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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後【コントロールパネル】をクリ
ックします。

2
「コントロールパネル」画⾯が表⺬
されるので、【ユーザー】をクリッ
クします。

3
「コントロールパネル -ユーザー」
画⾯が表⺬されるので、【作成】を
クリックします。

メールアカウントの追加⽅法（ユーザー作成）
∼「Mail Station」でメールの送受信を⾏うためのアカウントの作成⽅法∼
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4
「ユーザー作成ウィザード」の「ユ
ーザー情報」画⾯が表⺬されるの
で、以下の情報を⼊⼒します。

■名前：ユーザ名を⼊⼒します（アルファ

ベット半⾓で⼊⼒）

■説明：特に⼊⼒する必要はありません

■電⼦メール：特に⼊⼒する必要はありま

せん

■パスワード：任意で設定したパスワード

を⼊⼒

■パスワードの確認：任意で設定したパス

ワードを再⼊⼒

⼊⼒が完了したら、【次へ】をクリ
ックします。

5
「ユーザー作成ウィザード」の「グ
ループの結合」画⾯が表⺬されるの
で、作成したユーザーに共有フォル
ダのグループ権限を設定する場合
は、指定したグループにチェックを
⼊れ、【次へ】をクリックします。

※詳しい設定⽅法はFile Stationの「共
有フォルダの中にサブフォルダを追加」
をご確認ください。

6
「ユーザー作成ウィザード」の「権
限の割り当て - 共有フォルダ」画
⾯が表⺬されるので、作成したユー
ザーに共有フォルダへアクセス権限
を割り当てる場合は、必要な権限に
チェックを⼊れ、【次へ】をクリッ
クします。

※詳しい設定⽅法はFile Stationの「共
有フォルダの追加」をご確認ください。

⼊⼒したユーザー名がアカウン
トになる為、アルファベット半
⾓で⼊⼒して下さい。

グループ権限を設定していない
のであれば設定する必要はあり
ません。
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7
「ユーザー作成ウィザード」の「ユ
ーザー割当設定」画⾯が表⺬される
ので、作成したユーザーに使⽤容量
を割り当てる場合は、容量を割り当
てて、【次へ】をクリックします。

8
「ユーザー作成ウィザード」の「権
限の割り当て - アプリケーショ
ン」画⾯が表⺬されるので、作成し
たユーザーにアプリケーションの利
⽤権限を割り当てる場合は、必要な
アプリケーションにチェックを⼊
れ、【次へ】をクリックします。

9
「ユーザー作成ウィザード」の「設
定の確認」画⾯が表⺬されるので、
内容を確認し【適⽤】をクリックし
ます。
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10
「コントロール パネル - ユーザ
ー」画⾯に戻り、新しくメールアカ
ウント（ユーザー）が追加されま
す。

■利⽤可能となるメールアカウント

exampleexampleexampleexample @@@@ exampleexampleexampleexample....broval.ne.jpbroval.ne.jpbroval.ne.jpbroval.ne.jp

追加されたユーザー名と「Mail Station」で設定されたドメイン名

がメールアカウントになります。

■Mail Station のドメイン名

■作成したユーザー

〔表⺬例〕
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1
「Outlook Express」を起動した
ら、「ツール」から【アカウント】
をクリックします。

2
インターネットアカウント画⾯が表
⺬されるので、「追加」から【メー
ル】をクリックします。

3
インターネット接続ウィザードの
「名前」画⾯が表⺬されるので、表
⺬名を⼊⼒し、【次へ】をクリック
します。

クライアントソフトへのアカウント設定⽅法（ローカル環境）
∼「BrovalBox」で追加したアカウントをBrovalBox と同じネットワーク環境のクライアントソフトに設定する⽅法∼

※設定例Outlook Express6.0
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4
インターネット接続ウィザードの
「インターネット電⼦メール アド
レス」画⾯が表⺬されるので、
BrovalBox で作成したメールアド
レスを⼊⼒し、【次へ】をクリック
します。

