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Windows
インターネット初期設定
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（WindowsVista）
イーサネットボード(カード)の確認

<イーサーネットボード（カード）にて接続する場合>

イーサーネットボード（カード）を使用してインターネットに接続します。

イーサーネットボード（カード）の確認イーサーネットボード（カード）の確認

イーサーネットボード（カード）の取付けや、インストール方法は接続するコンピューターやイーサー
ネットボードの機種によって異なります、コンピューターやイーサーネットボード（カード）に付属の
マニュアルをご参照ください、ここでの説明はイーサーネットボードが正常に動作しているかの確認方
法です。

１．スタートボタンをクリックしてコントロールパネ
ルを選択します。

２. 「コントロールパネル」が開きますので
[システムとメンテナンス]を
クリックします。
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3. 「システムとメンテナンス」が開き
ますので[デバイスマネージャ]を
クリックします。

4. 「デバイスマネージャ」が開きますので
「ネットワークアダプタ」をダブルクリック
して下さい。

正常にイーサーネットボードが取付け
てあれば図のようにネットワークアダプ
タ内に、取り付けたイーサーネットボー
ド名が表示されます。

お客様のパソコンに設置され
ているイーサーネットボード名
が表示されます

イーサーネットボード名が表示されない場合は
イーサーネットボードの取付けミスやドライバー
インストールが正しく完了していない事が
考えられるのでイーサーネットボード取扱い
説明書を確認してくだい。
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5．表示されたイーサーネットボードに
カーソルを合わせ右クリックで[プロパティ]
を選択します。

6.動作の確認
[全般]シートのデバイスの状態に｢この

デバ イスは正常に動作しています。｣と表
示されていればイーサーネットボードの取
付けは問題ないと思われます。

それ以外のメッセージが表示されている
ようでしたら取付けミスが考えられます。
取扱い説明書を再度ご確認ください。

7.確認できたらＯＫボタンをクリックしてシステムのプロパティを閉じてくだい

＊イーサーネットボード（カード）の設定方法は、お客様のパソコン、イーサーネットボー
ドの機種によって異なります。正常に動作しない場合は、イーサーネットボードメーカー、
もしくは、ご購入先のパソコンショップへお問い合わせ下さい。
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【WindowsVista】

WindowsVistaを使ってインターネットに接続する設定として、TCP/IPと呼ばれる通信手順（プロトコル
）が必要です。設定が正しく行われていないとインターネットをご利用いただけませんので慎重に設定して
下さい。

１.スタートボタンをクリックしてコントロールパネルを選択します。

２. 「コントロールパネル」が開きますので
[ネットワークとインターネット]を
クリックします。

（WindowsVista）
プロトコルの設定
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３．「ネットワークとインターネット」が開き
ますので[ネットワークと共有センター]
をクリックします。

４．「ネットワークと共有センター」が開き
ますので[状態の表示]をクリックます。

５．「ローカルエリア接続の状態」が開き
ますので[プロパティ]をクリックして
下さい。
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６．「ユーザーアカウント制御」が開きます
ので[続行]をクリックして下さい。

７．「ローカルエリア接続のプロパティ」が
開きます。[インターネットプロトコル
バージョン４（ＴＣＰ/ＩＰｖ４）]を選択

して[プロパティ]をクリックして下さい。

8．「インターネットプロトコルバージョン４
（ＴＣＰ/ＩＰｖ４）のプロパティ」が開きます。
「IPアドレスを自動的に取得する」と
「DNSサーバーを自動的に取得する」を
選択し[OK]をクリックして設定を終了
して下さい。
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（Windows7）
イーサネットボード（カード）の確認

ネットワークアダプターネットワークアダプターの確認の確認

インターネットへの接続設定をする前に、ネットワークアダプター（イーサネットボードやカード等）が正常に使用できる状態かどう
かを確認します。
購入後に別途取り付けられる場合、取り付け方法やインストール方法は、接続するコンピューターやイーサネットボード（カード）の
機種によって異なります。コンピューターやイーサネットボード（カード）に付属のマニュアルをご参照ください。
ここでの説明はイーサネットボードが正常に動作しているかの確認方法です。

1. スタートボタンをクリックして

[コントロールパネル]を選択します。

2．「コントロールパネル」が開きますので
[システムとセキュリティ]をクリックします。
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3. 「システムとセキュリティ」が開きます
ので [デバイスマネージャー] を
クリックします。

