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1 受信メール
受信メールの
メールの仕訳とは
仕訳とは

初期状態では、メールを受信すると、全てのメールが1つの「受信トレイ」に保存されます。

いろいろな受信メール
受信トレイ
○○お知らせ
メール

受信

○○会員
メール

工事・故障情報
お知らせメール
「工事・故障情報お知らせメール」も
この中に保存される

「仕訳」機能を使うと

設定した仕訳ルールに従って、受信メールが指定フォルダへ仕訳されます。
本書では、 「工事・故障情報お知らせメール」のうち、
お住まいの市区町村に影響の可能性のあるメールを“1影響情報”フォルダへ、
その他のメールを“2その他情報”フォルダへ仕訳する設定方法を紹介しています。
受信トレイ

いろいろな受信メール
○○お知らせ
メール

★工事・故障情報
○○会員
メール

受信

仕訳
ルール

工事・故障
お知らせメール

１影響情報（影響の可能性あり）

２その他情報（その他）
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2 仕訳設定の概要

１ 設定概要
本書ではＯｕｔｌｏｏｋ2003の仕訳機能の設定方法を記載しております。
まず、仕訳先となる「①フォルダ新規作成」を行い、次に「②仕訳ルール設定」を行います。
受信トレイ
いろいろな受信メール

①フォルダ新規作成

○○お知らせ
メール

○○会員
メール

★工事・故障情報
仕訳
ルール

受信

１影響情報（影響の可能性あり）
工事・故障
お知らせメール

２その他情報（その他）

②仕訳ルール設定

２ 仕訳ルールのキーワード
工事・故障情報お知らせメールは、「西日本全域」、「府県」、「市区町村」、「プロバイダ」の4種
類の影響範囲で配信しております。仕訳先フォルダへメールを振分けするためには、メール本
文中のキーワードを用いて仕訳ルールを作成します。
（注意！）キーワードは、現在の配信内容を元にご紹介しております。配信内容の見直しなどに伴い、
キーワードの設定変更が必要となる場合があります。

【仕訳ルールの設定一覧】
仕訳名

仕訳ルール概要

送信元アドレス

該当キーワード

仕訳ルール１

西日本全域、○○
府県全域、○○市
区町村を仕訳

西日本全域
○○府県全域
○○市区町村※1

仕訳ルール２

プロバイダを仕訳

プロバイダ名※2

除外キーワード

仕訳先
フォルダ

様をご利用
様をご契約

１影響情報

仕訳ルール３

○○府県の一部
を仕訳

仕訳ルール
その他

上記以外を仕訳

info@infoconstruction.nt
t-west.co.jp

様をご利用
様をご契約
西日本全域
○○県全域
市区町村：
工事概要：

２その他情報

※1.○○市区町村の入力は第3章 「市区町村表」に記載されている名称でお願いします
※2.プロバイダ名入力は第3章 「プロバイダ表」に記載されている名称でお願いします
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1 仕訳先フォルダの作成
受信したメールを仕訳するためのフォルダを作成する手順をご説明します。

①Ｏｕｔｌｏｏｋを起動します。

②メニューバーの『ファイル』をクリックし
ます。

③『フォルダ』をクリックします。

④『フォルダの作成』をクリックします。

⑤フォルダの名前を入力します。

⑥作成したい場所をクリックします。

⑦『ＯＫ』ボタンをクリックします。
階層的に作成したい場合は⑥の手順で、
下図のように該当フォルダ「★工事・故障
情報」をクリックします。
⑧手順②～⑦を繰り返し実施し、“1影
響情報”フォルダと“2その他情報”フォ
ルダを作成します。

⑨作成した場所に決めた名前のフォル
ダが作成されていることを確認します。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール１)

受信したメールをフォルダへ移動させるための仕訳ルールを作成します。
手順の中に登場する『○○市区町村』、『○○府県』、『プロバイダ名』はお客様が仕訳し
たい名称で作成して下さい。なお、○○市区町村は“第3章 「市区町村表」”、プロバイダ
名は“第3章 「プロバイダ表」”に記載されている名称で作成して下さい。
＊「プロバイダ名」とはお客様がご契約しているプロバイダ（ＩＳＰ）の名称を表します。

