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本書では、Windows Vista/XPを搭載したコンピュータからインターネットに接続するセットアップ手順及びメール
ソフトのセットアップ手順を説明いたします。
Macintoshなど、上記以外のOSを搭載したコンピュータからインターネット接続するセットアップ手順については
お手数ですが巻末のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

・本冊子の内容は予告なく変更することがあります。
・Windows、 Windows XP、Windows Vistaは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国に
おける登録商標です。
・その他の製品名等、固有名詞は、各メーカの登録商標または商標です。
・本文中の各社の登録商標または商標にはTM、 マークは表示しておりません。R



■山江村インターネットサービスのご利用申込フロー及び各お申込先は以下のとおりです。

第１章 光インターネット接続サービス
本章では、山江村インターネットサービスについてご説明します。

●インターネットサービス
・インターネットサービスは山江村が提供致します。ご利用に際しては山江村役場へお申し込み下さい。

・利用料金（ 月額２５００円 ）

・村内の皆様で回線を共有する方式です。そのため、ファイル共有サービスやSkypeなどのインターネット

電話サービスはご利用になれません。

・プロバイダの選択はできません。
・接続できるパソコンは1台となります。

●オプションサービス
・オプションサービスは (株）NTTぷららが提供致します。メールなど、オプションサービスの利用をご希望
の方はぷらら「M・Extra」にお申し込みをお願いします。（メールアドレス１つまでは無料です）
・現在、ぷららをご利用いただいている方はぷらら「M・Extra」のコース変更手続きを書面により行って下さい。
・複数のメールアドレス、ホームページ開設などはぷらら「M・Extra」のオプションサービスになりますので、
サービスをご希望される場合は、別途ぷらら「 M・Extra 」サービスへお申込ください。

※M・Extraのお申込方法につきましてはぷらら「 M・Extra 」ご利用の手引きをご確認下さい。
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ご不明な点がございましたら、お手数ですが巻末のお問い合わせ先まで連絡をお願いします

オプションサービス
（メール等）も利用

インターネットを利用

サービス お申込先お申込フロー

①高速インターネットアクセス回線のお申込

②インターネット接続サービスのお申込

③オプションサービスのお申込

山江村役場

NTTぷらら「M・Extra」



第２章 サービス利用開始の前に
本章では、サービス利用のために必要な機器についてご説明します。

■ パソコンやLAN接続用の機器、ケーブルなど、インターネット接続に必要な機器をご準備ください。

Windowsパソコンの推奨OS

OS： Windows Vista
Windows XP
Windows 2000 以上を推奨

※LANボード（またはLANカード）は最初から内蔵されているパソコンをご推奨します。

(2) LANケーブル

100BASE-TX（カテゴリー５）の「ストレートケーブル」をご用意ください。
（ 「ストレートケーブル」のほかに「クロスケーブル」があります。
お買い求めの際に良くお確かめの上「ストレートケーブル」をご購入ください。）

※100BASE-TXのケーブルの転送能力 は最大100Ｍｂｐｓとなります。
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(1) パソコン

◆ WindowsのOSバージョン確認方法

③WindowsのOSが確認できましたら、「キャンセル」をクリックして終了します。

①デスクトップ上の「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。（もし、デスクトップ上に
ない場合は、「スタート」メニューのなかの「マイコンピュータ」 を右クリックし、「プロパティ」を選択します。）
②「システムのプロパティ」画面が表示され「全般」タブの「システム：」の１行目がOSに該当します。
（下記の例は、「Windows XP」を示しています。）



住民の皆様にご用意して頂く設備山江村が提供する設備
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第３章 機器接続のイメージとサービスご利用手順
本章では、機器接続のイメージとインターネットサービスのご利用手順についてご説明します。

接続形態と接続イメージ図接続形態と接続イメージ図接続形態と接続イメージ図

ご不明な点がございましたら、お手数ですが巻末のお問い合わせ先まで連絡をお願いします

◆ ご用意して頂くもの
・ パソコン
・ LANケーブル（ストレート）1本

パソコンの 印の口に接続して下さい。

GE-ONU

「UP LINK」ポート 「HUB」ポート

山江村
インターネット
サービス

山江村
インターネット
サービス

告知端末

村負担
LANケーブル

「告知端末」背面図

「HUB」ポート 「UP LINK」ポート

LANケーブル
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山江村インターネット接続サービスのご利用手順山江村インターネット接続サービスのご利用山江村インターネット接続サービスのご利用手順手順

