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ネットワークの
ネットワークの設定（
設定（Windows 8）
8）
ネットワークの設定 （ Windows ）
8

◆ ネットワーク（
ネットワーク（TCP/IP）
TCP/IP）の設定
設定画面の
設定画面のコントロールパネルを
コントロールパネルを開きます。
きます。
MUD①
タイル以外の場所を右クリックし、画面下に
表示されるメニューから【すべてのアプリ】を
クリックします。

Modern UI design 画面から

MUD②
【コントロールパネル】を探してクリック
します。
⇒ 次ページ[コントロールパネル設定]へ

デスクトップ①
[Windowsキー]+[C]か 画面右下に
マウスを合わせメニューを表示します。
その中の【設定】をクリックします。

デスクトップ画面から

デスクトップ②
【コントロールパネル】をクリックします。
⇒ 次ページ[コントロールパネル設定]へ

1

①【ネットワークの状態とタスクの表示】を
クリックします。

② 表示された画面から【アダプターの設定の
変更】をクリックします。

③【イーサネット】をダブルクリックします。

☆【ネットワークケーブルが接続…】
LANケーブルの接続をご確認下さい。
☆【無効】イーサネットをクリックし、
有効にして下さい。

④【プロパティ】をクリックします。
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ネットワークの設定 （ Windows ）
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コントロールパネル内の表示が説明図と
異なる場合は、画面右上の【表示方法】
から【カテゴリ】に切り替えて下さい。

⑤【インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4) 】
をダブルクリックします。

ネットワークの設定 （ Windows ）
8

⑥【IPアドレスを自動的に取得する 】
【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する】
をそれぞれ選択し【OK】ボタンで変更します。
以上でネットワーク設定は完了です。
インターネット接続をご確認下さい。

接続の
接続の確認
【コントロールパネル】⇒【ネットワークの状態とタスクの表示】
⇒【アダプターの設定の変更】⇒【ローカルエリア接続】の
順番で開きます。
【詳細】をクリックします。
「IPv4 IPアドレス」を確認します。

「210」
210」または「
または「110」
110」で始まる数字が表示されていれば、
接続に問題ありません。

※ルーターをご使用されている場合は、IPアドレスによる
接続確認はできません。
接続確認方法はルーターの取扱説明書をご参照下さい。
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ホームページの
ホームページの表示（
表示（Windows 8）
8）

Windows 8 では有効になっているインターネット接続に自動接続されるため、
特に設定はありません。ホームページを見るためにInternet Explorerを起動しましょう。

Modern UI design 画面から

①画面の
します。

Internet Explorerアイコンをクリック

デスクトップ画面から

② ホームページが表示されます。

※表示されるページはPCにより異なります

■ デスクトップInternet
デスクトップInternet Explorer設定
Explorer設定 好きなホームページ
きなホームページを
ホームページをスタートページに
スタートページに登録しよう
登録しよう。
しよう。
【インターネット】起動時に表示されるホームページの変更方法をご紹介致します。
ホームページに設定したいページを表示させておき、
画面右上の

【ツール】⇒【インターネットオプション】

をクリックします。

表示された「インターネットオプション」画面から現在の
ページを使用】をクリックします。
その後【OK】で画面を閉じます。
インターネットの画面を閉じ、起動し直すと設定した
ページが最初に表示されるようになります。
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ホー ムページ の表示 （ Windows）
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◆ インターネットの
インターネットの接続設定

メールの
メールの設定データ
設定データ入力一覧
データ入力一覧
メールの設定データ入力 一覧

◆ 入力データ
入力データ一覧
データ一覧
※「電子メール
電子メール決定通知書
メール決定通知書」
決定通知書」をご用意
をご用意ください
用意ください。
ください。ウイルスチェックサービスご
ウイルスチェックサービスご利用者の
利用者の方は設定内容が
設定内容が
異なります。
なります。小冊子「
小冊子「ウイルスチェック設定方法
ウイルスチェック設定方法」
設定方法」か青森ケーブルテレビ
青森ケーブルテレビの
ケーブルテレビのHPを
HPを参照し
参照し設定して
設定して下
して下さい。
さい。
メールの設定を行うために必要な入力内容です。「備考」を参考に「入力内容」欄を埋め、準備して下さい。
項目
１．名前（表示名）

入力内容
自由に

備考
お客様のお名前

例) 青森 太郎
電子メール上で[差出人]欄に表示される名前に
なります。自由につけてください。

２．電子メールアドレス

ACTから指定（通知書に記載）

例) taro@actv.ne.jp
ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に
記入されています。

３．受信メールサーバの種類
４．受信メール(pop3)サーバ

ＰＯＰ３
ＰＯＰ３

メール受信用サーバーの種類です。
必ず【POP3】を指定してください。

ACTから指定（通知書に記載）

メール受信用サーバーの名前です。

pop.actv.ne.jp
または

５．送信メール(SMTP)サーバ

pop2.actv.ne.jp

ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に
記入されています。

ACTから指定（通知書に記載）

メール送信用サーバーの名前です。

pop.actv.ne.jp
または

６．POPアカウント名(メールID)

pop2.actv.ne.jp

ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に
記入されています。

ACTから指定（通知書に記載）

例) taro
ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に
記入されています。

７．メール初期パスワード

ACTから指定（通知書に記載）

例) abcdEF01
メール受信接続のためのパスワードです
ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に
記入されています。大文字入力にご注意下さい。