①『ツール』－『仕訳ルールと通知』を
クリックします。

②『新しい仕訳ルール』をクリックします。

③『新しい仕訳ルール作成』のラジオボタン
にチェックを入れます。

④『受信メール用に独自の仕訳ルールを作
成する』が選択されていることを確認します。

⑤ 『次へ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール１)

⑥『[差出人]が名前/配布リストの場合』の
チェックボックスにチェックを入れます。

⑦ 『名前/配布リスト』をクリックします。

⑧差出人
info@info-construction.ntt-west.co.jp
を入力します。

⑨『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑩差出人が登録されていることを確認します。

⑪『次へ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール１)

⑫『仕訳ルールの処理を中止する』のチェッ
クボックスにチェックを入れます。

⑬『指定フォルダへ移動する』のチェック
ボックスにチェックを入れます。

⑭『指定』をクリックします。

⑮「１影響情報」フォルダをクリックします。

⑯『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑰登録したものが正しく表示されているか
確認します。

⑱『戻る』ボタンを1回クリックします。

6

第2章
章

2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール１)

⑲『本文に特定の文字が含まれる場合』
のチェックボックスにチェックを入れます。

⑳『特定の文字』をクリックします。

21 「西日本全域」を入力して『追加』ボタン

「○○府県全域」を入力して『追加』ボタン
「○○市区町村」を入力して『追加』ボタン
をクリックします。
仕訳けしたい市区町村や府県が複数ある場合は手順 21 を繰り返します。
○○市区町村の入力は第3章 「市区町村表」に記載されている名称でお願いします

22

『ＯＫ』ボタンをクリックします。

23

登録したものが正しく表示されている
か確認します。

24

『次へ』ボタンを２回クリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール1)

25

『本文に特定の文字が含まれる場合を
除く』のチェックボックスにチェックを入
れます。

26

『特定の文字』をクリックします。

27

「様をご利用」を入力して『追加』ボタン
「様をご契約」を入力して『追加』ボタン
をクリックします。

28

『ＯＫ』ボタンをクリックします。

29

登録したものが正しく表示されているか
確認します。

30

『次へ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール1)

31

「仕訳ルール１」を入力します。

32

『完了』ボタンをクリックします。

33

『ＯＫ』ボタンをクリックします。

34

登録したものが正しく表示されているか
確認します。

35

『適用』ボタンをクリックします。

36

『ＯＫ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール2)

P.4～P.5の手順①～⑩を実施した後に本ページ以降の設定を実施します。

⑪『本文に特定の文字が含まれる場合』
のチェックボックスにチェックを入れます。

⑫『特定の文字』をクリックします。

⑬「プロバイダ名」を入力して『追加』ボタ
ンをクリックします。
＊「プロバイダ名」とはお客様がご契約して
いるプロバイダ（ＩＳＰ）の名称を表します。
仕訳けしたいプロバイダが複数ある場合は手順⑭を繰り返します。
プロバイダ名の入力は第3章 「プロバイダ表」に記載されている名称でお願いします

⑭『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑮登録したものが正しく表示されている
か確認します。

⑯『次へ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール2)

⑰『指定フォルダへ移動する』のチェック
ボックスにチェックを入れます。

⑱『仕訳ルールの処理を中止する』の
チェックボックスにチェックを入れます。

⑲『指定』をクリックします。

⑳「１影響情報」フォルダをクリックし
ます。

21

『ＯＫ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール2)

22

登録したものが正しく表示されている
か確認します。

23

『次へ』ボタンをクリックします。

24

『次へ』ボタンをクリックします。

25

「仕訳ルール２」を入力します。

26

『完了』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール2)

27

『ＯＫ』ボタンをクリックします。

28

登録したものが正しく表示されている
か確認します。

29

『適用』ボタンをクリックします。

30

『ＯＫ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール3)

P.4～P.5の手順①～⑪を実施した後に本ページ以降の設定を実施します。

⑫『仕訳ルールの処理を中止する』のチェッ
クボックスにチェックを入れます。

⑬『指定フォルダへ移動する』のチェック
ボックスにチェックを入れます。

⑭『指定』をクリックします。

⑮「１影響情報」フォルダをクリックします。

⑯『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑰登録したものが正しく表示されているか
確認します。

⑱『次へ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール3)

