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管理ページとは？
♦ 管理ページでは、exGroupの管理に必要な設定をすべて行う

ことができます。

♦ 機能一覧
– メールアドレスの作成・情報変更・削除
– メールアドレス一覧の表示

– メールパスワードの変更
– メール転送先の設定
– 一斉通知

– メーリングリストの作成・情報変更・削除
– メールマガジンの作成・情報変更・削除
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管理ページを表示するには
♦ 管理ページのアドレスは、

http://www.○○○○.○○/admin
です。（もちろん、○の部分には、ご利用中のドメインが入ります。）

♦ 管理ページをご利用になるには、ブラウザ（ホームページを見るためのソフトで、
例えばインターネットエクスプローラーなど）で、上記の管理ページにアクセスす
れば表示されます。

ここに管理ページのアドレスを入力して、Enterを押す。
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管理ページの認証
♦ 管理ページを表示するためには、認証が必要です。

管理ページを表示しようとするとこのように表示されます。
これから管理しようとするサイトのドメインが表示されています。

ユーザー名の欄に、管理者のメールアドレスを入力してください。
管理者のメールアドレスは、“ご利用開始のお知らせ “に記載されています。

パスワードの欄に、管理者のパスワードを入力してください。
管理者のメールアドレスは、“ご利用開始のお知らせ “に記載されています。
また、パスワードを以前に変更した場合には、変更後のパスワードを
入力してください。
なお、パスワードは入力した文字にかかわらず“******”で表示されます。

ユーザー名とパスワードの入力が終わりましたら、ＯＫボタンを押してください。

このパスワードを保存するにチェックを入れると、ユーザー名とパス
ワードが保存されて、次回からの入力の手間が省けます。
但し、管理者以外の方が利用する可能性のあるパソコンでは、チェッ
クを入れないようにお勧めいたします。

正しいユーザー名とパスワードで認証されると、
管理ページが表示されます。
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管理ページの使い方
ここには、exGroupに関するお知らせが表示されています。（→p6）

最初に表示されたお知らせページが表示されます。

管理者のパスワードを変更できます。変更後は管理者のメールアドレスと管理ページのパスワードを
新しいパスワードに変更する必要があります。（→p7）

管理者のメールアドレスに届くメールの転送先を設定することができます。（→p8）

新規にメールアドレスを作成することができます。契約数の範囲内であれば、
自由に作成することが可能です。（→p12）

一覧を表示せずに指定したアドレスの情報、パスワードを変更することができます。
また、指定したアドレスを削除することもできます。（→p13）

メールアドレスの一覧が表示されます。表示されたアドレスの情報、パスワードを変更
することができます。また、表示されたアドレスを削除することもできます。（→p11）

管理者が参加するメールマガジンを設定することができます。（→p9）

ユーザー全員に同じ内容の情報を送信することができます。（→p15）

新規にメーリングリストを開設することができます。契約数の範囲内であれば、
自由に作成することが可能です。（→p24）

指定したメーリングリストの情報を変更、参加者の一覧を表示することができます。
また、指定したメーリングリストを削除することもできます。（→p25）

管理者が参加するメーリングリストを設定することができます。（→p10）

メールマガジンの一覧を表示することができます。表示されたメールマガジンの参加者や、
そのメールマガジンの情報を表示、変更することもできます。（→p16）

指定したメールマガジンの情報を変更、参加者の一覧を表示することができます。
また、指定したメーリングリストを削除することもできます。（→p18）

新規にメールマガジンを開設することができます。契約数の範囲内であれば、
自由に作成することが可能です。（→p17）

メールマガジンを選択して発行することができます。（→p21）

メーリングリストの一覧を表示することができます。表示されたメーリングリストの参加者や、
そのメーリングリストの情報を表示、変更することもできます。（→p23）
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おしらせ
♦ exGroupのご利用状況などを表示しています。

現在のご利用状況を表示しています。

ご利用状況に関するお知らせを表示します。
ご利用数がご契約数に達している場合は、追加契約をご案内しております。

現在のご契約内容を表示しています。

eｘＧｒｏｕｐ外のメールアドレスがメールマガジン
及びメーリングリストに登録できるかどうかを表
示しています。

Webページへのアクセス状況解析結果を表示
します。解析結果は各月ごとに、過去5か月分
表示することができます。
サブドメインオプションを契約している場合は、
サブドメイン毎にアクセス状況が表示されます。

クリックするとそのままお問い合わせが出来ます。
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パスワード変更
♦ 管理者のメールアドレスのパスワードを変更することができます。

