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管理画面にログイン

リダイレクト画面投稿手順

右上の 「+ 追加」を押す> >1 2

登録通知書に記載されている『 メールアドレス』『 パスワー
ド』を入力し『 ログイン』を押す

メールアドレス

パスワード

Windows Liveメール

Microsoft Outlook 2013

Apple Mail
Thunderbird

・ご利用のバージョンにより、画面や設定項目が異なる場合があります・
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メ ー ル ソ フ ト 設 定 方 法

I N D E X

リダイレクト画面投稿手順

メールサービスのご利用について
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リダイレクト画面投稿手順

コメントを記入> >

『 写真/Photo』を押すと写真投稿も可能

投稿の確認

『 店舗用画面表示』を押すと投稿内容が確認できます。
店舗内で最初に自動で表示されるリダイレクト画面です。
URLを記入すると自動でリンクします。

facebook ページ、ホームページ
へのリンク掲載をご希望の際は、

「店舗名」「URL」をメールにて
お送りください。
link@uspot.jp（USEN SPOT 
LINK 事務局）

×ボタンを押すと
投稿内容の削除が
できます。
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Windows Live メール ＜メール設定方法＞

>>Windows Liveメールを起動 各項目を入力・選択

電子メールアドレス 弊社発行のメールアドレスを入力

パスワード メールパスワードを入力

パスワードを保存する 必要に応じチェックします

表示名 任意の名前を入力します※

『 アカウント』から『 電子メール』をクリックします。

『 次へ』をクリックします。

1 2

example@uspot.jp等

設定 例二

本マニュアルは、Windows Liveメール2012の画面を使用しています。
ご利用のバージョンにより、画面や設定項目が異なる場合があります。

※入力した名前がメールの送信者名として送信先に通知されます。

・

・

・

・

本マニュアルでは、代表的なメールソフトの設定方
法を案内しています。
本マニュアル記載の設定を行う場合には、登録通知
書に記載されているメールアドレスとパスワードが必
要です。
メールアドレスまたは、パスワードをお忘れの場合や、
登録通知書を紛失された場合は、USEN SPOTサ
ポートセンターまでご連絡をお願い致します。
登録通知書の再発行は、郵送でのみ行っております
のであらかじめご了承ください。

・ご利用にあたって

メ ー ル サ ー ビ ス の ご 利 用 に つ い て

・

・

・

・案内事項

・
・注意事項

ご利用のメールソフトによって、アカウント設定を
削除すると、削除したアカウントに紐付く各種フォ
ルダも削除されてしまう場合がございます。アカウ
ントの削除操作を行う場合は、ご利用のメールソフ
トの仕様をご確認の上、 お客様のご責任のもとで
行ってください。

メールソフトをご利用のお客様へ 
メール受信方式がPOPとなります。
サーバ名は、受信サーバ：pop.uspot.jp／送信
サーバ：smtp.uspot.jpです。※現在ご利用中の
メールアドレスの＠以降（ドメイン名）ではありません。
ログイン名は、登録通知書に記載されている弊社発
行のメールアドレス（@以降も含む）です。
ご利用のメールソフトによって、各種設定項目が自動
的に反映される場合がございますので、自動的に反
映された項目については、正しい値かをご確認くだ
さい。
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Windows Live メール ＜メール設定方法＞

『 完了』をクリックします。
以上で設定は完了です。

「電子メールアカウントが追加されました」と表示4

Outlook2013 ＜メール設定方法＞

左上の『 ファイル』を開きます。

Outlook2013を起動

・

・

1>

受信サーバの種類 POP3 を選択

サーバのホスト名 pop.uspot.jp と入力

ポート 110 と入力
セキュリティで保護された
接続（SSL）が必要 チェックをしない

次を使用して認証する クリアテキストを選択

ログオンユーザー名 弊社発行のメールアドレスを入力

送信サーバの種類 smtp.uspot.jp と入力

ポート 587 と入力
セキュリティで保護された
接続（SSL）が必要 チェックしない

認証が必要 チェックする

各項目を入力・選択

『 次へ』をクリックします。

3

pop.uspot.jp

smtp.uspot.jp

example@uspot.jp等

example@uspot.jp等

『 Outlook2013 へようこそ』の画面が表示された
場合は『 次へ（ N）』をクリックし進んでください。
続いて表示される『 電子メール アカウントの追加』画
面は、『 はい（ Y）』で進んでください。

