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１．利用開始／終了 

 

ログイン 

URL： https://mailfilter.mailgateway.nifcloud.com/webapp/filter/独自ドメイン/adminLogin 

  

正しくログインできるとホーム画面が表示されます。 

管理者メールアドレス、またはパスワードが間違っている場合は、エラーが表示されますので正しいメール

アドレス、パスワードを入力してログインボタンをクリックします。 

※初回ログイン後、必ずパスワードをご変更下さい。また、定期的にパスワードのご変更をされることを 

お勧めいたします。 

 

ログアウト 

画面右上にある「ログアウト」をクリックします。 

 

正しくログアウトできると以下のログアウト画面が表示されます。 

 
再びログインしたい場合は画面上の「ログイン画面」リンクをクリックして下さい。 

@fujitsu.com 
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２．ホームについて 

 

ログインが完了するとホーム画面が表示されます。 

ホーム画面には、各設定メニューへのリンクと説明が表示されます。 

リンクをクリックすると各設定メニューの画面を表示することができます。 

 

 

■アカウント管理 

アカウントの一覧表示、編集、削除などを行います。 

■アカウント追加 

メールフィルターを利用するアカウントを一件ずつ追加します。 

一度に複数のアカウントを追加したい場合はアカウントインポートを使用してください。 

■アカウントインポート 

アカウントをファイルから読み込んでまとめて追加します。 

■パスワード変更 

管理者アカウントのログインパスワードを変更します。 

■オプション設定 

迷惑メールボックスなどの設定オプションを変更します。 

各機能の使用可否や、ユーザーごとに設定を許可するかどうかの設定を行います。 

■フィルター情報 

ドメイン全体のメール配送情報、ウイルス駆除情報などの統計情報を表示します。 

■セーフリスト 

すべてのアカウントのセーフリストに対して、メールアドレスやドメインの追加、削除を一括で行います。 

■受信拒否リスト 

すべてのアカウントの受信拒否リストに対して、メールアドレスやドメインの追加、削除を一括で行いま

す。 
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３．総合 

 

アカウント管理 

ホーム画面の「アカウント管理」をクリックすると、「アカウント管理」のページが表示され、設定済みのアカ

ウントを確認することができます。 

 

 

上メニューのアカウント管理の横には、設定済みアカウント数と契約アカウント数が表示されます。 

 

アカウント一覧の画面では設定済みアカウント総数と、表示しているアカウント数が表示されます。 

 

1) アカウントの表示件数および表示方法を切り替える 

登録されているアカウントの総数と、そのうちで表示されているアカウント数が表示されます。 

2) ページを切り替える 

登録しているアドレスが、表示件数で設定した数以上の場合、ページ番号か「<<」、「<」、「>」、「>>」をク

リックすることで、他のページに移動します。 

<< ：その時に選択している並び順で最初の一覧（先頭） 

< ：その時に選択している並び順で前の一覧（前） 

> ：その時に選択している並び順で次の一覧（次） 

>> ：その時に選択している並び順で最後の一覧（最終） 

3) 並び順を変更する 

アカウント一覧は、最初はメールアドレス順（昇順）で並べられています。 

「メールアドレス」「名前」「メモ」の項目名をクリックすると、選択した項目で並び替えられます。現在の
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並び順のキー項目には、「▼」のアイコンが表示されます。 

現在の並び順の項目を再びクリックすると、昇順/降順が反転します。 

4） アカウント表示、編集 

メールアドレスをクリックすると以下の画面が出てきます。 

  編集したい場合は各項目を修正後、「OK」ボタンをクリックしてください。 

   

5） アカウント削除 

アカウントを削除したい場合は、削除したいメールアドレスの左横チェックボックスにチェックを入れ、上

段の「削除」を押してください。その後、中央に最終確認のボックスが現れますので、「OK」ボタンを押す

と削除完了です。 
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アカウント追加 

 

メールアドレス（必須、アカウント部分のみ）、名前、メモを入力してＯＫボタンをクリックします。 

 

 

正しく反映されると「アカウントを追加しました。」と表示されます。 

アカウントが長すぎるや場合入力していない場合は、エラーが表示されますので正しいアカウントを入力し

てＯＫボタンをクリックします。 

※メールアドレスの制限値は以下のとおりになります。 

文字数：ドメイン部分も合わせて半角 128 文字以内 

利用可能文字： 

・使用可能文字は ASCII コードが 20から 127まで。 

・ダブルクォートでくくられていない場合、 

 エスケープされていない以下の文字{'<>[](),;:" @}は不可。({}は除く) 