変更後のパスワードを入力してください。
パスワードは半角英数字及び一部の記号に限りま
す。また、大文字と小文字は区別されます。

パスワードを変更するメールアドレス名が表示されています。

確認のため、もう一度変更後のパスワードを
入力してください。

入力した新しいパスワードを再度確認し、変更ボタンを押してください。
変更が成功すると、変更されたことが表示されます。
変更後は、古いパスワードを使うことができませんので、変更後の
パスワードを忘れないようにご注意ください。



2003/12/8 8

転送設定
♦ 管理者のメールアドレスの転送先を変更することができます。

転送先のメールアドレスを入力してください。

転送先は3件まで登録可能です。

入力したメールアドレスを再度確認し、変更ボタンを押してください。
変更が成功すると、変更されたことが表示されます。
メールの転送に失敗すると、メール送信者に迷惑がかかることが
ありますので、アドレスの間違いには十分注意してください。
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メールマガジン
♦ 管理者が購読するメールマガジンを変更することができます。

購読したいメールマガジンにチェックを入力してください。
すでに参加しているものはチェックが入っていますので、
退会する場合はチェックをはずしてください。

自由購読可能なメールマガジンが一覧で表示されます。

購読したいメールマガジンを再度確認し、送信ボタンを押してください。
購読申請が受付けられたことが表示されます。
メールマガジンへの購読登録が完了すると、ウェルカムメッセージがメールで届きます。
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メーリングリスト
♦ 管理者の参加するメーリングリストを変更することができます。

参加したいメーリングリストにチェックを入力してください。
すでに参加しているものはチェックが入っていますので、
退会する場合はチェックをはずしてください。

自由参加可能なメーリングリストが一覧で表示されます。

参加したいメーリングリストを再度確認し、送信ボタンを押してください。
参加申請が受付けられたことが表示されます。
メーリングリストへの参加が完了すると、ウェルカムメッセージがメールで届きます。

このメーリングリストに流れた過去の記事が表示されます。
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メールアドレス（一覧）
一覧表示の表示順を変更することができます。
表示方法を選択して、Goボタンを押してください。

表示するメールアドレスを限定することができます。
メールアドレスの初めの一文字をクリックします。
Anyで全表示に戻ります。

アドレスをクリックすることで、そのアドレスの情報編集、
そのアドレス自体の削除ができます。（→p14）

表示しているメールアドレスには、メールマガジ
ン及びメーリングリストで利用しているアドレスも
表示されています。

♦ 管理するメールアドレスの一覧を表示します。

メールの受信状況が表示されています。
今月中のPOP受信回数と、最終受信時刻が
表示されています。
受信回数又は最終受信時刻をクリックすると
過去1年間の受信回数が月別に表示されま
す。
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メールアドレス（作成）

このメールアドレスの利用者の名前を入力することが
できます。

このメールアドレスの利用者の番号（従業員番号や、
会員番号など）を入力することができます。

このメールアドレスの登録年月日（入会年月日や
入社年月日でもＯＫ）を入力することができます。

このメールアドレスのパスワードを入力してください。
ランダムに生成されたパスワードが自動的に入力されていま
すので、それをそのまま利用することもできます。

確認のため、パスワードを再度入力してください。

このメールアドレスに届いたメールを別のメールアドレスに
転送する場合、この欄に転送先のメールアドレスを入力し
てください。転送先は3箇所まで設定することができます。

項目の入力が完了したら、作成ボタンを押してください。
メールアドレスが自動作成され、一覧画面に表示されます。

入力した項目を元に戻します。

サブドメインオプションの契約をしている場合は、
ここで作成するメールアドレスのドメインを選択
することができます。

作成するメールアドレスを入力
してください。

作成するメールアドレスにメールマガジンを購読させる場
合は、購読させるメーリングリストにチェックを入れてくださ
い。

作成するメールアドレスをメーリングリストに参加させる場
合は、参加させるメーリングリストにチェックを入れてくださ
い。

♦ 管理するドメインのメールアドレスを作成することができます。
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メールアドレス（編集/削除）

サブドメインオプションの契約をしている場合は、
編集または削除するメールアドレスのドメインを
指定してください。

編集または削除するメールアドレスを入力してください。

メールアドレスの入力が完了したら、編集ボタンを押してください。
メールアドレス編集/削除画面に進みます。（→p14）

♦ 管理するドメインのメールアドレスを編集･削除することができます。
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メールアドレス（編集/削除）

編集するメールアドレスが表示されています。

このメールアドレスの利用者の名前を入力することができます。
すでに入力してある場合は表示されていますので、変更する場合は、
修正してください。

このメールアドレスの利用者の番号（従業員
番号や、会員番号など）を入力することができます。すでに入力し
てある場合は表示されていますので、変更する場合は、修正して
ください。

