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はじめに
この度はレンタルサーバサービスをご利用いただき
誠にありがとうございます。 契約開始日は『レンタル
サーバサービス完了通知』に記載されておりますので、
必ずご確認ください。
「レンタルサーバサービス完了通知」が届いてから契
約開始日までの期間は、動作確認期間といたします。
サーバのご利用については、この期間も特に制限して
おりませんので、通常通りご利用ください。
設定にご不明な点がございましたら、ご連絡いただけ
るようお願いいたします。
弊社では、提供しているサービスそのものに関して
のサポートのみお受けしております。
P C やメールソフトの設定・使用方法や操作のサポー
トは行っておりません。
また、弊社が提供しているC G I以外のサポートも行
っておりません。 
一般的に良く使用されているソフトの設定例に関し
ましてはオンラインマニュアルにてご案内しており
ますが、その内容に関しましては免責とさせていた
だいております。個別のソフトの操作方法などはソ
フトの製造元のサポートにお問合せください。

http://www.industry.co.jp/にアクセスする時は、
http://www.industry.co.jpといった具合に最後の
"/"を書かなくても自動的に"/"が不可されてアクセ
スすることができますが、この場合ブラウザとサー
バ間でやり取りされる行程が一つ増えて、結果として
アクセスが遅くなりますので、URLを印刷物に掲載す
る場合にはできる限り最後のスラッシュを付けるよ
うにしてください。

http://www.industry.co.jp/（○）

http://www.industry.co.jp （×）

http://industry.co.jp/  でもご利用できます。
両方を利用することは避け、どちらか一つをご利用くださ

い。

■『レンタルサーバサービス完了通知』
について
弊社からお客様へ郵便で送る『レンタルサーバサービ
ス完了通知』にはサービスご利用にあたって必要とな
る、各サービスのUser IDとパスワード、設定方法や注
意点などが記載されています。
紛失しないように大切に保管してください。

■登録メールアドレスについて
登録された管理メールアドレスには弊社から請求書
やサーバメンテナンスのお知らせなど重要なメール
をお送りいたします。
※管理者と請求書送付先が違う場合は、管理者にはサ
ーバのメンテナンスのお知らせが届き、請求書送付先
に請求書が届きます。
プロバイダの変更などの理由で管理者メールアドレ
スを変更された場合は、サポートメールにご連絡く
ださい。
なお、メールアドレス変更により弊社からのメンテナン
ス情報や請求書などが届かない事により引き起こさ
れる損害に関して、弊社では保証しかねますのでご了
承ください。

■大切なお知らせについて
弊社からのサーバのメンテナス情報やサービスの追
加・変更情報などは、お客様がお申し込み時に登録し

■サービスご利用のために必要なソフト
弊社で提供しているサービスをご利用いただくには
下記のソフトが最低限必要になります。

【ＦＴＰソフト】
ファイルをサーバへ転送するときに使用します。 
W e bページのファイルをアップロードしたりダ ウン
ロードするときに必要です。

例：FFFTP、WS_FTP、NextFTP、Fetchなど

【メールソフト】
メールの送受信に使用します。
メールアドレスを実際にご利用いただく場合や弊社
からお客様に緊急の連絡があるときはメールにてお
知らせしいたします。

例：Outlook Express、Eudora、Becky Internet Mailなど

【ブラウザ】
ドメイン、ホスティング（ｗｅｂ、メール）の設定
に使用します。
ＰＬＥＳＫをご利用いただくときに必要です。
例：InternetExplorer、Firefox、Opera、Saferiな
ど

ＵＲＬについて

お客様へのお願い
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■ディレクトリ（フォルダ）とファイル
お客様がお使いになるサーバのディレクトリ構成は以下の通りです。