⑲『本文に特定の文字が含まれる場合
を除く』のチェックボックスにチェックを
入れます。

⑳『特定の文字』をクリックします。

21

「様をご利用」を入力して『追加』ボタン
「様をご契約」を入力して『追加』ボタン
「西日本全域」を入力して『追加』ボタン
「○○県全域」を入力して『追加』ボタン
「市区町村：」を入力して『追加』ボタン
「工事概要：」を入力して『追加』ボタン
をクリックします。

22

23

24

『ＯＫ』ボタンをクリックします。

登録したものが正しく表示されている
か確認します。

『次へ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルール3)

25

「仕訳ルール３」を入力します。

26

『完了』ボタンをクリックします。

27

『ＯＫ』ボタンをクリックします。

28

登録したものが正しく表示されている
か確認します。

29

30

『適用』ボタンをクリックします。

『ＯＫ』ボタンをクリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルールその他)

P.4～P.5の手順①～⑪を実施した後に本ページ以降の設定を実施します。

⑫『仕訳ルールの処理を中止する』のチェッ
クボックスにチェックを入れます。

⑬『指定フォルダへ移動する』のチェック
ボックスにチェックを入れます。

⑭『指定』をクリックします。

⑮「２その他情報」フォルダをクリックします。

⑯『ＯＫ』ボタンをクリックします。

⑰登録したものが正しく表示されているか
確認します。

⑱『次へ』ボタンを２回クリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルールその他)

⑲「仕訳ルールその他」を入力します。

⑳『完了』ボタンをクリックします。

21

『ＯＫ』ボタンをクリックします。

22

「仕訳ルールその他」をクリックします。

23

『下矢印』ボタンを3回クリックします。
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2 仕訳ルールの設定(仕訳ルールその他)

24

上から順番に仕訳ルール３、仕訳ルール
２、仕訳ルール１、仕訳ルールその他となっ
ていて チェックマークが付いていること
を確認します。

25

『適用』ボタンをクリックします。

26

『ＯＫ』ボタンをクリックします。
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Ⅳ

1 市区町村表（あ～か）
県名のあいうえお順となっていますので、設定の際には、文字列をご確認ください。
２０１２年１２月現在

愛知県

名古屋市千種区 名古屋市東区 名古屋市北区 名古屋市西区 名古屋市中村区 名古屋市中区 名古屋市昭和区
名古屋市瑞穂区 名古屋市熱田区 名古屋市中川区 名古屋市港区 名古屋市南区 名古屋市守山区 名古屋市緑区
名古屋市名東区 名古屋市天白区 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市
刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市 大府市
知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古屋市
弥富市 みよし市 あま市 愛知郡東郷町 愛知郡長久手町 西春日井郡豊山町 丹羽郡大口町 丹羽郡扶桑町
海部郡大治町 海部郡蟹江町 海部郡飛島村 知多郡阿久比町 知多郡東浦町 知多郡南知多町 知多郡美浜町
知多郡武豊町 幡豆郡一色町 幡豆郡吉良町 幡豆郡幡豆町 額田郡幸田町
北設楽郡設楽町 北設楽郡東栄町 北設楽郡豊根村

石川県

金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 能美郡川北町
石川郡野々市町 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡志賀町 羽咋郡宝達志水町 鹿島郡中能登町
鳳珠郡穴水町 鳳珠郡能登町

愛媛県

松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市
越智郡上島町 上浮穴郡久万高原町 伊予郡松前町 伊予郡砥部町 喜多郡内子町 西宇和郡伊方町
北宇和郡松野町 北宇和郡鬼北町 南宇和郡愛南町

大分県

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市
由布市 国東市 東国東郡姫島村 速見郡日出町 玖珠郡九重町 玖珠郡玖珠町

大阪府

大阪市都島区 大阪市福島区 大阪市此花区 大阪市西区 大阪市港区 大阪市大正区 大阪市天王寺区
大阪市浪速区 大阪市西淀川区 大阪市東淀川区 大阪市東成区 大阪市生野区 大阪市旭区 大阪市城東区
大阪市阿倍野区 大阪市住吉区 大阪市東住吉区 大阪市西成区 大阪市淀川区 大阪市鶴見区
大阪市住之江区 大阪市平野区 大阪市北区 大阪市中央区 堺市堺区 堺市中区 堺市東区 堺市西区
堺市南区 堺市北区 堺市美原区 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市
枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市
羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市
三島郡島本町 豊能郡豊能町 豊能郡能勢町 泉北郡忠岡町 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町
南河内郡太子町 南河内郡河南町 南河内郡千早赤阪村