このメールアドレスの登録年月日（入会年月日や入社年月日でも
ＯＫ）を入力することができます。

このメールアドレスのパスワードを変更することができます。
変更する場合は、表示されている現在のパスワードを書き換えて
ください。

確認のため、変更するパスワードを再度入力してください。

このメールアドレスに届いたメールを別のメールアドレスに転送
する場合、この欄に転送先のメールアドレスを入力してください。
転送先は3箇所まで設定できます。

このメールアドレスを削除する場合、削除ボタンを押してください。削
除されると、そのメールアドレスに届いていたメールは完全に削除され
てしまいますので、注意して削除してください。

項目の入力が完了したら、変更ボタンを押してください。
一旦変更してしまうと元には戻せませんのでご注意ください。

入力した項目を元に戻します。

このメールアドレスで参加するメーリングリストを設定できます。
参加するメーリングリストにチェックを入れてください。
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一斉通知
♦ 管理者からユーザー全員に同じメッセージを送信します。

送信するメッセージを入力してください。

送信するメッセージの題名を入力してください。

送信するメッセージを入力したら、送信ボタンを押してくだ
さい。全員にメッセージが届きます。
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メールマガジン（一覧）

一覧表示の表示順を変更することができます。
表示方法を選択して、Goボタンを押してください。

表示するメールアドレスを限定することができます。
メールアドレスの初めの一文字をクリックします。
Anyで全表示に戻ります。

アドレスをクリックすることで、そのメールマガジンの情報編集、
そのメールマガジン自体の削除ができます。（→p19）

♦ 管理するメールマガジンの一覧を表示します。



2003/12/8 17

メールマガジン（作成）

このメールマガジンの名前を入力してください。

このメールマガジンの説明を記入することができます。
ユーザーが購読できるメールマガジン一覧に表示されます。

ユーザーの設定ページに表示して、自由に購読できるメール
マガジンにしたり、管理者のみが購読者を設定できるメールマ
ガジンにするかを選択することができます。

項目の入力が完了したら、作成ボタンを押してください。
メールマガジンが自動作成されます。

入力した項目を元に戻します。

サブドメインオプションの契約をしている場合は、
ここで作成するメールマガジンのドメインを選択
することができます。

作成するメールマガジンのアドレスを入力してください。

♦ メールマガジンを新規に作成することができます。
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メールマガジン（編集/削除）

編集または削除するメーリングリストを選択してください。

メーリングリストを選択したら編集ボタンを押してください。
メーリングリスト編集/削除画面に進みます。（→p19）

♦ メールマガジンを編集・削除することができます。
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メールマガジン（編集/削除）
編集するメールマガジンのアドレスが表示されています。

このメールマガジンの表示名を変更することができます。

このメールマガジンの説明（メモ）を変更することができます。
このメモは、メールマガジン参加画面に表示されます。

このメールマガジンを、ユーザー設定ページから自由購読でき
るようにするか、管理者だけがメンバーを決めることができるか
を変更することができます。

このメールマガジンを削除する場合、削除ボタンを押してください。

項目の変更が完了したら、変更ボタンを押してください。一旦
変更してしまうと元には戻せませんのでご注意ください。

変更した項目を元に戻します。

このメールマガジンの購読者が一覧表示されます。参加者個別に
設定を変更する場合は、変更する人のメールアドレスをクリックして
ください。クリックしたメールアドレスの編集画面に移ります。（→p14）

メールマガジン購読者を追加、削除する場合は、編集画面に
てまとめて変更することができます。（→p20）
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メールマガジン（購読者の編集）
購読者を編集するメールマガジン名が表示されています。

この欄には、メールマガジンを現在購読していない人のメールアドレス
が表示されています。

この欄には、メールマガジンを現在購読している人の
メールアドレスが表示されています。

更新を押すと、右側の欄に表示されてい
るメールアドレスがメールマガジンを購読
することになります。

新たに購読させたい人のメールアドレスを左の欄で選択（反転）し、追
加を押すことで右の欄に追加することができます。Shift キーを押しなが
らクリックすることで複数アドレスを一度に追加することができます。

購読状態から削除したい人のメールアドレスを右の欄で選択（反転）し、
削除を押すことで左の欄に戻すことができます。Shiftキーを押しながら
クリックすることで複数アドレスを一度に削除することができます。
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メールマガジン（発行）

発行を押すと、選択したメールマガジン
のマガジンを発行する画面になります。

マガジンを発行するメールマガジン名を選択してください。
何も表示されていない場合はメールマガジンを作成する
ところからはじめてください。

選択した内容がクリアされます。

♦ メールマガジンを発行することができます。
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メールマガジン（発行）
発行するメールマガジン名が表示されています。