インターネット接続サービスのお申込

インターネット接続サービス工事の実施

機器の接続
（P.４の「接続形態と接続イメージ図」を参照）

完了

GE-ONU、告知端末の電源ONを確認

インターネット通信の確認

パソコンのメールソフトの設定
「第６章電子メールソフトの設定方法」へ

オプションサービスの申し込み （M・Extraの申込）
ぷらら「Ｍ・Ｅｘｔｒａ 」ご利用の手引きを参照

※M・Extraサービス
オプションサービスとしてNTTぷららが提供するメールやホームページ開設サービスなどを提供します。

ご不明な点がございましたら、お手数ですが巻末のお問い合わせ先まで連絡をお願いします

山江村、ＮＴＴ西日本側で

実施する機器設定です

メールをご利用される
方は登録が必要です

接続パソコンの設定
・「第４章 ネットワーク接続設定方法」へ

【各フローにおけるお問合せ先】

：山江村役場 ： NTTぷらら



(1) Windows Vistaの場合(1) Windows Vistaの場合

①スタートメニュー(Windowsのロゴ)から｢コントロールパネル｣をクリックします。
②＜カテゴリ表示の場合＞
｢ネットワークとインターネット｣の部分の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
＜クラシック表示の場合＞
「ネットワークと共通センター」をダブルクリックします。

③｢ネットワーク接続の管理｣をクリックします。

⑤「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」

をクリックし、「プロパティ」をクリックします。

＊｢全般｣タブをクリックします。

⑥｢ＩＰアドレスを自動的に取得する｣をクリック
します。

⑦｢ＤＮＳサーバーのアドレスを自動的に取得
する｣をクリックします。

⑧｢ＯＫ｣をクリックします。

以上で完了です。

④｢ローカルエリア接続｣を右クリックし、
「プロパティ」をクリックします。
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ネットワーク接続設定

※「続行するにはあなたの許可が必要です」
という画面がでたら「続行」をクリックします。

第４章 ネットワーク接続設定方法
本章では、ネットワーク接続の設定方法をご説明します。



(2) Windows XP の場合(2) Windows XP の場合

①スタートメニューから｢コントロールパネル｣をクリックします。
②＜カテゴリ表示の場合＞
１.｢ネットワークとインターネット接続｣をクリックします。
２.「ネットワーク接続」をクリックします。
＜クラシック表示の場合＞
１.「ネットワーク接続」をダブルクリックします。

＊｢全般｣タブをクリックします。

④｢インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）｣をクリック
し、｢プロパティ｣をクリックします。

＊｢全般｣タブをクリックします。

⑤｢ＩＰアドレスを自動的に取得する｣をクリック
します。

⑥｢ＤＮＳサーバーのアドレスを自動的に取得
する｣をクリックします。

⑦｢ＯＫ｣をクリックします。

以上で完了です。

③｢ローカルエリア接続｣をクリックし、｢この接続の
設定を変更する｣をクリックします。

-7-

ネットワーク接続設定



(3) Windows ７の場合(3) Windows ７の場合

①スタートメニュー(Windowsのロゴ)から｢コントロールパネル｣をクリックします。
②＜カテゴリ表示の場合＞
｢ネットワークとインターネット｣の部分の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
＜大きいアイコン又は小さいアイコンの場合＞
「ネットワークと共有センター」をダブルクリックします。

④「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」

をクリックし、「プロパティ」をクリックします。

＊｢全般｣タブをクリックします。

⑤｢ＩＰアドレスを自動的に取得する｣をクリック
します。

⑥｢ＤＮＳサーバーのアドレスを自動的に取得
する｣をクリックします。

⑦｢ＯＫ｣をクリックします。

以上で完了です。

③｢ローカルエリア接続｣をクリックします。

ネットワーク接続設定
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(1) Internet Explorer 8.0 / 7.0 / 6.0(1) Internet Explorer 8.0 / 7.0 / 6.0

①｢ＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒ｣を立ち上げます。

＊｢接続｣タブをクリックします。

③｢ダイヤルしない｣にチェックします。
（チェックが選べない場合はそのままで問題ありません）

④｢ＬＡＮの設定｣をクリックします。

⑤全ての項目にチェックが入っていないことを確認しま
す。

⑥｢ＯＫ｣をクリックします。

⑦インターネットのプロパティに戻ったら｢ＯＫ｣
をクリックします。

◎インターネットに接続できます。

②｢ツール｣をクリックし｢インターネットオプション｣
をクリックします。

ブラウザ設定

第５章 WWWブラウザの設定方法
本章では、Internet Explorerの設定方法についてご説明いたします。
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(1) Windows メール の場合(1) Windows メール の場合