・先頭が"."または"#"は不可 
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アカウントインポート 

 

インポート対象のファイルを選択して、ＯＫボタンをクリックします。 

 

 
ファイル形式が間違っている場合は、エラーが表示されますので再度ファイルを選択してＯＫボタンをクリッ

クします。 ファイル形式が正しい場合には、インポート内容に対して項目の指定を行います。 

※インポート対象のファイル 

ファイル形式は、「メールアドレス」「名前」「メモ」の 3項目を「,」で区切った csvもしくは txtファイルです。

一列で一つのメールアドレスです。 

上記 3項目のうち「メールアドレス」項目のみ必須記入事項で、残る 2項目は任意でご記入ください。 

記述例：xxx@-------.com,富士通一郎,社員 1 

ooo@-------.com,富士通次郎,社員 2 

ttt@-------.com,富士通三郎,社員 3 

 

 

項目指定の画面では、ファイルの１レコード目が表示されますので、メールアドレス、名前、メモの項目を指

定して下さい。 

２レコード目以降はこの指定に沿って読み込まれます。 
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正しく反映されると「＊件のアドレスが追加されました。」と表示され、下にアドレスリストが表示されます。 

 
 

エラーになったアドレスは以下のように表示されます。 

なお、エラーとなったアカウントはアカウント一覧には追加されません。 

 

 

パスワード変更 

 

新しいパスワードを入力してＯＫボタンをクリックします。 

 

正しく反映されると「パスワードを変更しました。」と表示されます。 

新しいパスワードと再入力したパスワードが間違っている場合は、エラーが表示されますので再度新しい

パスワードを入力してＯＫボタンをクリックします。 

※パスワードは半角英数 1文字以上 128文字以内 

※初回ログイン後、必ずパスワードをご変更下さい。また、定期的にパスワードのご変更をされる

ことをお勧めいたします。
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４．オプション設定/フィルター情報 

 

オプション設定 

 

ホーム画面の「オプション設定」をクリックすると、「オプション設定」のページが表示されます。 

 

 

■ ヘッダーにフラグの挿入 

・利用者機能 

   迷惑メールと判定されたメールのヘッダーに X-Spam-Flag というヘッダーを挿入します。メールソフト

で受信する際に、ヘッダーから振り分けなどをしたい場合にご利用いただけます。 

・管理者機能 

初期値はオフになっています。「ユーザーによる設定変更を許可」チェックボックスをオンにすることで、

各ユーザーに設定させることができます。 
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■ 題名に[ＳＰＡＭ]を挿入 

・利用者機能 

迷惑メールと判定されたメールの題名の先頭に [SPAM] を挿入します。 

メールソフトで受信する際に、題名を見て振り分けなどをしたい場合にご利用いただけます。 

   ・管理者機能 

初期値はオフになっています。「ユーザーによる設定変更を許可」チェックボックスをオンにすること

で、各ユーザーに設定させることができます。 

 

■ 迷惑メールボックスの使用 

・利用者機能 

迷惑メールボックスを使用すると、迷惑メールと判定されたメールが保存され、ご利用のメールボックス

には配送されません。迷惑メールをメールソフトで受け取りたくない場合にご利用いただけます。全体

の容量は 5 MB です。使用容量が 5 MB を超えると古いメールから自動的に削除されます。 

※オプション設定画面（P10）で「ヘッダーに X-Spam-Flag を挿入」もしくは「題名の先頭に [SPAM]を

挿入」という項目が「使用する」になっていれば、迷惑メールと判定されたメールはX-Spam-Flagもし

くは[SPAM]と挿入されて配送されます。 

※保存された迷惑メールの最大保存期間は 30日間です。 

保存期間が 30日間を過ぎたメールは自動的に削除されます。 

 

・管理者機能 

迷惑メールボックスを使用するかを設定できます。 

初期値はオンになっています。「ユーザーによる設定変更を許可」チェックボックスをオンにすることで、

各ユーザーに設定させることができます。 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

登録した全メールアドレスに対し管理者が設定した内容を反映させたい場合は、『ユーザーによる設 

定変更を許可』のチェックをはずしてください。自動的に反映されます。 

チェックボックスにチェックを入れると、各メールアドレスの利用者が設定した内容に戻ります。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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■ 迷惑メールボックスレポート 

