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ログインログインログインログイン方法方法方法方法    

 

(1) Web ブラウザで「http://regist.kamon.ne.jp/」を開きます。 

 

(2)画面が開きましたら、発行済みの「UserTool ログイン ID」と「パスワード」を入力し、 

[[[[ログインするログインするログインするログインする]]]]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ログインに失敗した場合は下記のエラー画面が表示されます。 

正しい「UserTool ログイン ID」と「パスワード」を入力し、ログインを行います。 

 

 

※「UserTool ログイン ID」は大文字と小文字を区別しませんが、 

「パスワード」は大文字と小文字を区別しますので、ご注意ください。 

※ログイン※ログイン※ログイン※ログイン IDIDIDID はははは『＠『＠『＠『＠以下以下以下以下((((ドメインドメインドメインドメイン名名名名))))』』』』もももも必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
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基本画面構成基本画面構成基本画面構成基本画面構成 

 

UserTool 画面は、以下の 5 つの部分から構成されています。 

 

 

(1) ロゴ表示エリア 

弊社ロゴ、サービス名が表示されます。 

各サービスの設定画面でロゴをクリックする事でホーム画面が表示さ

れます。 

ログインユーザー UserTool にログインしているアカウント名が表示されます。 

パスワード変更 
パスワード変更ページへのリンクです。 

UserTool にログインしているアカウントのパスワードを変更します。 
(2) 

ログアウト クリックすると UserTool からログアウトを行います。 

(3) 各種サービスタブ 

各サービスのアカウント管理画面の切替を行うタブです。 

上図例では提供可能なサービスを全て表示しておりますが、 

ご契約内容によっては、表示されるタブは異なります。 

階層表示エリア 

現在開いている画面の階層が表示されます。 

【例】：メールサービス設定画面を表示している場合 

「       」 

アンダーラインが付いている階層はリンクが張られていますので、 

1 階層上にも簡単に移動する事ができます。 

(4) 

ホームに戻る 
ホームに戻るボタンです。 

クリックする事で、TOP 画面が表示されます。 

(5) 

選択している各種サービスタブに応じた画面が表示されます。 

ログイン直後(TOP 画面)では、インフォメーションページとなっており、 

メンテナンスや障害情報等が表示されます。 

(1)(1)(1)(1)    (2)(2)(2)(2)    

(3)(3)(3)(3)    

(4)(4)(4)(4)    

(5)(5)(5)(5)    



 

5/15 

メールメールメールメールサービスサービスサービスサービス 

 

「メールサービス」タブをクリックする事で、メールサービスの設定画面が表示されます。 

※メールサービスのご契約を頂いている場合に、「メールサービス」タブが表示されます。 

 

メールサービスメールサービスメールサービスメールサービス画面構成画面構成画面構成画面構成 

メールサービス画面では、「メールアドレス一覧」が表示されます。 

※下図は、基本の mailbox が 1 つだけ設定されている状態のものになります。 

 

 

メールアドレス 
設定変更可能なアドレスが表示されます。 

複数アドレスを提供されるサービス/プランでは複数行表示されます。 

タイプ 

メールアドレスのタイプが表示されます。 

「mailbox」があります。 

ご契約のサービスとプラン設定により、表示、非表示が変わります。 

区分 

「メイン」と「追加」の 2種類があります。 

メイン：契約者(ユーザー)に最初に割り当てられたメールアカウント 

追加：追加設定したメールアカウント 

状態 「有効」と「停止中」の 2種類があります。 

容量 メールボックスの総容量サイズが表示されます。 

使用量 現在のメールボックスの使用量が表示されます。 

使用率 現在のメールボックスの使用率が％で表示されます。 

転送先メールアドレス 転送設定がされていてもここには表示されません。 

登録日 アカウントの登録日時が表示されます。 

操作 
[[[[編集編集編集編集するするするする]]]]ボタンをクリックすると、メールアカウントの設定の確認や変更

画面が表示されます。 
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アカウントアカウントアカウントアカウント詳細詳細詳細詳細////設定設定設定設定    

(1)設定の確認や変更を行いたいメールアドレスの[[[[編集編集編集編集するするするする]]]]ボタンをクリックします。 

 