>

POP3
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Outlook2013 ＜メール設定方法＞

『 次へ』をクリックします。

『 POP またはIMAP（ P）』をチェック4

『 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定を
する（ 手動設定）（ M）』をチェック。

『 次へ』をクリックします。

自動アカウントセットアップ3 >> >

『 アカウントの追加』をクリックします。

左メニューから『情報』を選択2
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Outlook2013 ＜メール設定方法＞

『 送信サーバ（ SMTP）は認証が必要（ O）』にチェックしま
す。次に『 受信メールサーバと同じ設定を使用する（ U）』に
チェックし『 詳細設定』タブを選択します。

「送信サーバ」のタブを選択6

受信サーバー（pop3） 110 と入力

使用する暗号化接続の種類 なし を選択

送信サーバー（SMTP） 587 と入力

使用する暗号化接続の種類 なし を選択

『 OK』をクリックします。

各項目を入力・選択7

各項目を入力・選択し、『 詳細設定（ M）』をクリックします。

名前 任意の名前を入力します※

電子メールアドレス 弊社発行のメールアドレス

アカウントの種類 POP3 を選択

受信メールサーバー pop.uspot.jp と入力

送信メールサーバー smtp.uspot.jp と入力 

アカウント名 弊社発行のメールアドレスを入力

パスワード メールパスワードを入力

パスワードを保存する チェックする

各項目を入力・選択

※入力した名前がメールの送信者名として送信先に通知されます。

5> >>

POP3
pop.uspot.jp
smtp.uspot.jp

POP3 110

なし
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>>

以上で設定完了です。

『完了』をクリック10

『 閉じる』をクリックします。

テストアカウント設定9

Outlook2013 ＜メール設定方法＞

pop3

『 次へ』をクリックします。

入力した項目を確認8

POP3
pop.uspot.jp
smtp.uspot.jp
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Apple Mail <メール設定方法> 

『 続ける』をクリックします。

『その他のメールアカウントを追加』をチェック

メニューバーから『 Mai l』をクリックし『 アカウントを追
加』をクリックします。

Mail を起動1 2 >

各項目を入力し、『 サインイン』をクリックします。

メールアカウントを追加

名前 任意の名前を入力します※

メールアドレス 弊社発行のメールアドレス

パスワード メールパスワードを入力
※入力した名前がメールの送信者名として送信先に通知されます。

3

設定 例二

example@uspot.jp等

>

本マニュアルは、Mac OSX 10.11のMail 9.xの画面を使用しています。
ご利用のバージョンにより、画面や設定項目が異なる場合があります。
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>>

『 完了』をクリックします。

メールにチェックこのメッセージが表示された場合、
『続ける』をクリック

『 パスワードを “pop.uspot . jp” に安全に送信できませ
んでした』の確認メッセージが表示された場合は、『 続ける』
をクリックします。

5 6

Apple Mail <メール設定方法> 

pop.uspot.jp

各項目を入力し、『 サインイン』をクリックします。

アカウントの種類は、『POP』を選択

ユーザ名 弊社発行のメールアドレスを入力

アカウントの種類 POP を選択

受信用メールサーバ pop.uspot.jp と入力

送信用メールサーバ smtp.uspot.jp と入力

4

example@uspot.jp等

example@uspot.jp等

pop.uspot.jp

POP

smtp.uspot.jp
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>

『 環境設定』をクリックします。

メニューバーから『メール』を選択7

Apple Mail <メール設定方法> 

『アカウント』をクリックします8

『 アカウント情報』タブが表示されますので、『 送信メール
サーバ（ SMTP）』のメニューをクリックします。
次にプルダウンメニューから『 SMTP サーバリストを編集』
を選択します。