①スタートメニューのすべてのプログラムからWindows メールをクリックします。
Windows メールのアイコンをダブルクリックでもＯＫです。

②｢ツール｣をクリックし｢アカウント｣をクリックし
ます。

③｢追加｣をクリックします。

④「電子メールアカウント」をクリックし、 ｢次へ｣

をクリックします。
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第６章 電子メールソフトの設定方法
本章では、メールソフトの設定方法をご説明します。 メールソフト設定

⑤電子メールの差出人名を設定します。
(お客様のお名前もしくはニックネーム等)

⑥入力しましたら、｢次へ｣をクリックします。



⑦電子メールアドレスを設定します。

⑧入力しましたら、｢次へ｣をクリック。

⑨受信メールサーバーの種類は「POP３」を
選択します。受信メール、送信メールともに指定
のメールサーバー名を入力してください。

お申し込みされたプロバイダの資料をもとに設定
（入力）して下さい。

⑩入力しましたら、「次へ」をクリックします。
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メールソフト設定

⑪アカウント名とメールパスワードを入力してください。
※アカウント名はメールアドレスの@の左側部分と
なります。
※大文字小文字、半角全角にご注意ください。
※送受信時に「パスワードが違います」というメッセージ
が出る場合は「アカウント名」と「パスワード」を
ご確認ください。

⑫入力しましたら、｢次へ｣をクリックします。

⑬「完了」をクリックします。

⑭①からの設定の手順を繰り返すことで複数ア
カウントのメールアドレスを同一のパソコンに設
定することが可能です。
※この場合は、同じ受信トレイにメールが保存さ
れます。



(2) Outlook Express 6 の場合(2) Outlook Express 6 の場合

①スタートメニューのすべてのプログラムからＯｕｔｌｏｏｋＥｘｐｒｅｓをクリックします。
ＯｕｔｌｏｏｋＥｘｐｒｅｓｓのアイコンをダブルクリックでもＯＫです。

＊初めてＯｕｔｌｏｏｋＥｘｐｒｅｓｓを設定される方は
そのまま④に行って設定を続けてください。

②｢ツール｣をクリックし｢アカウント｣をクリックし
ます。

＊｢メール｣を選択します。

③｢追加｣をクリックして、表示されたメニューの
中から｢メール｣をクリックします。

④電子メールの差出人名を設定します。
（お客様のお名前もしくはニックネーム等）

⑤入力しましたら、｢次へ｣をクリックします。

⑥電子メールアドレスを設定します。

⑦入力しましたら、｢次へ｣をクリックします。
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メールソフト設定



⑧受信メールサーバーの種類は“ＰＯＰ３”を選択
します。受信メール、送信メールともに指定の
メールサーバー名を入力をしてください。

⑨入力しましたら、｢次へ｣をクリックします。

⑩アカウント名とメールパスワードを入力してくだ
さい。
＊アカウント名はメールアドレスの＠の左側部分
となります。
＊大文字小文字、半角全角にご注意ください。
＊送受信時に｢パスワードが違います｣というメッ
セージが出る場合は｢アカウント名｣と｢パスワード｣
をご確認ください。

⑪入力しましたら、｢次へ｣をクリック。

⑫｢完了｣をクリックして設定完了します。

⑬①からの設定の手順を繰り返すことで複数ア
カウントのメールアドレスを同一のパソコンに設
定することが可能です。
※この場合は、同じ受信トレイにメールが保存さ
れます。
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メールソフト設定



2010年 9月 第２版発行
発 行 熊本県山江村

本書の無断複写複製（コピー）・転載を禁じます。

セットアップガイド

【問合せ先】
山江村役場産業情報課 ケーブルテレビセンター TEL：0966-22-8808

受付日 ：平日9:00～17:00 （土・日・祝日 12/29～1/3を除く）

●「山江村インターネットサービス」に関するお問い合わせ
●「山江村インターネットサービス」のパソコン接続・設定等に関するお問い合わせ

・ インターネット接続に関するお問い合わせ（故障・接続不可含む）
・ 住戸内設備に関するお問い合わせ
・ インターネット接続のための機器接続・パソコンの設定に関するお問い合せ