5
インターネット接続ウィザードの
「電⼦メール サーバー名」画⾯が
表⺬されるので、以下のように設定
します。

■受信メールPOP3
⇒「brovalbox」と⼊⼒します。

■送信SMTPサーバー
⇒BrovalBox の「通知」に設定し
た「SMTP サーバー」を⼊⼒しま
す。
⼊⼒後、【次へ】をクリックしま
す。

exampleexampleexampleexample @@@@ exampleexampleexampleexample....broval.ne.jpbroval.ne.jpbroval.ne.jpbroval.ne.jp

＠から左が＠から左が＠から左が＠から左がBrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxで作成したで作成したで作成したで作成した「ユーザー」名「ユーザー」名「ユーザー」名「ユーザー」名

＠から右が＠から右が＠から右が＠から右がMailMailMailMail StationStationStationStationに設定したに設定したに設定したに設定した「ドメイン」名「ドメイン」名「ドメイン」名「ドメイン」名

■■■■「通知」の確認⽅法「通知」の確認⽅法「通知」の確認⽅法「通知」の確認⽅法
サーバー機能へ「管理者権限（admin）」でログイン後、「コントロールパネル」から「通知」クリック、「コントロールパネル」から「通知」クリック、「コントロールパネル」から「通知」クリック、「コントロールパネル」から「通知」クリックします。

〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕



7

6
インターネット接続ウィザードの
「インターネット メール ログオ
ン」画⾯が表⺬されるので、
BrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBox で作成したで作成したで作成したで作成した「ユーザ「ユーザ「ユーザ「ユーザ
ー」名とそのパスワードを⼊⼒し、ー」名とそのパスワードを⼊⼒し、ー」名とそのパスワードを⼊⼒し、ー」名とそのパスワードを⼊⼒し、
【次へ】【次へ】【次へ】【次へ】をクリックをクリックをクリックをクリックします。

7
インターネット接続ウィザードの
「設定完了」画⾯が表⺬されるの
で、【完了】をクリックします。

8
インターネットアカウント画⾯に戻
りますので、SMTP 送信サーバー
の設定を⾏う為に、【プロパティ】
をクリックします。
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9
「作成したアカウントのプロパテ
ィ」画⾯が表⺬されるので、【サー
バー】タブをクリックします。

10
作成したアカウントのプロパティの
「サーバー」画⾯が表⺬されるの
で、BrovalBox の「通知」を参考
に「認証が必要」な場合は、チェッ
クを⼊れて【設定】をクリックしま
す。

「通知」設定を参考に認証が必要が確認
します。

※プロバイダにより、設定が異なる場合
があります。

〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕
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11
作成したアカウントのプロパティの
「送信メール サーバー」画⾯が表
⺬されるので、BrovalBox の「通
知」を参考に、ログオン情報を⼊⼒
し、【OK】をクリックします。

12
作成したアカウントのプロパティの
「サーバー」画⾯に戻りますので、
SMTP ポートを設定するために
【詳細設定】タブをクリックしま
す。

〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕

「通知」設定を参考にログオン情報を⼊
⼒します。

※プロバイダにより、設定が異なる場合
があります。
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13
作成したアカウントのプロパティの
「詳細設定」画⾯が表⺬されるの
で、BrovalBox の「通知」を参考
に、指定された「SMTP ポート」
を⼊⼒し、【OK】をクリックしま
す。

14
インターネットアカウント画⾯に戻
りますので、【閉じる】をクリック
すれば、設定は完了となります。

〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕

「通知」設定を参考に SMTP ポートを
⼊⼒します。

※プロバイダより指定された SMTP ポ
ートを⼊⼒してください。
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1
「Outlook Express」を起動した
ら、「ツール」から【アカウント】
をクリックします。