・利用者機能 

迷惑メールボックスに保存されているメール一覧を定期的にメールでお知らせします。迷惑メールボッ

クスのメール状況などを定期的に知りたい場合にご利用いただけます。迷惑メールレポートは選択した

設定間隔により、以下の時間に送信されます。 

設定間隔 3 時間毎 6 時間毎 12 時間毎 24 時間毎 毎週月曜日 

送信時間 毎日 0,3,6,9,12,18,21 時台 
毎日 0,6,12,18 時

台 

毎日 0,12 時

台 

毎日 0 時

台 

毎週月曜日 0 

時台 

 

迷惑メールレポート例） 

------------------------------------------------------------------------ 

差出人：メールフィルター <mail-filter.info@mailgateway.nifcloud.com> 

件名：迷惑メールレポート - 2005/12/26 00時 412件 39%使用 

 

2018/12/26 00時 現在、迷惑メールボックスの状況は以下のとおりです。 

 

差出人           題名                                 受信日時    サイズ 

---------------- ------------------------------------ ----------- -------- 

info@xxxxx.com   個室鑑賞（入場無料）                 12/25 22:05  3.7 KB 

info@xyxuxu.com   隣の芝生                             12/25 04:57  2.2 KB 

info@uzzzzzf.com  入金をお断りしますか？               12/25 04:25   2.2 KB 

info@haaagxl.com   ＝サイト趣旨案内＝【人妻企画】       12/25 04:20  2.8 KB 

info@rkafjqz.com   生写メ 生電話                       12/24 22:59   2.2 KB 

info@vhaaafz.com  急遽お手伝いしていただける男性を...    12/24 20:13   2.3 KB 

 

他 392 件 (合計 412 件) のメールがあります。 

迷惑メールボックス容量 5.0MB のうち 2.0MB (39%) を使用しています。 

 

・管理者機能 

迷惑メールボックスレポートを使用するかを設定できます。 

初期値はオフになっています。「ユーザーによる設定変更を許可」チェックボックスをオンにすることで、

各ユーザーに設定させることができます。 

※ ３／６／１２／２４時間ごとおよび毎週月曜日にレポートを受け取るよう設定できます。 
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フィルター情報 

 

迷惑メールフィルターの統計情報を表示します。 

 

フィルター情報を表示するには左メニューの「フィルター情報」をクリックします。 

 

■ メール配送情報 

過去 90 日間のメール受信数をグラフで表示します。一日の受信メール中、通常メール・迷惑メールフ

ィルターで検出した迷惑メールの数をそれぞれの色で分けて棒グラフで表示します。

 
 

■フィルターで検出した迷惑メール数 

 迷惑メールフィルターにより迷惑メールと検知されたメールの累積通数です。 

■通常メール数 

迷惑メールフィルターにより通常メールと検知されたメールの累積通数です。 
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セーフリスト 

 

セーフリストにメールアドレスやドメインを登録することで、それらからきたメールはメールフィルターの対象

にはならず、フィルタリングされずに配送されます。 

 

■ 処理するアドレス 

すべてのアカウントのセーフリストに追加または削除をするメールアドレスを入力し、処理を選択して

「OK」ボタンをクリックしてください。 

「セーフリストにアドレスを追加する」を選択すると、入力したメールアドレスがすべてのアカウントのセー

フリストに追加されます。 

「セーフリストからアドレスを削除する」を選択すると、入力したメールアドレスがすべてのアカウントのセ

ーフリストから削除されます。 

 

※メールアドレス登録時にすでにセーフリストに登録されているメールアドレスが含まれていた場合、そ

のメールアドレスを除いたその他のメールアドレスのみ追加処理が行われます。 

また、メールアドレス削除時にセーフリストに登録されていないメールアドレスが含まれていた場合、

該当するメールアドレスのみ削除処理が行われます。 

※本機能で追加または削除したメールアドレスは、各ユーザーの設定画面で個別に追加または削除す

ることが可能です。 

 

