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メールアドレスの設定 

＜Windows メールの設定方法＞ 

Windows10には標準で「メール」というソフトが装備されています。Windows メールの設定方法は以下の通りです。   

２．Windowsメールの下部の[歯車]アイコンを左クリック(以降クリック)します。  

３．［アカウントの管理］がスライド表示されますので 

［アカウントの追加］をクリック。 

４．［アカウントの選択］で[詳細セットアップ］をクリック。  

Windows10 

 Windows メールをご利用の場合 

１．Windows メールを起動します。    

５．[詳細セットアップ]画面の「インターネットメール」を 

クリック。 
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メールアドレスの設定 Windows10 

６．「メールアドレス設定のお知らせ」に記載されている情報を入力

します。    

※「メールアドレス設定のお知らせ」はアカウント申請後に 

郵送されます。アカウント申請については、最終ページに 

記載されている「インターネットマンションサポート」へ 

お問合せ下さい。 

※「POP3」を選択してください。 

※「受信メールにSSLを使う」と「受信メールにSSLを使う」のチェッ

クは外してください。 

７．「サインイン」をクリックします。    

8．「完了」をクリックします。 

 これで設定は、完了しました。   



 

V1.2 
3 

メールアドレスの設定 

＜Windows Live メールとは＞ 

Windows7、8ではメールソフトもが装備されておりませんので、Windows Liveメールのようなメールソフトをご利用いた

だく必要がございます。 

Windows EssentialsダウンロードＵＲＬ http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-live/essentials-home 

Windows Essentialsとは、メール、フォト ギャラリー、ムービー メーカー等の機能をまとめて入手することができる

Windows用の無料プログラムです。メールのみご利用の場合はインストールする際、「メール」のみご選択ください。   

２．WindowsLiveメールの上部の[ツール]メニュー※から[アカウント]を左クリック(以降、クリック)します。  

３．［アカウント］画面が表示されますので［追加］をクリック。 

４．［アカウントの追加］画面で電子メールアカウント］を 

   選択し［次へ］をクリック。  

Windows7、8 

 Windows Liveメールをご利用の場合 

１．WindowsLive メールを起動します。    

※「ファイル」「編集」「表示」などのファイルメニューが 

 表示されていない場合は【Alt】キーを押して下さい。 

「表示名」はメール送信時に差出人として記載される名前です。 

 ご本名でも任意の名称（インターネット上のハンドルネームなど） 

 でもかまいません。 

５．[電子メールアカウントを追加する]画面の「電子メールアド 

  レス」に当社発行の「メールアドレスの設定のお知らせ」に 

  記載されている[電子メールアドレス][パスワード]を入力 

  し、[パスワードを保存する]にチェックを入れます。 

       入力後、[次へ]をクリックします。 

*****@***.bb4u.ne.jp 
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６．[電子メールアカウントを追加する]画面で受信メールサーバーの種類が「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」「ログインID」には当社発行の「メールアドレスの設定のお知らせ」に 

  記載されている「受信（POP3）メールサーバー」「送信（SMTP）メールサーバー」「電子メールアドレス」の内容を 

  入力します。 

メールアドレスの設定 Windows7、8 

「ポート」の番号については、受信サーバーを[110]、送信

サーバを[587]に設定します。 

「送信サーバーは認証が必要」にチェックします。 

↓メールアドレスの設定のお知らせの項目抜粋 

７．全ての入力が完了したら[次へ]をクリックします。 

8 ．[完了]をクリックし、以上で設定終了です。 

■WindowsLiveメールの設定内容の確認方法 

１．WindowsLive メールを起動し、WindowsLiveメールの上部の[ツール]メニューから[アカウント]をクリックします。 

２．[アカウント］画面で設定するアカウントを選択し、[プロパティ]をクリックすると設定状況が確認できます。 

 複数のパソコン（例えば自宅用と外出先）でメールを読みたい場合、

「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れておくこと 

 で複数のパソコンで同じメールを受信することができます。 

「サーバーにメッセージのコピーを置く」とは 

mail.***.bb4u.ne.jp 

mail.***.bb4u.ne.jp 

******@***.bb4u.ne.jp 
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メールアドレスの設定 

＜Outlook 2010とは＞ 

Microsoft Office（マイクロソフト オフィス）がインストールされているパソコンの場合、Outlookをご利用いただくことが

できます。ここではOutlook 2010を利用したメールアドレスの設定手順をご説明いたします。 

 Outlook 2010をご利用の場合 

１．Outlook 2010を起動します。    

２．メニューバーから [ ファイル ] → [ 情報 ] → [ アカウントの追加 ] の順にクリックします。 

３．[自動アカウント セットアップ]画面が表示されるので、 

  [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]にチェックをして、[次へ]をクリックします。 

４．[サービスの選択]画面が表示されますので、[インター 

  ネット電子メール]を選択し、[次へ]をクリックします。 

５．弊社発行の[メールアドレスの設定のお知らせ]をご覧頂き、下記項目を入力後 、[ 詳細設定 ] をクリックします。 

パスワードを保存しておきたい場合はチェックする 

 ※チェックをすると、接続のたびにパスワードを入力する必

要がなくなります。 

 ※初めてOutlook 2010を起動する場合 

 スタットアップウィザード画面が表示されますので[次へ] を 

 クリックし、その後、[電子メール アカウント]画面が表示される 

 ので、[はい]を選択し[次へ]ボタンをクリックしてください。  

 その後２．へ進む 

↓「メールアドレスの設定のお知らせ」の項目抜粋 

「名前」 任意の名前を入力ください。 

Windows7、8 



 