岡山県

岡山市北区 岡山市中区 岡山市東区 岡山市南区 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市
新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 浅口市 和気郡和気町 都窪郡早島町 浅口郡里庄町
小田郡矢掛町 真庭郡新庄村 苫田郡鏡野町 勝田郡勝央町 勝田郡奈義町 英田郡西粟倉村
久米郡久米南町 久米郡美咲町 加賀郡吉備中央町

沖縄県

那覇市 宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 沖縄市 豊見城市 うるま市 宮古島市 南城市 国頭郡国頭村
国頭郡大宜味村 国頭郡東村 国頭郡今帰仁村 国頭郡本部町 国頭郡恩納村 国頭郡宜野座村 国頭郡金武町
国頭郡伊江村 中頭郡読谷村 中頭郡嘉手納町 中頭郡北谷町 中頭郡北中城村 中頭郡中城村 中頭郡西原町
島尻郡与那原町 島尻郡南風原町 島尻郡渡嘉敷村 島尻郡座間味村 島尻郡粟国村 島尻郡渡名喜村
島尻郡南大東村 島尻郡北大東村 島尻郡伊平屋村 島尻郡伊是名村 島尻郡久米島町 島尻郡八重瀬町
宮古郡多良間村 八重山郡竹富町 八重山郡与那国町

香川県

高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市 小豆郡土庄町 小豆郡小豆島町
木田郡三木町 香川郡直島町 綾歌郡宇多津町 綾歌郡綾川町 仲多度郡琴平町 仲多度郡多度津町
仲多度郡まんのう町

鹿児島県

鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 日置市 曽於市 霧島市
いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市 南九州市 伊佐市 姶良市 鹿児島郡三島村 鹿児島郡十島村
薩摩郡さつま町 出水郡長島町 姶良郡湧水町 曽於郡大崎町 肝属郡東串良町 肝属郡錦江町 肝属郡南大隅町
肝属郡肝付町 熊毛郡中種子町 熊毛郡南種子町 熊毛郡屋久島町 大島郡大和村 大島郡宇検村 大島郡瀬戸内町
大島郡龍郷町 大島郡喜界町 大島郡徳之島町 大島郡天城町 大島郡伊仙町 大島郡和泊町 大島郡知名町
大島郡与論町
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岐阜県

岐阜市 大垣市 高山市 多治見市 関市 中津川市 美濃市 瑞浪市 羽島市 恵那市 美濃加茂市 土岐市
各務原市 可児市 山県市 瑞穂市 飛騨市 本巣市 郡上市 下呂市 海津市 羽島郡岐南町 羽島郡笠松町
養老郡養老町 不破郡垂井町 不破郡関ケ原町 安八郡神戸町 安八郡輪之内町 安八郡安八町 揖斐郡揖斐川町
揖斐郡大野町 揖斐郡池田町 本巣郡北方町 加茂郡坂祝町 加茂郡富加町 加茂郡川辺町 加茂郡七宗町
加茂郡八百津町 加茂郡白川町 加茂郡東白川村 可児郡御嵩町 大野郡白川村

京都府

京都市北区 京都市上京区 京都市左京区 京都市中京区 京都市東山区 京都市下京区 京都市南区
京都市右京区 京都市伏見区 京都市山科区 京都市西京区 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市
亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 乙訓郡大山崎町
久世郡久御山町 綴喜郡井手町 綴喜郡宇治田原町 相楽郡笠置町 相楽郡和束町 相楽郡精華町
相楽郡南山城村 船井郡京丹波町 与謝郡伊根町 与謝郡与謝野町

熊本県

熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市 山鹿市 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市 阿蘇市 天草市
合志市 下益城郡美里町 玉名郡玉東町 玉名郡南関町 玉名郡長洲町 玉名郡和水町 菊池郡大津町
菊池郡菊陽町 阿蘇郡南小国町 阿蘇郡小国町 阿蘇郡産山村 阿蘇郡高森町 阿蘇郡西原村 阿蘇郡南阿蘇村
上益城郡御船町 上益城郡嘉島町 上益城郡益城町 上益城郡甲佐町 上益城郡山都町 八代郡氷川町
葦北郡芦北町 葦北郡津奈木町 球磨郡錦町 球磨郡多良木町 球磨郡湯前町 球磨郡水上村