■ 編集情報 

セーフリストの編集履歴などの情報が表示されます。 

処理日時のリンクをクリックすると、セーフリストに追加もしくは削除したアドレスが記載されたファイルが

ダウンロードできます。 

正常に処理が行われなかった場合はエラー内容にリンクが現れるので、クリックするとエラー内容が記

載されたファイルがダウンロードできます。 

編集履歴を削除する場合は、チェックボックスにチェックを入れて「削除」ボタンをクリックしてください。 

なお、編集履歴の保存期間は 1年です。1年を過ぎると自動的に削除されます。 
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受信拒否リスト 

 

受信拒否リストにメールアドレスやドメインを登録することで、それらからきたメールは受信されず、破棄さ

れます。 

 

■ 処理するアドレス 

すべてのアカウントの受信拒否リストに追加または削除をするメールアドレスを入力し、処理を選択して

「OK」ボタンをクリックしてください。 

「受信拒否リストにアドレスを追加する」を選択すると、入力したメールアドレスがすべてのアカウントの

受信拒否リストに追加されます。 

「受信拒否リストからアドレスを削除する」を選択すると、入力したメールアドレスがすべてのアカウント

の受信拒否リストから削除されます。 

 

※メールアドレス登録時にすでに受信拒否リストに登録されているメールアドレスが含まれていた場合、

そのメールアドレスを除いたその他のメールアドレスのみ追加処理が行われます。 

また、メールアドレス削除時に受信拒否リストに登録されていないメールアドレスが含まれていた場

合、該当するメールアドレスのみ削除処理が行われます。 

※本機能で追加または削除したメールアドレスは、各ユーザーの設定画面で個別に追加または削除す

ることが可能です。 

■ 編集情報 

受信拒否リストの編集履歴などの情報が表示されます。 

処理日時のリンクをクリックすると、受信拒否リストに追加もしくは削除したアドレスが記載されたファイ

ルがダウンロードできます。 

正常に処理が行われなかった場合はエラー内容にリンクが現れるので、クリックするとエラー内容が記

載されたファイルがダウンロードできます。 

編集履歴を削除する場合は、チェックボックスにチェックを入れて「削除」ボタンをクリックしてください。 

なお、編集履歴の保存期間は 1年です。1年を過ぎると自動的に削除されます。 

 
 



利用者マニュアル 

迷惑メールフィルターご利用マニュアル 

- 16 - 

１．利用開始 

 

ログインする  

URL：https://mailfilter.mailgateway.nifcloud.com/webapp/filter/generalLogin 

メールアドレス、パスワードを入力してログインボタンをクリックします。 

ログイン完了するとホーム画面が表示されます。 

 

※パスワードを忘れてしまった場合、はじめてログインする場合は、「パスワードを忘れた方、はじめてご利

用になる方はこちら」リンクをクリックしてください。  

 

パスワードを忘れてしまった場合、はじめてログインする場合  

 

１）ログイン画面で「パスワードを忘れた方、はじめてご利用になる方はこちら」リンクをクリックします。  

 

※パスワードは半角英数 1文字以上 128文字以内 
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２）ログインパスワード設定 URL メール送信画面が表示されます。 

  メールアドレスを入力して、OK ボタンをクリックします。  

 

 

３）入力したメールアドレス宛にメールが送信されます。 

  メールに記載された URL をクリックすると、パスワード設定画面が表示されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご注意】 

メールが届かない場合は、入力したメールアドレスが間違っている可能性があります。 

メールアドレスをご確認の上、再度ログイン画面からやり直してください。 
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４）メールアドレス、パスワード、パスワードの再入力をそれぞれ入力して、OK ボタンをクリックします。 

 

ここで新しいパスワードを 2回入力し、「OK」を押すと５）の画面に遷移します。 

 

【ご注意】 

メールが送信されてから 30 分以内に操作を完了してください。 

30 分を経過した場合はログインできませんので、再度当マニュアルの P3 の１）からやり直してください。 

 

５）パスワードの設定、ログインが完了しホーム画面が表示されます。 

  以後のログインでは、設定したパスワードでログインできます。 
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２．ホームについて  

 

迷惑メールボックスの使用状況、各メニューのリンクおよび説明が表示されます。 

 

 

 