2
インターネットアカウント画⾯が表
⺬されるので、「追加」から【メー
ル】をクリックします。

3
インターネット接続ウィザードの
「名前」画⾯が表⺬されるので、表
⺬名を⼊⼒し、【次へ】をクリック
します。

クライアントソフトへのアカウント設定⽅法（外部環境）
∼「BrovalBox」で追加したアカウントを外部環境のクライアントソフトに設定する⽅法∼

※設定例Outlook Express6.0
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4
インターネット接続ウィザードの
「インターネット電⼦メール アド
レス」画⾯が表⺬されるので、
BrovalBox で作成したメールアド
レスを⼊⼒し、【次へ】をクリック
します。

5
インターネット接続ウィザードの
「電⼦メール サーバー名」画⾯が
表⺬されるので、以下のように設定
します。

■受信メールPOP3
⇒「ドメイン」と⼊⼒します。

■送信SMTPサーバー
⇒BrovalBox の「通知」に設定し
た「SMTP サーバー」を⼊⼒しま
す。
⼊⼒後、【次へ】をクリックしま
す。

exampleexampleexampleexample @@@@ exampleexampleexampleexample....co.jpco.jpco.jpco.jp

＠から左が＠から左が＠から左が＠から左がBrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxで作成したで作成したで作成したで作成した「ユーザー」名「ユーザー」名「ユーザー」名「ユーザー」名

＠から右が＠から右が＠から右が＠から右がMailMailMailMail StationStationStationStationに設定したに設定したに設定したに設定した「ドメイン」名「ドメイン」名「ドメイン」名「ドメイン」名

■■■■「通知」の確認⽅法「通知」の確認⽅法「通知」の確認⽅法「通知」の確認⽅法
サーバー機能へ「管理者権限（admin）」でログイン後、「コントロールパネル」から「通知」クリック、「コントロールパネル」から「通知」クリック、「コントロールパネル」から「通知」クリック、「コントロールパネル」から「通知」クリックします。

〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕
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6
インターネット接続ウィザードの
「インターネット メール ログオ
ン」画⾯が表⺬されるので、
BrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBox で作成したで作成したで作成したで作成した「ユーザ「ユーザ「ユーザ「ユーザ
ー」名とそのパスワードを⼊⼒し、ー」名とそのパスワードを⼊⼒し、ー」名とそのパスワードを⼊⼒し、ー」名とそのパスワードを⼊⼒し、
【次へ】【次へ】【次へ】【次へ】をクリックをクリックをクリックをクリックします。

7
インターネット接続ウィザードの
「設定完了」画⾯が表⺬されるの
で、【完了】をクリックします。

8
インターネットアカウント画⾯に戻
りますので、SMTP 送信サーバー
の設定を⾏う為に、【プロパティ】
をクリックします。
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9
「作成したアカウントのプロパテ
ィ」画⾯が表⺬されるので、【サー
バー】タブをクリックします。

10
作成したアカウントのプロパティの
「サーバー」画⾯が表⺬されるので
BrovalBox の「通知」を参考に
「認証が必要」な場合は、チェック
を⼊れて【設定】をクリックしま
す。

「通知」設定を参考に認証が必要が確認
します。

※プロバイダにより、設定が異なる場合
があります。

〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕
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11
作成したアカウントのプロパティの
「送信メール サーバー」画⾯が表
⺬されるので、BrovalBox の「通
知」を参考に、ログオン情報を⼊⼒
し、【OK】をクリックします。

12
作成したアカウントのプロパティの
「サーバー」画⾯に戻りますので、
SMTP ポートを設定するために
【詳細設定】タブをクリックしま
す。

〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕

「通知」設定を参考にログオン情報を⼊
⼒します。

※プロバイダにより、設定が異なる場合
があります。
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13
作成したアカウントのプロパティの
「詳細設定」画⾯が表⺬されるの
で、BrovalBox の「通知」を参考
に、指定された「SMTP ポート」
を⼊⼒し、【OK】をクリックしま
す。

14
インターネットアカウント画⾯に戻
りますので、【閉じる】をクリック
すれば、設定は完了となります。

〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕〔通知設定〕 「通知」設定を参考に SMTP ポートを
⼊⼒します。

※プロバイダより指定された SMTP ポ
ートを⼊⼒してください。
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