4. 「デバイスマネージャ」が開きますので
「ネットワークアダプター」をダブルクリック
して下さい。

正常にイーサネットボードが認識されて
いれば、取り付けられているイーサネット
ボード名が図のように表示されます。

イーサネットボード名の左のアイコン上に
「！」などのマークが表示されたり、
イーサネットボード名自体が表示されて
いない場合は、正常に動作していません。

パソコンに内蔵されていた場合はパソコン
のマニュアルをご参照ください。
パソコンの購入後に別途取り付けられた
場合は、イーサネットボード（カード）の
マニュアルをご参照ください。

お客様のパソコンに設置されて
いるイーサネットボード名が
表示されます
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5.動作の確認
[全般]タブのデバイスの状態に
｢このデバ イスは正常に動作しています。｣
と表示されていれば、イーサネットボードの
取付けは問題ないと思われます。

それ以外のメッセージが表示されている場
合、正常に動作していない可能性がありま
すので、パソコンに内蔵されていた場合は
パソコンのマニュアルをご参照ください。
パソコンの購入後に別途取り付けられた
場合は、イーサネットボード（カード）のマニュ
アルをご参照ください。

6.確認できたらＯＫボタンをクリックしてシステム のプロパティを閉じてくだい

＊イーサネットボード（カード）の設定方法は、お客様のパソコン、イーサネットボードの機種によって異なります。
正常に動作しない場合は、イーサネットボードメーカー、もしくは、ご購入先のパソコンショップへお問い合わせ下さい。
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Windows7を使ってインターネットに接続する設定として、TCP/IPと呼ばれる通信手順（プロトコル）が必要です。
設定が正しく行われていないとインターネットをご利用いただけませんので慎重に設定して下さい。
こちらでは、モデムとパソコンとをLANケーブルで有線接続する場合の設定方法をご案内しています。
ルータ等をご利用になる場合はルータ等のマニュアルをご参照ください。

1.[スタート]ボタンをクリックして「コントロールパネル」を
選択します。

（Windows7）
プロトコルの設定

2.「コントロールパネル」が開きますので
[ネットワークとインターネット]を
クリックします。
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3.「ネットワークとインターネット」が開きますので
[ネットワークと共有センター]をクリックします。

4.「ネットワークと共有センター」が開きますので
[ローカルエリア接続]をクリックします。

5.「ローカルエリア接続の状態」が開きますので
[プロパティ]をクリックして下さい。
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6.「ローカルエリア接続のプロパティ」が
開きます。[インターネットプロトコル
バージョン４（ＴＣＰ/ＩＰｖ４）]を選択

して[プロパティ]をクリックして下さい。

7.「インターネットプロトコルバージョン４
（ＴＣＰ/ＩＰｖ４）のプロパティ」が開きます。

[全般]タブで、「IPアドレスを自動的に取得する」と
「DNSサーバーを自動的に取得する」を
選択し、[OK]ボタンをクリックして設定を終了
して下さい。
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1.【Windowsキー】 と【Xキー】を同時に押す。

または画面の左下隅にマウスを移動し、小画面が表示されたら、右クリック
（マウスを画面の左隅に移動させるとデスクトップ画面の小 (サムネイル)画面が表示される。

これが表示されたら、画面左隅を右クリックする）

2.   表示されたメニューの【コントロールパネル】をクリック

（Windows8.1・Windows10）
ネットワーク設定
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3.「コントロールパネル」が表示されますので「ネットワークの状態とタスクの表示」

または「ネットワークと共有センター」をクリックします。
「ネットワークと共有センター」画面が表示されます。

左のメニューにある「アダプターの設定の変更」をクリックする

4.ローカルエリア接続アイコンをダブルクリックする
次のステップ「5」へ進みます。

5.インターネット接続に使用するアイコンを右クリックし、表示されるメニューから
「プロパティ」

をクリックします。
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6.「ローカル エリア接続のプロパティ」の「全般」タブの画面が表示されます。
「この接続では次の項目を使用します(O):」の枠内
「インターネット プロトコル (TCP/IP)」チェックが入っていることを確認し、選択します。
「プロパティ(R)」ボタンをクリックします。

7.表示された 「インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ」の「全般」タブで
以下を確認します。
IP アドレスを自動的に取得する(O)：チェックを入れます
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)：チェックを入れます
確認しましたら、「OK」ボタンをクリックします。
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8.ローカル エリア接続のプロパティ」の画面に戻ります。
「OK」ボタンをクリックします。