■迷惑メールボックスの使用状況 ※迷惑メールボックスが使用中の場合に表示されます。 

 迷惑メールボックスの全体の容量と、使用している容量を表示します。 

 全体の容量は 5 MB です。使用容量が 5 MB を超えると古いメールから自動的に削除されます。 

 ※保存された迷惑メールの最大保存期間は 30 日間です。保存期間が 30日間を過ぎたメールは 

自動的に削除されます。 

 

■各メニューのリンクと説明  

 利用可能なメニューのリンクと説明を表示します。 
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３－１．迷惑メールボックス 

 

迷惑メールフィルターで迷惑メールと判定されたメールは、迷惑メールボックスに保存されます。迷惑メール

ボックスでは、メール内容の確認、削除やメーラーで受信できるように配送を行うことができます。 

※オプション設定で迷惑メールボックスを「使用する」に設定している場合に保存されます。  

 

 

左メニューの「迷惑メールボックス」をクリックすると迷惑メールボックスに保存され

ているメール一覧が表示されます。 
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３－２．メール一覧 

 

メール一覧の表示切替 

 

■メールの表示件数を切り替える 

 表示件数プルダウンから１ページに表示したい件数を選択します。 

 選択すると自動で表示件数が切り替わります。 

 表示件数は 10/20/30/50/100 件から選択できます。初期値は 20 件です。 

 

 

■ページを切り替える 

 ページが複数ある場合は、ページ番号か、「<<」、「<」、「>」、「>>」をクリックすることで他のページに移動

します。 

 

  ページ番号をクリックするとそのページの一覧が表示されます。表示中のページは太字で表示されま

す。   

 

  << ： その時に選択している並び順で最初の一覧（先頭）  

  < ： その時に選択している並び順で前の一覧（前）  

  > ： その時に選択している並び順で次の一覧（次）  

  >> ： その時に選択している並び順で最後の一覧（最終）  

■並び順を変更する 

一覧表示では、最初は受信日時順で表示されています。 

「差出人」「題名」「サイズ」をクリックすると選択した項目で並び替えられます。 

現在の並び順の項目には、「▼」のアイコンが表示されます。 

現在の並び順の項目、例えば「受信日時」をクリックすると昇順/降順が反転します。 
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メール一覧の表示項目  

 

 

 

■差出人(From) 

 差出人（送信元）の名前を表示します。 

 受信したメールに、Fromの名前がない場合は、メールアドレスを表示します。 

 ※名前／メールアドレスの長さが半角 32 文字を超えている場合、末尾に...を付加して、以降を省略しま

す。（...を含めて、半角 32文字を表示します） 

 

■題名 

 題名を表示します。 

 題名をクリックすると、メール本文を表示します。 

 ※題名の長さが半角 60 文字を超えている場合、末尾に...を付加して、以降を省略します。（...を含めて、

半角 60 文字を表示します）  

 

■受信日時 

 このメールを受信した日時を表示します。 

 

■サイズ 

 このメールの容量を表示します。 

 ※容量はヘッダーを含んだデコード前の値です。  
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メールの操作  

 

 

 

■削除 

 

 チェックされたメールを迷惑メールボックスから削除します。 

 削除する際に、差出人を受信拒否アドレスに登録することもできます。 

 

１） 削除したいメールを選択して削除ボタンをクリックします。 

 

２） 削除確認ポップアップウィンドウが開きます。 

OKボタンをクリックするとメールが削除されます。 

このとき、受信拒否アドレス登録をチェックすると差出人を受信拒否アドレスに登録します。 
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キャンセルボタンをクリックするとメールは削除されず、ポップアップウィンドウが閉じます。 

 

 

■受信 

 

 チェックされたメールをメールソフトで受信できるようにメールボックスに配信します。受信する際に、差出

人をセーフリストに登録することもできます。メールを受信すると迷惑メールボックスから削除されます。 

 

１） 受信したいメールを選択して受信ボタンをクリックします。 
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２） 受信確認ポップアップウィンドウが開きます。 

OK ボタンをクリックするとメールが配信されます。 

このときセーフリストに登録をチェックすると差出人をセーフリストに登録します。 

キャンセルボタンをクリックするとメールは配信されず、ポップアップウィンドウが閉じます。 

 

 