発行するメールマガジンを
再度選択できます。

発行するマガジンの題名を入力してください。

発行するマガジンの内容を入力してください。

入力が終わったら送信を押して
ください。送信内容確認ページ
に移ります。

入力内容を消去します。
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メーリングリスト（一覧）

一覧表示の表示順を変更することができます。
表示方法を選択して、Goボタンを押してください。

表示するメールアドレスを限定することができます。
メールアドレスの初めの一文字をクリックします。
Anyで全表示に戻ります。

アドレスをクリックすることで、そのメーリングリストの情報編集、
そのメーリングリスト自体の削除ができます。（→p26）

♦ 管理するメーリングリストの一覧を表示します。

過去の記事をクリックすることで、そのメーリングリストに流れた過去の記事を見ることができます。
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メーリングリスト（作成）

このメーリングリストの名前を入力してください。

このメーリングリストの説明を記入することができます。
ユーザーが参加できるメーリングリスト一覧に表示されます。

ユーザーの設定ページに表示して、自由に参加できるメーリン
グリストにしたり、管理者のみが参加者を設定できるメーリン
グリストにするかを選択することができます。

項目の入力が完了したら、作成ボタンを押してください。
メーリングリストが自動作成されます。

入力した項目を元に戻します。

サブドメインオプションの契約をしている場合は、
ここで作成するメールアドレスのドメインを選択
することができます。

作成するメーリングリストのアドレスを入力してください。
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メーリングリスト（編集/削除）

編集または削除するメーリングリストを選択してください。

メーリングリストを選択したら編集ボタンを押してください。
メーリングリスト編集/削除画面に進みます。（→p26）
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メーリングリスト（編集/削除）
編集するメーリングリストのアドレスが表示されています。

このメーリングリストの表示名を変更することができます。

このメーリングリストの説明（メモ）を変更することができます。
このメモは、メーリングリスト参加画面に表示されます。

このメーリングリストを、ユーザー設定ページから自由参加でき
るようにするか、管理者だけがメンバーを決めることができるか
を変更することができます。

このメーリングリストを削除する場合、削除ボタンを押してください。

項目の変更が完了したら、変更ボタンを押してください。一旦
変更してしまうと元には戻せませんのでご注意ください。

変更した項目を元に戻します。

このメーリングリストの参加者が一覧表示されます。参加者個別に
設定を変更する場合は、変更する人のメールアドレスをクリックしてく
ださい。クリックしたメールアドレスの編集画面に移ります。（→p14）

メーリングリスト参加者を追加、削除する場合は、編集画面に
てまとめて変更することができます。
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メーリングリスト（参加者の編集）
参加者を編集するメーリングリスト名が表示されています。

この欄には、メーリングリストに現在参加していない人のメールアドレ
スが表示されています。

この欄には、メーリングリストに現在参加している人の
メールアドレスが表示されています。

更新を押すと、右側の欄に表示されてい
るメールアドレスがメーリングリストに参
加することになります。

新たに参加させたい人のメールアドレスを左の欄で選択（反転）し、追
加を押すことで右の欄に追加することができます。Shift キーを押しなが
らクリックすることで複数アドレスを一度に追加することができます。

参加状態から削除したい人のメールアドレスを右の欄で選択（反転）し、
削除を押すことで左の欄に戻すことができます。Shiftキーを押しながら
クリックすることで複数アドレスを一度に削除することができます。
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設定が終わったら
♦ 管理ページを必ず閉じてください。開いたままの場合、その画

面を用いて誰でも設定を変更できてしまいますので、一時的に
席を離れる場合でも、注意が必要です。

♦ メールのパスワードを変更した場合は、そのメールを使ってい
るパソコンの設定を変更してください。

♦ メールアドレスを削除した場合、削除したアドレスは使えなくなっ
ていますので、パソコンからそのアドレスの設定を削除してくだ
さい。

♦ メールアドレスを新規作成した場合、パソコンでそのアドレスを
受信するための設定を追加してください。

♦ 設定を変更した後は、メールの送受信テストを行うことをお勧
めいたします。
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困ったときは

♦ もう一度、管理ページマニュアルを読んで、再
度同じ設定を行ってください。

♦ そして、パソコン側の設定をもう一度確認してく
ださい。

♦ それでもうまくいかないときは、
– info@exmedia.jpに電子メールで問い合わせる。

（無料）
– 電話サポートに電話する。（月2回まで無料）
– 代行・出張サポート（有料）を申し込む