８．メールアカウント名

例) taro@actv.ne.jpの設定

自由に

お客様のパソコン上のメール設定名になります。
自由につけてください。

以降、メールソフトの必要事項を入力します。
Windows Live Mail を使用する場合のメール設定方法を紹介いたします。
その他のメールソフトにつきましては、ACTホームページに掲載しております。ご参照ください。
【注意事項】
Windows8のスタート画面(Modern UI design) の「メール」タイルからは設定できません。
WindowsLiveMailアイコンから設定をしてください。
WindowsLiveMailアイコン表示が無い場合は
【スタート画面】タイルのない場所を右クリックし表示される
「すべてのアプリ」からアイコンを探します。
【デスクトップ】チャームから「検索」を開き、アプリ一覧から探します。
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３－４ メールの
メールの設定（
設定（Windows Live メール 2012）
2012）
① 青森ケーブルテレビのホームページを開きます。
アドレス欄に http://www.actv.ne.jp と入力するか、
Yahoo Japan等の検索サイトで「青森ケーブルテレビ」で
検索し開いて下さい。
画面上の【リンク】をクリック。表示されたカテゴリー
「ダウンロード」の【WindowsLiveメールダウンロード】を
クリックしダウンロード画面を開きます。

◆ WindowsLiveメール
WindowsLiveメールの
メールのインストール
① インストール画面から【インストールする製品の選択】
をクリックします。

② インストール製品の選択画面から【メール】を
選択後【インストール】をクリックして下さい。
※「メール」にチェックできない場合は、すでに
インストールされています。【×】で画面を
閉じインストールをキャンセルして下さい。
次のページ「メールの設定」にお進み下さい。

③ インストールが開始されます。
途中に表示される画面では【続行】を選び、
インストールを進めてください。
「完了しました」が表示されましたら【閉じる】で
閉じて下さい。
以上でメールのインストールは完了です。
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）
2012

② Windows Essentials画面にある【今すぐダウンロード】を
クリックします。ダウンロード画面が表示されましたら
【実行】をクリックします。
セキュリティ警告画面が表示されましたら【実行】を選んで
下さい。

メールの設定 （ Windows Live
メール

◆ WindowsLiveメール
WindowsLiveメールの
メールのダウンロード

◆ メールの
メールの設定
メールの設定 （ Windows Live
メール

①【Windows Live Mail】のアイコンを
クリックしてメール画面を起動
します。
※ 表示が無い場合はチャームから
【検索】を開き、アプリ一覧から
【Windows Live Mail】起動します。

画面右上【アカウント】から
【電子メール】をクリックします。

）
2012

② メール設定画面が表示されますので設定を
行います。
・一覧表から各項目を入力します。
１．「２
．「２．電子メールアドレス
電子メールアドレス」
メールアドレス」
２．「パスワード」⇒
「７
７．メール初期
メール初期パスワード
初期パスワード」
パスワード
３．「パスワードを保存する」にチェック
４．「１
．「１．名前（
名前（表示名）」
表示名）」
５．「手動でサーバー設定を構成する」に
チェック

①

②
すべて入力後【次へ】をクリックします。

③
④
⑤

③ 「電子メールサーバー情報」の入力です。
１．「３
．「３．受信メールサーバ
受信メールサーバの
種類」⇒「 P O P 」
メールサーバの種類」
２．（受信
．（受信）
受信）サーバーの
サーバーのアドレス ⇒「４．受信メールサーバー
受信メールサーバー」
メールサーバー」
３．次を使用して
使用して認証
して認証する
認証する ⇒【クリアテキスト】
クリアテキスト】
４．ログオンユーザー名
ログオンユーザー名 ⇒「６．POPアカウント
POPアカウント名
アカウント名」
５．（送信
．（送信）
送信）サーバーの
サーバーのアドレス ⇒「５．送信メールサーバー
送信メールサーバー」
メールサーバー」をそれぞれ入力、チェック
ボックスにはチェックを入れていない状態で【次へ】ボタンをクリックします。

①

⑤

②

チェックは
チェックは入れません
③

④
7

メールの設定 （ Windows Live
メール

④「電子メールアカウントが追加されました」と
表示されます。
【完了】ボタンをクリックし完了します。

）
2012

⑤ メール画面に戻りましたら
【プロパティ】を開きます。

⑥ 「プロパティ」画面が表示されます。
【詳細設定】タブを選択します。
「サーバーにメッセージのコピー...」の
チェックを外します。
画面下の【OK】ボタンをクリックします。
以上でメール設定完了です。
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◆ メールの
メールの送受信の
送受信の確認
メールの設定 （ Windows Live
メール

① 画面上の【ホーム】⇒【電子メールメッセージ】
からメール作成画面を表示します。
「ホーム」
ホーム」タブの
タブの項目にある
項目にある
「電子メールメッセージ
電子メールメッセージ」
メールメッセージ」をクリックします
クリックします。
します。

）
2012

② メール作成画面では、宛先に自分のメール
アドレスを入力し、適当な件名と本文を入れ
「送信」で送信しましょう。
エラーが表示されなければ、メール設定は
無事完了しました。

③ 次に届いているか確認してみましょう。
【ホーム】⇒（【ツール】⇒）【送受信】を
クリックすると受信作業が行われます。

④ 先ほどのメールが「受信トレイ」の中に
表示されていれば送受信は成功です。
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