メールの検索  

メール一覧から、メールを検索することができます。 

「差出人」「題名」からのキーワード検索ができます。 

検索のキーワードを入力し、条件を選択したら、「検索する」ボタンを押してください。 

入力した条件にマッチした検索結果が表示されます。 

※ 検索の対象は、表示しているフォルダーに含まれるすべてのメールです。 

※ 部分一致検索となります。 
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３－３．メール本文  
 

メール本文の表示  

 

 
 

■差出人 

 差出人（送信元）の名前とメールアドレスを表示します。 

■題名 

 題名を表示します。 

 

■送信日時 

 このメールを差出人が送信した日時を表示します。 

 

■開封確認 

 このメールが開封確認を要求しているときに表示されます。 

 要求されていないときは、項目自体を表示しません。 

  ※ 開封確認とは、送信したメールが相手に開封されたときに「開封確認」をお知らせするメールを自動

で送信する機能です。   

 

■宛先 

 このメールの宛先を表示します。 

 複数の場合は、表示しているテーブル内で「,（カンマ）」で区切って表示します。 

■Cc 

 このメールの同報先（Cc）を表示します 

 複数の場合は、表示しているテーブル内で「,（カンマ）」で区切って表示します。 
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■Reply-to 

 このメールの返信先（Reply-to）を表示します。 

 指定されていないときは、項目自体を表示しません。  

 

■重要度 

 このメールに重要度が指定されている場合に表示します。 

 重要度指定なし、もしくは「普通」での指定だった場合は、項目自体を表示しません。 

 

メール本文での表示 高い 普通 低い 

X-MSMail-Priority High Normal Low 

X-Priority 1-2 3 4-5 

Priority urgent normal non-urgent 

 

■添付ファイル 

 このメールにファイルが添付されている場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

■メール属性 

 このメールが HTML メールの場合に表示します。 

 HTML メール、もしくは添付ファイルつき HTML メールでない場合は、項目自体を表示しません。 

   

■本文 

 メールの本文が表示されます。本文が 1MB 以上あるときは、本文をこの画面では表示せず、添付ファイ

ルとして表示します。 

 改行が入っていない状態でメールが届いた場合は、90 バイトで改行を自動挿入して表示します。 

 

■ヘッダーを全て表示する 

 「差出人」の右上に、ヘッダー簡略表示時は「ヘッダーを全て表示する」、ヘッダーを全て表示しているとき

は「ヘッダーを簡易表示する」のリンクがあるので、ここをクリックすると、表示を切り替えることができま

す。 

 ヘッダーを全て表示しているときは、画面を見やすくするため、「宛先」「Cc」「Reply-to」「重要度」は、別表

示を行いません。ヘッダーの中に記載されているので、ヘッダーをご確認ください。  
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メールの操作 

 

 

■削除 

 表示されているメールを迷惑メールボックスから削除します。 

 削除する際に、差出人を受信拒否アドレスに登録することもできます。 

 

１） 削除ボタンをクリックします。 

 

２） 削除確認ポップアップウィンドウが開きます。 

OKボタンをクリックするとメールが削除されます。 

このとき、受信拒否アドレス登録をチェックすると差出人を受信拒否アドレスに登録します。 

キャンセルボタンをクリックするとメールは削除されず、ポップアップウィンドウが閉じます。 
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■受信 

 表示されているメールをメールソフトで受信できるようにメールボックスに配信します。 

 受信する際に、差出人をセーフリストに登録することもできます。 

 メールを受信すると迷惑メールボックスから削除されます。 

 

１） 受信ボタンをクリックします。 

 

２） 受信確認ポップアップウィンドウが開きます。 

OK ボタンをクリックするとメールが配信されます。 

このときセーフリストに登録をチェックすると差出人をセーフリストに登録します。 

キャンセルボタンをクリックするとメールは配信されず、ポップアップウィンドウが閉じます。 
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４．フィルター情報を見る 

迷惑メールフィルターの統計情報を表示します。 

 

フィルター情報を表示するには左メニューの「フィルター情報」をクリックします。  

 

メール受信状況  

過去 90 日間のメール受信数をグラフで表示します。  

一日の受信メール中、通常メール・迷惑メールフィルターで検出した迷惑メールの数をそれぞれの色で分け

て棒グラフで表示します。  

 

 

■フィルターで検出した迷惑メール数 

 迷惑メールフィルターにより迷惑メールと検知されたメールの累積通数です。 

■通常メール数 

迷惑メールフィルターにより通常メールと検知されたメールの累積通数です。
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５．セーフリストを設定する 