9. 以上で TCP/IPの設定は終了です。
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InternetExplorer
設定確認

1.1.インターネットインターネットエクスプローラエクスプローラを起動を起動しし
、、
メニューバーの「メニューバーの「ツールツール」→「」→「インターネインターネ
ットオプションットオプション」の順にクリックする。」の順にクリックする。

2.2.接続設定の確認接続設定の確認

「接続」のタブをクリックします。
「ダイヤルしない」にチェックをいれてくだ
さい。(選択不可能な場合や項目が無い場合は
設定不要)
「LANの設定」ボタンをクリックして下さい。

【Windows共通】
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3.3.ローカルエリアネットワークの設定ローカルエリアネットワークの設定

ローカルエリアネットワークの設定画面に
て
チェック項目のチェックがすべてはずれて
いる状態にして下さい。
チェックが入っている場合は外してくださ
い。
その後、画面を順に「OK」ボタンをクリッ
クして閉じて下さい。

以上でInternetExplorerの設定は完了です。
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メール
初期設定方法
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ホームページを閲覧したり電子メールを利用するにはInternet ExplorerやFirefox等のブラウザソフトや
Windows Live メール等の電子メールソフトが必要です。

2.言語から「日本語」を選択し、
「今すぐダウンロード」をクリックします。
「このファイルを実行または保存しますか？」
の画面が表示されますので、
「保存」をクリックします。

■Windows Live メールのインストールと起動方法

※初期状態では電子メールソフトが付属されていません。
本マニュアルではMicrosoft 社が無料で提供しているWindows Live メールのインストール手順をご案内

いたします。なお、一部メーカー製パソコンは、あらかじめWindows Live メールがやOutlook等の電子メー
ルソフトがインストールされている場合があります。予めWindows Live メールがある場合は「■Windows 
Live メールの設定」に進んでください。

1.下記URL からWindows Live メールのファイルをダウンロードします。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/essentials

4.「ダウンロードが完了しました」と表示されたら、
「実行」をクリックします。

3.保存先に「ドキュメント」を選択し、
「保存」をクリックします。

Windows 共通（Windows Live メール）の設定方法
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【サービス利用規約が表示された場合】
もし、サービス利用規約の画面が表示されたら、
利用規約を確認のうえ、問題がなければ [同意す
る] をクリックして次へ進みます。

6.全てのチェックをはずし、「続行」をクリックしま
す。

5.インストールするソフトウェアを選択します。
[メール] にチェックを入れて、他の製品はチェック

をはずします。
「インストール」をクリックします。
インストールが終わるまでしばらくお待ち
ください。

※【Windows Live メールをすでにインストール
済みの場合】
Windows Live メールがインストールされている場
合、「これらのプログラムはすでにインストールさ
れています」の欄に表示されています。その場合
は、この後のインストールの操作は不要なので、
［キャンセル］ をクリックし、
「 ■ Windows Live メールの設定」
に進んでください。
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7.インストールが完了しました。
[閉じる] をクリックします。

「Windows Live」→「Windows Live メール」を
クリックします。

1.Windows Live メールを起動します。

Windows vista／windows 7の場合

「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。

Windwos ８／windows１０の場合

「スタート」→「すべてのアプリ」をクリックします。

■ Windows Live メールの設定
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２.メールアドレスを登録します。
「ユーザー登録確認通知書を参照にしながら入力します。

・電子メールアドレス：メールアドレス を入力します。
・パスワード：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」にチェックします。
・表示名：お客様の氏名等 を入力します
（こちらに入力したものが、電子メールを送信した時、
相手側に表示されます。。）
・「手動でサーバー設定を構成する」にチェックします。

入力後、[次へ]ボタンをクリックします。

４.「完了」ボタンをクリックし、設定を完了します。

３.メールサーバーの設定をします。

○○○○@inabapyonpyon.netの場合

受信メールサーバーの種類：ＰＯＰ
受信サーバー：mail.inabapyonpyon.net ポート110
送信サーバー：mail.inabapyonpyon.net ポート25

○○○○@ipp-t.netの場合

受信メールサーバーの種類：ＰＯＰ
受信サーバー：mail.ipp-t.net ポート110
送信サーバー：mail.ipp-t.net ポート587
送信サーバー情報
認証が必要にチェックを入れてください。