(2)「アカウント詳細/設定」画面は、以下の 5 つの部分から構成されています。 

 

(1) 
現在の操作対象のメールアドレスが表示されます。 

「アドレス変更」の項目で、メールアドレスの変更(リネーム)が行えます。 

(2) 

メールボックスの利用状況とパスワード(初期パスワード)、フィルタータイプが表示されます。 

「パスワード」の項目で、パスワードの変更が行えます。 

※「パスワード変更」の機能はプランにより非表示になります。 

(3) 
迷惑メールフィルターの設定項目です。 

ON にする事でフィルター強度、ブラックリスト、ホワイトリストの設定項目が表示されます。 

(4) 

ユーザーフィルターの設定項目です。 

ユーザーフィルターでは受信メールの仕分けルールを任意の条件で設定する事が可能です。    

[[[[新規新規新規新規フィルターのフィルターのフィルターのフィルターの追加追加追加追加]]]]ボタンをクリックすると、設定画面が表示されます。 

(5) 
[[[[保存保存保存保存するするするする]]]]ボタン：設定した条件を保存する場合に使用します。 

[[[[キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル]]]]ボタン：設定した条件を保存しない場合に使用します。 

(3)(3)(3)(3)    

(4)(4)(4)(4)    

(5)(5)(5)(5)    

(1)(1)(1)(1)    

(2)(2)(2)(2)    
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高機能高機能高機能高機能フィルターフィルターフィルターフィルター 

設定項目は、「迷惑メールフィルター」と「ユーザーフィルター」の 2つがあります。 

 

 

 

迷惑メールフィルター 
フィルター強度設定(15 段階)やブラックリスト、ホワイトリストの設定が可

能となっております。 

ユーザーフィルター 

受信したメールの送信者や件名、サイズなど詳細な条件を指定し、転送、バ

ケーションメールの他に移動、コピー、破棄、削除など多彩な処理が設定可

能です。 

また、複合条件や処理を行う時間を設定する事も可能となっております。 
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ユーザーフィルターユーザーフィルターユーザーフィルターユーザーフィルター設定設定設定設定 

受信したメールの仕分けルールを作成する機能になります。 

高機能フィルターでは、受信したメールの送信者や件名、サイズなど複合的な詳細条件を元に、転送、

バケーションメールの他にメールの移動、コピー、破棄、削除など複数の処理が設定可能です。 

※ユーザーフィルターが※ユーザーフィルターが※ユーザーフィルターが※ユーザーフィルターが適用適用適用適用されるにはされるにはされるにはされるには、、、、迷惑迷惑迷惑迷惑メールフィルターをメールフィルターをメールフィルターをメールフィルターを通過通過通過通過しているしているしているしている(SPAM(SPAM(SPAM(SPAM 判定判定判定判定されていないされていないされていないされていない))))必要必要必要必要がありがありがありがあり

ますますますます。。。。    

    

    

新規新規新規新規フィルターのフィルターのフィルターのフィルターの追加追加追加追加 

(1)ユーザーフィルター項目にある、[[[[新規新規新規新規フィルターのフィルターのフィルターのフィルターの追加追加追加追加]]]]ボタンをクリックします。 

ユーザーフィルターの新規作成画面が表示されます。 
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(2)フィルターの名前欄に、任意のフィルター名を入力します。 

 

 

(3)ルールの適用条件を設定します。新しく条件を追加するには、[[[[新規条件新規条件新規条件新規条件のののの追加追加追加追加]]]]、 

または[[[[追加追加追加追加]]]]ボタン、設定した条件を削除する場合は、[[[[削除削除削除削除]]]]ボタンをクリックします。 

 

 

以下のルールのいずれかに一致 
設定した条件のいずれかに一致した場合に、処理が実行されます。 

（（（（orororor 条件条件条件条件のののの指定指定指定指定になりますになりますになりますになります））））    

以下のルールの全てに一致 
設定した条件の全てに一致した場合に、処理が実行されます。 

（（（（andandandand 条件条件条件条件のののの指定指定指定指定になりますになりますになりますになります）））） (1) 