V1.2 
6 

メールアドレスの設定 

６．[送信サーバー]タブをクリックし、以下のように設定 

 します。 

７．[詳細設定]タブをクリックし、以下の設定を行い、 

  「OK」をクリックします。 

８．[インターネット電子メールの設定] 画面に戻るので、 

  「次へ」をクリックします。 

９．[テストアカウント設定] 画面が表示されたら、 

 「閉じる」をクリックします。 

１０．[セットアップ完了] 画面で「完了」をクリックし 

   以上で設定終了です。 

「ポート」の番号については、受信サーバーを[110]、 

   送信メールサーバーは [587]としてください。 

 複数のパソコン（例えば自宅用と外出先）でメールを読みたい 

 場合、「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを 

 入れておくことで複数のパソコンで同じメールを受信するこ 

 とができます。複数のパソコンで受信する環境がなければ 

 チェックを入れる必要はございません。 

「サーバーにメッセージのコピーを置く」とは 

送信サーバー(SMTP)は認証が必要    → チェックします。 

受信メールサーバーと同じ設定を使用する → 選択します。 

Windows7、8 
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メールアドレスの設定 Windows Vista 

１．[スタートボタン]を左クリック→[電子メールまたはＷｉｎｄｏｗｓメール]を左クリック(以降、クリック)します。 

２．[ツール]メニューから[アカウント]をクリックします。 

４．[電子メールアカウント]を選択します→[次へ]をクリックします。 

 Windowsメールをご利用の場合 

３．[追加]をクリックします。 

６．弊社より発行した[メールアドレスの設定のお知らせ]の用紙をご準備ください 

５．[表示名]欄に任意のご利用者様のお名前を入力し、[次へ]を 

  クリックします。 
伊藤忠太郎 
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8．電子メールアドレス入力画面が表示されますので、[電子メール 

  アドレス]の欄に、当社発行の「メールアドレスの設定のお知ら 

  せ」に記載されている[電子メールアドレス]を入力し、[次へ] 

  をクリックします。 

メールアドレスの設定 Windows Vista 

7．［メールアドレス設定のお知らせ］書類を確認する。 

9．受信メールサーバーの種類が「POP3」になっていることを確認 

 し「受信メールサーバー」「送信メールサーバー」に当社発行の 

 「メールアドレスの設定のお知らせ」に記載されている「受信  

 （POP3）メールサーバー」「送信（SMTP）メールサーバー」の 

 内容を入力し、[次へ]をクリックします。 

10．ユーザー名,パスワードに当社発行の「メールアドレスの設定の 

  お知らせ」に記載されている[アカウント名][パスワード]を入力 

  し、[次へ]をクリックします。 

      （[ユーザー名]は、電子メールアドレスと同じです。） 

11．[今は電子メールをダウンロードしない]にチェックをし、[完了] 

  をクリックすると設定終了です。 

******@***.bb4u.ne.jp 

*****@***.bb4u.ne.jp 

mail.***.bb4u.ne.jp 

mail.***.bb4u.ne.jp 
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 スマートフォン/Android のメールアドレス設定方法 

スマートフォン/Android メールアドレスの設定 

１.「ホーム画面から「アプリアイコン」をタップし、   

  アプリ一覧の中から「メール」をタップします。 

２.「アカウント設定」画面が表示されますので、お手元のメールアドレスの設定の 

  お知らせ書面を確認の上、「メールアドレス」、「パスワード」を入力し、 

  「次へ」をタップします。 

******@***.bb4u.ne.jp 

３.「POP3」をタップします。 

メールアドレスの設定のお知らせに記載の電子メールアドレスを入力 

******@***.bb4u.ne.jp 

mail.***.bb4u.ne.jp 

mail.***.bb4u.ne.jp 

587 

メールアドレスの設定のお知らせに記載のパスワードを入力 

５. 送信サーバーのアカウントを設定します。 

     下記項目を入力し、「次へ」をタップします。 

４. 受信サーバーのアカウントを設定します。 

     下記項目を入力し、「次へ」をタップします。 

メールアドレスの設定のお知らせに記載の 

受信（POP3）メールサーバを入力 

受信ポートは「110」の設定します。 

メールアドレスの設定のお知らせに記載の 

送信（SMTP）メールサーバを入力 

送信ポートは「587」の設定します。 

******@***.iuc-net.ne.jp  
６. サーバー認証後、必要に応じて各項目にチェック 

     を入れ「次へ」をタップします。 

 
７. 「アカウントの設定が完了しました」と表示され 

  るので、このアカウント情報に名前をつける場合 

  はアカウント名を入力（任意）します。 

  その後「次へ」をタップします。 

******@***.bb4u.ne.jp 

伊藤忠太郎 

 
８. 設定完了後にホーム画面に戻ります。 

     メールアプリを起動して、「受信トレイ」を確認 

     してください。 
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サービス詳細につきましては、下記ポータルサイト※でご案内しております。 

BB4Uインターネット ポータルサイト 

http://ics.bb4u.ne.jp/ 

その他、ご不明な点は24時間有人ヘルプデスクへお問い合わせ下さい。 

＜サービスのご案内＞ ＜よくある質問Q&A＞ ＜各種設定方法＞ 

受 付  ：年中無休 24時間対応 

電 話  ： 0120－30－8840（フリーダイヤル） 

電子メール： mm-sup@ics.bb4u.ne.jp  

mailto:iuc-support@ics.bb4u.ne.jp