 

セーフリストの確認と編集を行います。 

セーフリストに登録されたアドレス、ドメインからきたメールは、メールフィルターの対象にはならずに配送さ

れます。 

  

セーフリストの確認・編集を行うには左メニューの「セーフリスト」をクリックします。  

 

a.に、セーフリストに追加したいアドレスを入力し、c.の「追加>>」ボタンを押すと、b.のセーフリストにアドレ

スが反映されます。 

セーフリストからアドレスを削除したい時は、セーフリストの中から削除したいアドレスを選択し、d.の「<<削

除」ボタンを押してください。 

ドメインを追加したい場合は「@」も含めて入力してください。（例：@fujitsu.com） 

 

 

セーフリストを反映する場合は、「リストを更新する」ボタンをクリックしてください。 

「リストを更新する」ボタンをクリックしないと、編集を行った内容は反映されません。 

編集をキャンセルする場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。 

※除外アドレスは必ず「小文字」でご入力ください。大文字でご入力いただいた場合、正しく認識されず、除外されません。 
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【ご注意】 

受信拒否アドレスと、セーフリストとで、同じメールアドレスを登録することはできません。受信拒否アドレス

にすでに登録されているメールアドレスをセーフリストに登録しようとすると、受信拒否アドレスからそのアド

レスは削除され、セーフリストに登録されます。   

 

【制限事項】 

項目 制限値 

最大登録アドレス、ドメイン数 100 個 

メールアドレスの長さ 1 メールアドレスあたり半角で 128 文字 

メールアドレスの利用文字 

（文字列後尾から "@"の間をドメイ

ン部、前半残りをアカウント部とする） 

 

 ドメイン部 ・半角英数字および以下の文字{[]-.#}のみ使用可能。({}は除く) 

・先頭"."または"#"は不可 

 アカウント部 

 

・使用可能文字は ASCII コードが 20 から 127 まで。 

・ダブルクォートでくくられていない場合、 

 エスケープされていない以下の文字{'<>[](),;:" @}は不可。({}は除く) 

・先頭が"."または"#"は不可 

６．受信拒否アドレスを設定する  

 

受信拒否アドレスの確認と編集を行います。 

受信拒否アドレスに登録されたアドレス、ドメインからきたメールは破棄されます。 

エラーメールは送信者に返信されません。 

 

受信拒否アドレスの確認・編集を行うには左メニューの「受信拒否アドレス」をクリックします。  

 

a.に、追加したいアドレスを入力し、c.の「追加>>」ボタンを押すと、b.の受信拒否アドレスにアドレスが反映

されます。 

ドメインを追加したい場合は「@」も含めて入力してください。（例：@fujitsu.com） 

受信拒否アドレスからアドレスを削除したい時は、受信拒否アドレスの中から削除したいアドレスを選択し、

d.の「<<削除」ボタンを押してください。 
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受信拒否アドレスを反映する場合は、「リストを更新する」ボタンをクリックしてください。 

「リストを更新する」ボタンをクリックしないと、編集を行った内容は反映されません。 

編集をキャンセルする場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。 

 

【ご注意】 

受信拒否アドレスと、セーフリストとで、同じメールアドレスを登録することはできません。セーフリストにすで

に登録されているメールアドレスを受信拒否アドレスに登録しようとすると、セーフリストからそのアドレスは

削除され、受信拒否アドレスに登録されます。   

 

【制限事項】 

 

項目 制限値 

最大登録アドレス、ドメイン数 100 個 

メールアドレスの長さ 1 メールアドレスあたり半角で 128 文字 

（ドメインのみ登録の場合は"@"から始まるものとする。） 

メールアドレスの利用文字 

（文字列後尾から "@"の間をドメイ

ン部、前半残りをアカウント部とする） 

 

 ドメイン部 ・半角英数字および以下の文字{[]-.#}のみ使用可能。({}は除く) 

・先頭"."または"#"は不可 

 アカウント部 

 

・使用可能文字は ASCII コードが 20 から 127 まで。 

・ダブルクォートでくくられていない場合、 

 エスケープされていない以下の文字{'<>[](),;:" @}は不可。({}は除く) 