全てのメールに適用 

全てのメールで処理が実行されます。 

（（（（こちらをこちらをこちらをこちらを選択選択選択選択するとするとするとすると、、、、適用条件設定項目適用条件設定項目適用条件設定項目適用条件設定項目がががが非表示非表示非表示非表示となりとなりとなりとなり、、、、受信受信受信受信したしたしたした全全全全

てのメールにてのメールにてのメールにてのメールに処理処理処理処理がががが適用適用適用適用されますされますされますされます。）。）。）。）    

(2) 
適用条件設定項目はブラックリスト/ホワイトリストと同じ仕様となります。 

 

 

(4)設定したルールの適用時間を設定します。 

「常時」または「時間指定」にチェックを入れて 0～23 時の間で時間を指定します。 

※※※※時間指定時間指定時間指定時間指定のののの場合場合場合場合はははは、、、、終了時刻終了時刻終了時刻終了時刻をををを開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻よりよりよりより大大大大きいきいきいきい数字数字数字数字でででで設定設定設定設定してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

 

 

※※※※ [9] [9] [9] [9]時台時台時台時台～～～～[17][17][17][17]時台時台時台時台とととと設定設定設定設定したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、9999 時時時時 00000000 分分分分 00000000 秒秒秒秒～～～～17171717 時時時時 59595959 分分分分 59595959 秒秒秒秒までがまでがまでがまでが対象時間対象時間対象時間対象時間となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

※※※※    21212121 時台時台時台時台～～～～8888 時台時台時台時台とととと言言言言うううう様様様様なななな日付日付日付日付をまたぐをまたぐをまたぐをまたぐ時間指定時間指定時間指定時間指定をしたいをしたいをしたいをしたい場合場合場合場合はははは、、、、21212121 時時時時～～～～23232323 時時時時ののののフィルターフィルターフィルターフィルターとととと 0000 時時時時～～～～8888 時時時時のののの

フィルターフィルターフィルターフィルターをををを 2222 つつつつ設定設定設定設定してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

(1)(1)(1)(1)    

(2)(2)(2)(2)    
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(5)実行する処理の内容を設定します。処理の設定は、複数設定する事が可能となっております。 

新しく条件を追加するには、[[[[新規条件新規条件新規条件新規条件のののの追加追加追加追加]]]]、または[[[[追加追加追加追加]]]]ボタン、設定した条件を削除する場

合は、[[[[削除削除削除削除]]]]ボタンをクリックします。 

 

 

実行する処理の内容画面は、選択したメニューにより、5 つのパターンに変化します。 

以下に、転送設定パターンを記載します。 

 

◆転送設定パターン：次のアドレスにメールを転送する(転送後サーバーに残さない / 残す) 

 

 

 

次のアドレスにメールを転送する 

(転送後サーバーに残さない) 

条件に該当したメールを転送します。 

転送したメールはサーバーから削除します。 

※※※※転送転送転送転送したメールはごみしたメールはごみしたメールはごみしたメールはごみ箱箱箱箱にはにはにはには入入入入らずらずらずらず、、、、サーバーからサーバーからサーバーからサーバーから削除削除削除削除

されますのでごされますのでごされますのでごされますのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    
(1) 

次のアドレスにメールを転送する 

(転送後サーバーに残す) 

条件に該当したメールを転送します。 

転送したメールをサーバーに残す設定です 

(2) 転送するメールの送り先のメールアドレスを入力します。 

(1)(1)(1)(1)    (2)(2)(2)(2)    
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MyMyMyMy ホームページホームページホームページホームページ    

 

「My ホームページ」タブをクリックする事で、ウェブサービスの設定画面が表示されます。 

※My ホームページのご契約を頂いている場合に、「My ホームページ」タブが表示されます。 

 

MyMyMyMy ホームページホームページホームページホームページ画面構成画面構成画面構成画面構成    

My ホームページ画面では、「ウェブアカウント一覧」が表示されます。 

    

 