高知県

佐賀県

球磨郡山江村

球磨郡相良村 球磨郡五木村 球磨郡球磨村 球磨郡あさぎり町 天草郡苓北町
高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 香南市 香美市 安芸郡東洋町
安芸郡奈半利町 安芸郡田野町 安芸郡安田町 安芸郡北川村 安芸郡馬路村 安芸郡芸西村 長岡郡本山町
長岡郡大豊町 土佐郡土佐町 土佐郡大川村 吾川郡いの町 吾川郡仁淀川町 高岡郡中土佐町 高岡郡佐川町
高岡郡越知町 高岡郡檮原町 高岡郡日高村 高岡郡津野町 高岡郡四万十町 幡多郡大月町 幡多郡三原村
幡多郡黒潮町
佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 神埼郡吉野ヶ里町
三養基郡基山町 三養基郡上峰町 三養基郡みやき町 東松浦郡玄海町 西松浦郡有田町 杵島郡大町町
杵島郡江北町 杵島郡白石町 藤津郡太良町

滋賀県

大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市
米原市 蒲生郡日野町 蒲生郡竜王町 愛知郡愛荘町 犬上郡豊郷町 犬上郡甲良町 犬上郡多賀町

静岡県

静岡市葵区 静岡市駿河区 静岡市清水区 浜松市中区 浜松市東区 浜松市西区 浜松市南区 浜松市北区
浜松市浜北区 浜松市天竜区 沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 島田市 富士市 磐田市 焼津市
掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 下田市 裾野市 湖西市 伊豆市 御前崎市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市
賀茂郡東伊豆町 賀茂郡河津町 賀茂郡南伊豆町 賀茂郡松崎町 賀茂郡西伊豆町 田方郡函南町

島根県

徳島県

駿東郡清水町 駿東郡長泉町 駿東郡小山町 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町 周智郡森町
松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 八束郡東出雲町 仁多郡奥出雲町
飯石郡飯南町 簸川郡斐川町 邑智郡川本町 邑智郡美郷町 邑智郡邑南町 鹿足郡津和野町 鹿足郡吉賀町
隠岐郡海士町 隠岐郡西ノ島町 隠岐郡知夫村 隠岐郡隠岐の島町
徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦郡勝浦町 勝浦郡上勝町
名東郡佐那河内村 名西郡石井町 名西郡神山町 那賀郡那賀町 海部郡牟岐町 海部郡美波町 海部郡海陽町
板野郡松茂町 板野郡北島町 板野郡藍住町 板野郡板野町 板野郡上板町 美馬郡つるぎ町 三好郡東みよし町

鳥取県

鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 岩美郡岩美町 八頭郡若桜町 八頭郡智頭町 八頭郡八頭町 東伯郡三朝町
東伯郡湯梨浜町 東伯郡琴浦町 東伯郡北栄町 西伯郡日吉津村 西伯郡大山町 西伯郡南部町 西伯郡伯耆町
日野郡日南町 日野郡日野町 日野郡江府町

富山県

富山市 高岡市 魚津市 氷見市 滑川市 黒部市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市 中新川郡舟橋村
中新川郡上市町 中新川郡立山町 下新川郡入善町 下新川郡朝日町

長崎県

長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市 西海市 雲仙市 南島原市
西彼杵郡長与町 西彼杵郡時津町 東彼杵郡東彼杵町 東彼杵郡川棚町 東彼杵郡波佐見町 北松浦郡小値賀町
北松浦郡佐々町 南松浦郡新上五島町
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奈良県

奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市
山辺郡山添村 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡斑鳩町 生駒郡安堵町 磯城郡川西町 磯城郡三宅町
磯城郡田原本町 宇陀郡曽爾村 宇陀郡御杖村 高市郡高取町 高市郡明日香村 北葛城郡上牧町
北葛城郡王寺町 北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町 吉野郡吉野町 吉野郡大淀町 吉野郡下市町 吉野郡黒滝村
吉野郡天川村 吉野郡野迫川村 吉野郡十津川村 吉野郡下北山村 吉野郡上北山村 吉野郡川上村
吉野郡東吉野村