設定を確認したいアカウントをクリック9

★★★★★★★★★

pop.uspot.jp

>
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Apple Mail <メール設定方法> 

各項目を入力・選択後『 OK』をクリックします。

『詳細』タブをクリック

アカウント設定を自動的に
検出して管理 チェックしない

ポート 587と入力

SSLを使用 チェックします

認証 パスワードを選択
セキュリティで保護されて
いない認証を許可 チェックしない

ユーザー名 弊社発行のメールアドレスを入力

パスワード メールパスワードを入力

各項目を入力・選択します。

『詳細』タブをクリック

アカウント設定を自動的に
検出して管理 チェックしない

ポート 110 と入力

SSLを使用 チェックしない

認証 パスワードを選択
セキュリティで保護されて
いない認証を許可 チェックする

>>> 11 12

587

POP

POP

110
パスワード

example@uspot.jp等

各項目を確認します。

『アカウント情報』タブをクリック

説明 任意の名前を入力

サーバ名 smtp.uspot.jp

TLS証明書 なし （初期状態では“なし”になっています）

10

example@uspot.jp example@uspot.jp

smtp.uspot.jp

ご利用のバージョンにより、画面や設定項目が異なる場合があります。
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Apple Mail <メール設定方法> 

画面を閉じる際に『 アカウントの変更内容を保存します
か？』の画面が表示されましたら、『保存』をクリックします。
以上で設定は完了です。

この画面が表示されましたら、『保存』> 13

『 ツール』から『 アカウント設定』を選択します。

Thunderbirdを起動

Thunderbird <メール設定方法> 

1

『 メールアカウントを追加』を選択します。

画面下部の『アカウント操作』をクリック> 2

example@uspot.jp

POP

13



Thunderbird <メール設定方法> 

受信サーバ POP3 を選択 

サーバのホスト名 pop.uspot.jp と入力 

ポート番号 自動 または 110 を選択 

SSL 接続の保護なし を選択

認証方式 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名 お客様のメールアドレスを入力

送信サーバ SMTP

サーバのホスト名 smtp.uspot.jp

ポート番号 自動　または　587 を選択

SSL 接続の保護なし

認証方式 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名 お客様のメールアドレスを入力

『手動設定』をクリック 各項目を入力・選択し、『再テスト』をクリック4 5

設定 例二

example@uspot.jp等

設定 例二
example@uspot.jp等

POP3

example@uspot.jp等 example@uspot.jp等

pop.uspot.jp 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証

smtp.uspot.jp 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証

>>>

『 続ける』をクリックします。

各項目を入力・選択

あなたのお名前 任意の名前を入力します※
メールアドレス 弊社発行のメールアドレス
パスワード メールパスワードを入力

パスワードを記憶する 必要に応じチェックをします

3

設定 例二
example@uspot.jp等

※入力した名前がメールの送信者名として送信先に通知されます。
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Thunderbird <メール設定方法> 

画面中央に『 次のアカウント設定が、 指定されたサーバを
調べることにより見つかりました。』と表示されましたら、
表示内容を確認の上、『 完了』をクリックします。

※『セキュリティ例外の追加』が表示された場合は、『セキュリティ例
外を承認』をクリックします。

※「 アカウント設定」画面の警告画面が表示されます。「 接続する上で
の危険性を理解しました」にチェックを入れ、［ 完了］ボタンをクリッ
クします。Thunderb i rd の推奨のサーバー仕様と、弊社サーバー
仕様の違いにより表示されています。

この画面が表示されたら、『完了』をクリック

受信サーバ POP3

サーバのホスト名 pop.uspot.jp

ポート番号 110

SSL 接続の保護なし

認証方式 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名 弊社発行のメールアドレスを入力

送信サーバ SMTP

サーバのホスト名 smtp.uspot.jp

ポート番号 587

SSL 接続の保護なし

認証方式 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名 弊社発行のメールアドレスを入力

以上で設定は完了です。

6

POP3

設定 例二
example@uspot.jp等

pop.uspot.jp

smtp.uspot.jp

example@uspot.jp等

110 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証

578 接続の保護なし 暗号化されたパスワード認証
example@uspot.jp等

pop.uspot.jp

smtp.uspot.jp

● ● ● ● ● ● ● ●

>
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●ご不明な点がございましたらサポートセンターへお問合わせください。

USEN SPOTサポートセンター