☑

25または587

＠inabapyonnpyonn.netの場合不要
@Ipp-t.netの場合、☑を入れてください。
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スタート画面から〔Outlook 2013〕タイルをクリックします。
[Outlook 2013]が見当たらない場合はアイコンが何も表示されていないところで右クリックし
〔すべてのアプリ〕 をクリック→〔Microsoft Office 2013〕をクリック→〔Outlook 2013〕を
クリックします。

2．[Outlook 2013 へようこそ]の画面が表示されますので、〔次へ(N) >〕をクリックします。

Windows８／Windows10（Outlook2013）の設定方法
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※[Outlook 2013 へようこそ]の画面が表示されない場合
以下の手順でウィザードの画面を表示させます。

1. メニュータブの〔ファイル〕をクリックします。

2.〔情報〕→〔アカウントの追加〕をクリックします。

3.〔電子メールアカウントの追加〕の画面が表示されますので、〔はい（Y）〕にチェックを
入れて、〔次へ(N) >〕をクリックします。
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4．［自動アカウント セットアップ］の画面が表示されますので、
〔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）（M）〕にチェッ
クを入れて、
〔次へ（N）>〕をクリックします。

5．［サービスの選択］の画面が表示されますので、〔POP または IMAP(P)〕を選択し、
〔次へ（N）>〕をクリックします。
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6．[POP と IMAP のアカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を入力します。

ユーザー情報
名前：差出人名（お客様任意）
電子メールアドレ ス：お客様のメールアドレス

サーバー情報
メールアドレスが○○○○@inabapyonpyon.netの場合
アカウントの種類：POP3
受信メールサーバー：mail.inabapyonpyon.net
送信メールサーバー：mail.inabapyonpyon.net

メールアドレスが○○○○@ipp-t.netの場合
アカウントの種類：POP3
受信メールサーバー：mail.ipp-t.net
送信メールサーバー：mail.ipp-t.net

メールサーバーへのログオン情報
アカウント名：メールアカウント名（メアド＠前）
パスワード：メールパスワード
パスワードを保存する：チェックします
入力が終わりましたら〔詳細設定（M）...〕をクリックします。
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7．〔詳細設定〕のタブをクリックします。項目を入力します。

・メールアドレスが○○○○@inabapyonpyon.netの場合
サーバーのポート番号
受信サーバー（POP3）（I）：110
このサーバーは暗号化された接続（SSL）が必要：チェックなし
送信サーバー（SMTP）（O）：25
使用する暗号化接続の種類（C）：なし

・メールアドレスが○○○○@ipp-t.netの場合
サーバーのポート番号
受信サーバー（POP3）（I）：110
このサーバーは暗号化された接続（SSL）が必要：チェックなし
送信サーバー（SMTP）（O）：587
使用する暗号化接続の種類（C）：なし

メールの保存期間はお客様が任意で設定ください。

入力が終わりましたら〔OK〕をクリックして［インターネット電子メール］の画面を閉じます。

8．［POP と IMAP のアカウント設定］の画面に戻ります。
〔次へ(N) >〕をクリックします。

25または587
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9.［POP と IMAP のアカウント設定］の画面に戻ります。〔次へ(N) >〕をクリックします。

10.〔完了〕をクリックし、画面を閉じます。
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いなばぴょんぴょんネットでは個人のホームページを開設する為のサーバーディスクを用意してお
ります。お客様でホームページを開設する事が可能です。
ホームページのデーター作成及びWebサーバーへのデーターアップロード、内容変更はお客様で
行います。

・ホームページのアップロード方法

○○○○@inabapyonpyon.netのメールアカウントの場合、
WebサーバーへFTPを行う場合の基本事項は下記の様になります。

ホスト名 : ftp.inabapyonpyon.net
初期ディレクトリ : public_html
ログイン名 : アカウント名
パスワード : パスワード
URL : http://www.inabapyonpyon.net/~アカウント名/

○○○○@ipp-t.netのメールアカウントの場合、
WebサーバーへFTPを行う場合の基本事項は下記の様になります。

ホスト名 : ftp.ipp-t.net
初期ディレクトリ : public_html
ログイン名 : アカウント名
パスワード : パスワード
URL : http://www.ipp-t.net/~アカウント名/

※アカウント名はお客様のアカウント名へ置き換えて下さい。

※Webフォルダ（public_html）にhtmlファイル等をアップロードしてください。

※トップページは“Index.html”というファイル名にしてください。

ホームページ開設
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