兵庫県

神戸市東灘区 神戸市灘区 神戸市兵庫区 神戸市長田区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市北区
神戸市中央区 神戸市西区 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 相生市 豊岡市 加古川市
赤穂市 西脇市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 加西市 篠山市 養父市 丹波市
南あわじ市 朝来市 淡路市 宍粟市 加東市 たつの市

川辺郡猪名川町 多可郡多可町 加古郡稲美町

加古郡播磨町 神崎郡市川町 神崎郡福崎町 神崎郡神河町 揖保郡太子町 赤穂郡上郡町 佐用郡佐用町
美方郡香美町 美方郡新温泉町
広島県

広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区
広島市佐伯区 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市
安芸高田市 江田島市 安芸郡府中町 安芸郡海田町 安芸郡熊野町 安芸郡坂町 山県郡安芸太田町
山県郡北広島町 豊田郡大崎上島町 世羅郡世羅町 神石郡神石高原町

福井県

福井市 敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 吉田郡永平寺町 今立郡池田町
南条郡南越前町 丹生郡越前町 三方郡美浜町 大飯郡高浜町 大飯郡おおい町 三方上中郡若狭町

福岡県

北九州市門司区北九州市若松区 北九州市戸畑区 北九州市小倉北区 北九州市小倉南区 北九州市八幡東区
北九州市八幡西区 福岡市東区 福岡市博多区 福岡市中央区 福岡市南区 福岡市西区 福岡市城南区
福岡市早良区 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 行橋市 豊前市
中間市 小郡市 筑紫野市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 うきは市 宮若市 嘉麻市
朝倉市 みやま市 糸島市 筑紫郡那珂川町 糟屋郡宇美町 糟屋郡篠栗町 糟屋郡志免町 糟屋郡須惠町
糟屋郡新宮町 糟屋郡久山町 糟屋郡粕屋町 遠賀郡芦屋町 遠賀郡水巻町 遠賀郡岡垣町 遠賀郡遠賀町
鞍手郡小竹町 鞍手郡鞍手町 嘉穂郡桂川町 朝倉郡筑前町 朝倉郡東峰村 三井郡大刀洗町 三潴郡大木町
八女郡広川町 田川郡香春町 田川郡添田町 田川郡糸田町 田川郡川崎町 田川郡大任町 田川郡赤村
田川郡福智町 京都郡苅田町 京都郡みやこ町 築上郡吉富町 築上郡上毛町 築上郡築上町

三重県

津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市 名張市 尾鷲市 亀山市 鳥羽市 熊野市 いなべ市 志摩市
伊賀市桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町 三重郡菰野町 三重郡朝日町 三重郡川越町 多気郡多気町 多気郡明和町
多気郡大台町 度会郡玉城町 度会郡度会町 度会郡大紀町 度会郡南伊勢町 北牟婁郡紀北町 南牟婁郡御浜町
南牟婁郡紀宝町

宮崎県

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 北諸県郡三股町 西諸県郡高原町
東諸県郡国富町 東諸県郡綾町 児湯郡高鍋町 児湯郡新富町 児湯郡西米良村 児湯郡木城町 児湯郡川南町
児湯郡都農町 東臼杵郡門川町 東臼杵郡諸塚村 東臼杵郡椎葉村 東臼杵郡美郷町 西臼杵郡高千穂町
西臼杵郡日之影町 西臼杵郡五ヶ瀬町

山口県

下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 美祢市 周南市 山陽小野田市
大島郡周防大島町 玖珂郡和木町 熊毛郡上関町 熊毛郡田布施町 熊毛郡平生町 阿武郡阿武町

