール 1件毎の送受信サイズは 60MBまでです。添付ファイルはメールに添付すると、パ
ソコン上でのサイズより大きくなりますのでご注意ください。

　なお、Webメールでの電子メール 1件毎の送信サイズは 10MBまでですのでご注意ください。

●ホームページについて
　クローバーネットでは、お客様が作成したホームページをインターネットで公開することができ
ます。

　ホームページの容量は 100MBとなります。
　別途、FTPソフトをご用意いただき、作成したデータをCLOVER NETのサーバまでアップロード
してください。(設定方法につきましてはWindowsは51ページまたは別紙「クローバーネット接
続設定のご案内」をご覧ください。)

　お客様のホームページはアップロード後、Webブラウザで「http://www1.clovernet.ne.jp/ ホー
ムページアドレス」から実際にご覧頂くことができます。

◎接続設定各種情報

※ 1　Windows、Macintosh など、DHCPをサポートしているパソコンは自動的に設定されます。

※ ご利用するメールアドレス数、メール容量、ホームページアドレス数、ホームページ容量等は別途オプションサービスに
て追加することも可能です。
　詳しくはクローバーネットホームページ（http://www.clovernet.co.jp）をご覧ください。

通信異常の原因となりますので、配線、機器に手を加えることは絶対におやめください。なお、配線、機器など
の移動を希望される場合は、事前にクローバーネットまでご相談ください。故障の原因となりますので、モデム
を高温 (40度以上 )、埃の多い場所へ置かないでください。モデムは監視装置で通信状態を監視していますので、
電源はできるかぎりつなげたままにしてください。ケーブルインターネットに関する各種情報はクローバーネッ
トホームページをご覧ください。なお、不明な点がございましたら、下記連絡先へお問い合わせください。注 意

0120-240-968　クローバーTV
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メンテナンスによるネットワーク停止などのご連絡などにつきましては、
http://www.clovernet.co.jp/ のメンテナンス情報ページにてお知らせいたします。

クローバーTVからのご連絡について

連　絡　先

津島市百島町字観音坊 83　TEL ／ 0120-240-968
クローバーTV　E-mail : support@clovernet.co.jp　

2017 年 4月 1日発行

●  自己責任を持つ
　インターネット利用者は情報の受発信におけるリス
クや社会的・法的責任を利用者自身が負わなければな
りません。
　未成年者の利用の場合は親権者がその利用の状況を
把握し、指導するようにしましょう。

●プライバシーを守る
　個人情報（名前、住所、電話番号、クレジットカー
ドNoなど）を発信するときは、相手先が十分信頼に
足りるかどうか確認の上、慎重に行いましょう。
　もちろん相手からプライバシー情報を受け取ったと
きの取り扱いにも注意しましょう。

●ウイルスに注意する
　コンピュータウイルスに感染すると、コンピュータ
が動作しなくなったり、重要なファイルが消失してし
まうなどの障害が起こることがあります。
　ウイルスはプログラムやデータのファイルを媒介と
して伝染しますので、受け取ったメールの添付ファイ
ルやインターネット上で配布されているプログラム
ファイルをダウンロードしたりする場合には、注意が
必要です。
　感染予防や感染した後の治療には「セキュリティソ
フト」というソフトウェアを利用します。

　さらに、万が一のことを考え、重要なファイルはバッ
クアップを取っておくことも重要です。
　またファイルを送信する場合はウイルスに感染して
いないことを確認しましょう。
　「ウイルス」については、利用者個々でセキュリティ
ソフト会社のホームページや公的団体が公表している
情報を定期的に確認し対応するようにしましょう。

●不正アクセスを行わない
　アクセスすることが許されていないネットワークに
侵入しようとしたり、システムダウンさせるような行
為は絶対に行わないようにしましょう。
　「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」等によ
り罰せられることになります。
　また、容量の大きいメールや大量のメールを一度に
送りつける行為（電子メール爆弾）やインターネット
上のデータを盗み取ったり、改ざんしたりする行為も
絶対に行わないようにしましょう。

●法律を遵守する
　インターネット上の行為であっても、それは法に
のっとって利用しなければなりません。
　それは前項の不正アクセスに関してのみではありま
せん。
　情報の受発信の際には注意するようにしましょう。

ネットワーク上でのマナーについて
快適なインターネット利用は、相互に接続されたネットワークを利用者が
適切に利用することで初めて実現されます。
インターネット利用者は、インターネットが 1つの社会であることを認識し、
自覚と責任を持つ必要があります。

詳しくはクローバーネットホームページ  http://www.clovernet.co.jp/  をご覧ください。