・先頭が"."または"#"は不可 
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７．オプションを設定する 

 

迷惑メールフィルターの各種設定を行います。 

 

 

オプションの設定を行うには左メニューの「オプション設定」をクリックします。  

ヘッダーにフラグの挿入  

 

 

迷惑メールと判定されたメールのヘッダーに X-Spam-Flag というヘッダーを挿入します。 

メールソフトで受信する際に、ヘッダーから振り分けなどをしたい場合にご利用いただけます。 

 

題名に[SPAM]を挿入  

 

迷惑メールと判定されたメールの題名の先頭に [SPAM] を挿入します。 

メールソフトで受信する際に、題名を見て振り分けなどをしたい場合にご利用いただけます。 
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迷惑メールボックスの使用  

 

迷惑メールボックスを使用すると、迷惑メールと判定されたメールが保存され、ご利用のメールボックスに

は配送されません。迷惑メールをメールソフトで受け取りたくない場合にご利用いただけます。全体の容量

は 5 MB です。使用容量が 5 MB を超えると古いメールから自動的に削除されます。 

※オプション設定画面（P34）で「ヘッダーに X-Spam-Flag を挿入」もしくは「題名の先頭に [SPAM]を挿

入」という項目が「使用する」になっていれば、迷惑メールと判定されたメールは X-Spam-Flag もしくは

[SPAM]と挿入されて配送されます。 

 ※保存された迷惑メールの最大保存期間は 30 日間です。保存期間が 30 日間を過ぎたメールは自動的

に削除されます。 

 

迷惑メールレポート  

 

 

 

迷惑メールボックスに保存されているメール一覧を定期的にメールでお知らせします。 

迷惑メールボックスのメール状況などを定期的に知りたい場合にご利用いただけます。 

迷惑メールレポートは選択した設定間隔により、以下の時間に送信されます。 

 

設定間隔 3 時間毎 6 時間毎 12 時間毎 24 時間毎 毎週月曜日 

送信時間 毎日 0,3,6,9,12,18,21 時台 毎日 0,6,12,18 時台 
毎日 0,12 時

台 
毎日 0 時台 毎週月曜日 0 時台 

 

迷惑メールレポート例） 

------------------------------------------------------------------------ 

差出人：メールフィルター <mail-filter.info@mailgateway.nifcloud.com> 

件名：迷惑メールレポート - 2005/12/26 00時 412件 39%使用 

 

2005/12/26 00時 現在、迷惑メールボックスの状況は以下のとおりです。 

 

差出人           題名                                受信日時    サイズ 

---------------- ------------------------------------ ----------- -------- 

info@xxxxx.com   個室鑑賞（入場無料）                  12/25 22:05  3.7 KB  
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info@xyxuxu.com  隣の芝生                             12/25 04:57  2.2 KB 

info@uzzzzzf.com  入金をお断りしますか？                 12/25 04:25  2.2 KB 

info@haaagxl.com  ＝サイト趣旨案内＝【人妻企画】          12/25 04:20  2.8 KB 

info@rkafjqz.com   生写メ 生電話                      12/24 22:59  2.2 KB 

info@vhaaafz.com  急遽お手伝いしていただける男性を...     12/24 20:13   2.3 KB 

 

他 392 件 (合計 412 件) のメールがあります。 

迷惑メールボックス容量 5.0MB のうち 2.0MB (39%) を使用しています。 
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迷惑メールフィルターご利用マニュアル 
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８．パスワードを変更する  

 

１）新しいパスワード、新しいパスワードの再入力をそれぞれ入力して、OK ボタンをクリックします。  

  ※パスワードは半角英数 1文字以上 128文字以内 

 

 

 

２）パスワードの設定が完了したメッセージが表示されます。 

  以後のログインでは、設定したパスワードでログインできます。 
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９．ログアウトする 

 

１）画面右上にある「ログアウト」をクリックします。  

 

 

 

２）ログアウトします。  

ログアウト、もしくは迷惑メールガードサーバーとの接続が切れると、再度アカウントとパスワードを入力す

る必要があります。画面内の「ログイン」画面から、もう一度アカウントとパスワードを入力してください。 
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                                     ■お問い合わせ先■ 

      メールゲートウェイ専用窓口 

      TEL:0120-802-026 

             【受付時間】平日 9:00～17:45 土日祝休 