FTP アカウント 
ログインしたユーザーに割り当てられているウェブアカウントが表示されます。 

実際に FTP サーバーに接続する場合はこの「FTP アカウント」で接続します。 

区分 ウェブアカウントの区分が表示されます。「メイン」と表示されます。 

状態 ウェブアカウントのステータスが「有効」と「停止中」の 2種類で表示されます。 

登録日 ウェブアカウントの登録日時が、表示されます。 

操作 
[[[[編集編集編集編集するするするする]]]]ボタンをクリックすると、アカウントの詳細設定の確認や変更画面が表

示されます。 
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アカウントアカウントアカウントアカウント詳細詳細詳細詳細////設定設定設定設定    

(1)設定の確認や変更を行いたい FTP アカウントの[[[[編集編集編集編集するするするする]]]]ボタンをクリックします。 

 

    

(2)「アカウント詳細/設定」画面は、以下の構成になっています。 

 

 

FTP アカウント 現在の操作対象の FTP アカウントが表示されます。 

区分 ウェブアカウントの区分が「メイン」と表示されます。 

FTP アカウント変更 アカウントをリネームする場合に使用します。 

ウェブサイト URL アカウントに割り当てられているウェブサイトの URL が表示されます。 

ディスクサイズ アカウントに割り当てられているディスクサイズが表示されます。 

使用率 現在のディスク使用率を数字とグラフで表示されます。 

状態 アカウントのステータスが「有効」と「停止中」の 2種類で表示されます。 

FTP サーバー(ホスト名) FTP 接続する場合のサーバーアドレスが表示されます。 

パスワード FTP 用のパスワードの確認と、初期化/変更が行えます。 

初期パスワード アカウントが発行された時の初期パスワードが表示されます。 

アクセスカウンター設定 
[ [ [ [ アクセスカウンターアクセスカウンターアクセスカウンターアクセスカウンター設定設定設定設定 ] ] ] ]ボタンをクリックすると、JavaScript(テキスト)と画

像形式が選択できる簡易アクセスカウンターの設定ができます。 

フォームメール 
[ [ [ [ 設置方法設置方法設置方法設置方法 ] ] ] ]ボタンをクリックすると、問い合わせフォーム(メール送信 CGI)の解

説ページが表示されます。 
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アクセスカウンターアクセスカウンターアクセスカウンターアクセスカウンター設定設定設定設定 

アクセスカウンターをウェブサイトに設置する事で訪問者数のカウントが行えます。 

JavaScript カウンターと画像カウンターの 2種類のカウンターを用意しております。 

 

(1)アカウント詳細/設定画面の[[[[アクセスカウンターアクセスカウンターアクセスカウンターアクセスカウンター設定設定設定設定]]]]のボタンをクリックします。 

 

 

(2)別ウィンドウで、アクセスカウンター生成エンジンが表示されます。 

設置するカウンター種別、フォント設定等を設定します。 

画面は、以下の4つの部分から構成されています。(下図はJavaScriptカウンターの例となります。) 

 

(1)(1)(1)(1)    

(2)(2)(2)(2)    

(3)(3)(3)(3)    

(4)(4)(4)(4)    
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(1) カウント数の確認/編集 

現在のカウント数が表示されます。 

任意の数値を入力し、[[[[カウントカウントカウントカウント数数数数のののの変更変更変更変更]]]]ボタンをクリックする

事でカウント数を変更する事が可能です。 

(2) カウンター種別 JavaScript、画像カウンターを選択します。 

(3) 表示設定 

フォントや、桁数、パターンの設定画面が表示されます。 

※カウンター種別で「画像カウンター」を選択した場合は、画像

一覧から選択したカウンターが表示されます。 

 

(4) プレビューと HTML 
(2)と(3)で選択したカウンター設定のプレビューと HTML コード

が表示されます。 

 

(3)カウンターを設置したい WEB ページの任意の場所に、(4)のボックス内に表示された 

HTML コードをコピー、貼り付けする事で、アクセスカウンターが表示されます。 
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フォームメールフォームメールフォームメールフォームメール 

フォーム設置に必要な説明とサンプルコードが記載されたページが表示されます。 

 

(1)アカウント詳細/設定画面の[[[[設置方法設置方法設置方法設置方法]]]]のボタンをクリックします。 

 

 

(2)フォーム設置に必要な説明と、サンプルコードが記載されたページが表示されます。 

 


