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メールソフトでの接続方法 

マニュアル 

 

 

目次 

1.Microsoft Office Outlookのメールアカウントの作成方法 

2.Windows live mail のメールアカウントの作成方法 

3.Mozilla Thunderbirdのメールアカウントの作成方法 

4.Apple Mailのメールアカウントの作成方法 

 

メールアドレス Pleskに登録しているアドレス(別紙参照) 

ユーザ名 Pleskログイン時のメールアカウント名（別紙参照） 

パスワード Pleskログイン時のパスワード（別紙参照） 

受信サーバ（POP3） dmpl.doshisha.ac.jp 

送信サーバ（SMTP） dmpl.doshisha.ac.jp 

※POP3推奨しますが、IMAPでもご利用いただけます。 

  

お客様情報 
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1.Microsoft Office Outlookのメールアカウント作成方法 

これは Outlook2013についての説明になります。 

 

1.Microsoft Office Outlookを開きます。 

［ファイル］→［情報］→［アカウントの追加］を選択します。 

 

 

2.［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］チェックボックス

にチェックを入れ、［次へ］をクリックします。 

※Outlook2010では［サーバ設定または追加のサーバの種類を手動で構成する］のチェ

ックボックスにチェックを入れます。 
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3.［POPまたは IMAP（P）］オプションを選択、［次へ］をクリックします。 

 

※Outlook2010では、［インターネット電子メール］を選択して、［次へ］をクリック

してください。次の画面と同じ所に移行します。 

 

4.以下を指定します。 

1 名前 メールで表示されるものになります。 

2 メールアドレス メールアドレス 

3 アカウントの種類 POP3 

4 受信メールサーバ お客様情報参照 

5 送信メールサーバ お客様情報参照 

6 ユーザ名 メールアドレス 

7 パスワード Pleskのログインパスワード 
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5.［詳細設定］→［送信サーバ］タブを開いて、［送信サーバー（SMTP）は認証が必要］

にチェックを入れます。 

 

［詳細設定］→［詳細設定］タブを開いて、［サーバーにメッセージのコピーを置く］ボ

ックスのチェックを入れて、サーバーから削除する日数を設定します。 

※この日数が長いとサーバーにデータがたまり、容量を圧迫する場合がございますので、ご注意くださ

い。 

 

 

［次へ］をクリックし、［終了］をクリックして設定が完了します。 
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［詳細設定］→［詳細設定］タブを開きます。 

以下のように変更します 

送信サーバ 587 

使用する暗号化接続の種類 TLS 

 

［次へ］をクリックし、［終了］をクリックして設定が完了します。 

送信時に警告が出る場合がありますが、その時は［はい］を選択してください。  

接続ができなかった場合は、以下の設定をお願いします 
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2.Windows live mail のメールアカウントの作成方法 

 

1.windows live mailを開きます。 

[アカウント］→［電子メール］を選択します。 

 

 

2.電子メールのアカウント設定をします。 

 

 

[手動でサーバ設定を構成する]のボックスにチェックを入れてください。  

  

メールアドレス メールアドレス 

パスワード 上記 

表示名 メールに表示される名前 
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3.［サーバー設定］をします。 

以下を指定します。 

 

サーバーの種類 POP 

受信サーバーのアドレス 上記お客様情報を参照 

ポート 110 

次を使用して認証する クリアテキスト 

ログオンユーザー名 メールアドレス 

送信メールサーバー情報 上記お客様情報を参照 

ポート 25 

 

受信サーバーの［セキュリティで保護された接続（SSL）が必要］、送信サーバーの［認証］

のボックス、にチェックを入れてください。 

 

[次へ]をクリックすると、アカウントが作成されました。 

＊[インターネットセキュリティの警告] でセキュリティ証明書の使用を継続するかの画面

が出ますが、テスト期間前後のみのものなので、［はい］を選択してください。 
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3.Mozilla Thunderbirdのメールアカウントの作成方法 

 

1.Mozilla Thunderbirdを開きます。 

［ツール］→［アカウント設定］→［アカウントアクション］→［メールアカウントを

追加］を選択します。 

 

2.以下を指定します。 

①名前（送信するすべてのメッセージに表示されます。） 

②メールアドレスとパスワード 

※パスワードはログインパスワードと同様のものです。 

下方の［続行］をクリックします。 

 

 

3.［アカウント設定をメールプロバイダーから検索しています。］と出るので、下の

［手動設定（M）］をクリックしてください。
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4. メールサーバなどの設定を行います。 

 

ユーザ名：メールアドレスを記入します。 

 受信サーバ 送信サーバ 

プロトコル POP3 SMTP 

サーバのホスト名 上記お客様情報参照 上記お客様情報参照 

ポート番号 110 25 

SSL STARTTLS STARTTLS 

認証方式 暗号化されたパスワード認証 暗号化されたパスワード認証 

 

 

以上の情報をいれたら、［再テスト］というボタンを押してください。 

 

5.［次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。］と

表記されたら、［完了］をクリックしてください。 

これで、新しいメールアカウント登録が完了しました。 
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送信の際に以下のような警告画面が表示されますが、 

ご安心して「セキュリティ例外を承認」をクリックして送信してください。 
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4.Apple Mailのメールアカウントの作成方法 

これは、Apple Mail バージョン 7.0（1816）について説明します。他のバージョンの

Apple Mailには該当しない場合があります。 

 

1.Apple Mailを実行します。 

※これが初めての実行で、まだメールアカウントを設定していない場合は、次のステッ

プはスキップします。代わりに、メールアカウントの新規作成用画面が表示されます。 

 

2.メールアカウントの追加ウィザードを開きます。 

［メール］→［環境設定］をクリックし、［アカウント］タブを選択します。次に、左

下隅の［＋］ボタンをクリックします。 

 

 

3.追加するアカウントの種類を［その他のメールアカウントを追加…］を選択し、［続

ける］をクリックします。 
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4.以下のアカウント情報を入力します。 

氏名 メールアカウント名 

メールアドレス メールアドレス 

パスワード Pleskのログインパスワード 

 

 

以上を入れたら、［作成］をクリックします。 

 

5.以下の受信用メールサーバ情報を入力します。 

アカウントの種類 POP 

受信用メールサーバ 上記お客様情報参照 

ユーザ名 メールアドレス 

パスワード そのままにします。 

 

以上を入れたら、［次へ］をクリックします  
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6.以下の送信用メールサーバ情報を入力します。 

送信用メールサーバ 上記お客様情報参照 

ユーザ名 メールアドレス 

パスワード そのままにします。 

 

以上を入れたら、［作成］をクリックします。 

 

8.作成されたメールアカウントの概要が表示されます。 

［このアカウントを使用］と［このサーバのみを使用］にチェックが入っていない場

合は、チェックを入れてください。 
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9.MacMailを閉じ、プロキシ設定をします。 

アップルメニューの［システム設定］→［ネットワーク］→［詳細］→［プロキシ］

を選択してください。 

そして、赤線で囲まれている中のご利用されるプロキシを選択していただきます。 

 

ここで気を付けて頂きたい点は、 

下の［プロキシ設定を使用しないホストとドメイン］に 

［ご利用いただく IPアドレス］ 

を入力して頂く必要がございます。 

複数を選択される場合は、各設定に入力していただく必要があります。 
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送信サーバの組み合わせ一覧です。 

 

 

 

ポート番号 認証方法の選択 

25 クリアテキスト 

 TLS 

 STARTTLS 暗号化されたパスワード認証 

587 TLS 

 STARTTLS 暗号化されたパスワード認証 
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