和歌山県

和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 海草郡紀美野町
伊都郡かつらぎ町 伊都郡九度山町 伊都郡高野町 有田郡湯浅町 有田郡広川町 有田郡有田川町 日高郡美浜町
日高郡日高町 日高郡由良町 日高郡印南町 日高郡みなべ町 日高郡日高川町 西牟婁郡白浜町
西牟婁郡上富田町 西牟婁郡すさみ町 東牟婁郡那智勝浦町 東牟婁郡太地町 東牟婁郡古座川町 東牟婁郡北山村
東牟婁郡串本町
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2 プロバイダ表
ＩＳＰ名のアルファベット順、あいうえお順となっていますので、設定の際には、
文字列をご確認ください。
２０１３年３月現在
@html.ne.jp HyperText
＠ｎｓｋ
１００メガ シルバー 、 Yahoo! BB 光 with フレッツ
ＡＳＡＨＩネット
ATWインターネットサービス
BAOBAB NET
bit-drive
Ｂ－Jｕｎｇｌｅ
COMSPACE
ＣｏｒａｌＮｅｔ（コーラルネット）
Ｃｙｐｒｅｓｓ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
DS NetWorks
ＦＣＣ
FITWeb
GyaO Shopper’s Access、GyaO 光
Hi-Bit（Toppa!）
ＩＩ－ＯＫＩＮＡＷＡ
incl
Ｉｎｆｏｓｐｈｅｒｅ
i-youねっと
kansai-bb.com
ＫｏＣｏＥインターネット（ココイーインターネット）
ｋｙｏｔｏ－Ｐｎｅｔ
MEDIAWARS
ＭＥＯＮ
mitene Internet Service
MOW-NET
NAXNET
NCM
Netin静岡
ＮＭＴｎｅｔ
ＮＯＬｎｅｔ
ＯＣＮ
ＯＥＣ－Ｎｅｔ
ｐｅａｒｓ
Ｓａｎ－ｉｎＮｅｔ
ShineNeT
Ｓｏ－ｎｅｔ
ＳｕｐｅｒＣＳＩ
ＴＣＮ
TNC(TOKAIネットワーククラブ)
VECTANT
ＷＡＫＷＡＫ
安心地域ネット
インターネット・プロ東海
インターネット尾張
エイムインターネットサービス
北関西ジャパンネット
九州電話インターネット
佐賀新聞・長崎新聞インターネット
サニーネット
シナプスインターネットサービス
泉州ネットワークサービス
ディービーネット
ハル
ビジネス・インフォマート・大商
びわ湖キャプテンインターネット
ぷらら
三河インターネットサービス
めでぃあすーいーえむ
わっこBB

＠ｎｉｆｔｙ／ＦＥＮＩＣＳ
＠ちゃんぷるねっと
ACROSS
ＡＴ＆Ｔビジネス・インターネット・サービス
ａｕ ｏｎｅ ｎｅｔ
ＢＩＧＬＯＢＥ
ＢＩＷＡＬＯＢＥ
ＢＲＯＡＤ－ＧＡＴＥ／Ｇｙａｏ光
COMSPACE/MOW-NET
COSMOS NET COMMUNICATIONS
ｄｏ！Ｕｐ，アーバンインターネット
EMOBILE 光
FiberBit
ＧＬＢＢ
Hey-Sayネット
ＩＩＪ
ＩＮＡＫＥＲ－ＮＥＴ
Inforyukyu
ITS
J-Bee.com
ＫＣＮ－Ｎｅｔ
Ｋｏｎｎｅｃｔ
ＭｅｄｉａＣａｔ（スターキャット）
MEGAX（メガクロス）
MEON-E
ｍｏｐｅｒａ Ｕ
M-SURF
ＮＣＭ
ＮＥＴＦＯＲＷＡＲＤ
Netwaveインターネットサービス
NNC-NET
NSWネット
ＯＤＮ
ＯＳＳネット
ＲｅＳＥＴ．ＪＰ／ＯｐｅｎＢｉｔ．ｎｅｔ
ＳＡＮＮＥＴインターネットサービス
So-net
ＳＴＣＮサービス
TAMインターネットサービス
TikiTikiインターネット
U-netsurf
ＶＥＣＴＡＮＴ
ＷＡＲＰ ＩＮＴＥＲＮＥＴ
いずもトータルネット
インターネット久留米
愛媛ＣＡＴＶ
エディオンネット(エンジョイネット)
旧IDC（AS4694）
コアラ
財団法人福岡県中小企業振興センター（電脳商社）
静岡インターネット
スカイネット
ツインインターネット
ドリーム・トレイン・インターネット (DTI)
晴れの国ネット
ヒロインネット
フーバーネットワーク
ブロードぱんだ
宮崎情報ネットワーク（MIN）
リウコムインターネットサービス
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