通常のhttp://～というURLをお使いの場合HTMLファイルなどは『httpdocs』ディレクトリに入れてください。

CGIはパーミッションにご注意してcgi-binディレクトリに入れてください。

■indexファイルについて
ルートディレクトリに必ずindex.htmlまたはindex.htmといった名称のファイルを置きます。

index.html というファイルは特別な意味を持ち、ファイル名を省略した時に自動的に読み込まれるように設定されています。

つまりルートディレクトリにindex.htmlを置くことにより、本来入力しなければならないアドレス名

http://www.industry.co.jp/index.htmlのindex.htmlを省略し、

http://www.industry.co.jp/とアドレス名を入力すれば、自動的にindex.htmlファイルを読み込むようになっています。

ホームページ

anon_ftp  アノニマスftpのルートになります。

bin   ユーザユーティリティが置かれています。

cgi-bin   CGI置き場です。

conf   設定ファイル置き場です。

error_docs  エラーデータが置かれています。

etc   システム設定ファイルが置かれています。

httpdocs  WEBデータ置き場です。

httpsdocs  SSL認証を必要とするWEBデータ置き場です。

lib   ライブラリデータが置かれています。

pd   管理用プライベートデータ（公開しない情報）置き場です。

private   プライベートデータ（公開しない情報）置き場です。

statistics  ログ等のデータが置かれています。

subdomains  サブドメインの情報が置かれています。

tmp   一時的なファイル置き場です。

usr   ユーザユーティリティとアプリケーション

var   ログやメールデータがあります。

web_users  Webユーザ（~以降で作成するユーザ）情報が置かれています。

初期画面です。
このindex.htmlファイルは削除後、

お客様が作成したindex.htmlに置き換えてください。
※デザインは変更される場合があります。

このファイルは、サーバに予め登録されているindex.htmlです。
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/httpdocs：HTMLファイルなど

/cgi-bin：CGIファイル

WEBサイトを公開するにあたって

【１】ページの作成
Webサイトを構成するHTMLファイルや画像ファイル、CGI
プログラムを作成します。Webページを作成する際は、
市販のWebページ作成用のソフトやテキストエディタ
でも構いません。Webページを見るためのソフトであ
るブラウザによっては、レイアウトが崩れたりしますの
で、普及率の多いInternet Explorer等で確認しながら
作成すると良いでしょう。

【２】FTPソフトでサーバにアップロード
作成したページをお客様のサーバの中の『httpdocs』デ
ィレクトリにアップロードしてください。CGIプログラム
は、/cgi-binにアップロードし、パーミッションの変更
も行ってください。※別紙の「FFFTPの設定の仕方」
をご覧下さい。

【３】動作確認
実際にWebページの動作をチェックします。

・通常のページなら以下のようにURLを指定してください。

   http://www.お客様のドメイン名/ファイル名

・SSLをかけたページの場合は以下のようになります。
   https://www.お客様のドメイン名/ファイル名

それぞれURLの指定が間違っていなければページの閲
覧ができますのでリンク切れやCGIプログラムの動作
をチェックしてください。
ディレクトリの中にindex.html、index.htm、
index.shtml、index.phpが入っている場合はURLを指
定するときファイル名まで指定しなくてもページが表示
されます。優先順位は上記に示した順になります。
URLはwwwを省略した場合でも同じページが見ることが
できるようになっておりますが、一般にwwwはHTTPを
意味しており、FTPなどと混同しないようにする目的で
付けられています。
デジタルIDを取られる場合はwwwがあるとないとでは

別のものとみなされるので注意してください。

【４】公開
ホームページを作っても多くの人に見てもらうために
は多くの人にホームページのURLをいろいろな媒体に
公開する必要があります。
URLを公開する場としてもっとも一般的な方法は広告に
載せたり、Yahoo!、Googleなどの検索エンジンに登
録することです。多くの検索エンジンに登録すればそ
れだけヒット数に繋がるかもしれません。

■We bページを作成する際は以下
の点にご注意ください。
●ファイル名、ディレクトリ名は全角文字（日本語、全角

英数字）や半角カタカナ、機種依存文字（例：①、√、

ψなど）、スペースは使わないようにしてください。

●ファイル名、ディレクトリ名は極端に長いものは使用

しないでください。
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メール
メールアドレスの発行及び、メールソフトの設定はお客様ご自身に実施していただきます。

【１】メールアカウントの発行
初めてご利用になる場合は、メールアカウント

を発行する必要がございます。

別紙の「レンタルサーバサービス完了通知」をご

用意の上、「ＰＬＥＳＫスタートアップガイド」

をご覧下さい。

【２】メールソフト設定
メールアカウントの発行後、お使いのコンピュータ

でメールが送受信できるように設定する必要

がございます。

別紙の「OutlookExpressの設定の仕方」をご覧頂

き設定してください。

【３】ユーザがメール設定情報を変更する
メールアカウントのパスワード、転送設定をユ

ーザご自身で変更することができます。

これにより、管理者様の作業を低減することが

できます。

「ＰＬＥＳＫスタートアップガイド」をご覧く

ださい。

■注意
・受信できるメールサイズ、発行アカウント数

　は、ご契約コースによりことなりますので

　別途コース紹介表でご確認下さい。

・送信できるメールサイズは、相手が受信でき

　るメールボックスのサイズになります。

・メールサーバ側でウィルスチェックを行なっ

　ていますが、新種のウィルスに対応できない

　場合がございます。

　メールを送受信する際は、コンピュータに市

　販のウィルスソフトを導入（最新の更新ファ

　イルが常に摘要されている状態）してご利用

　下さい。

・スパム（迷惑）メールを判別できるように、

　メールサーバ側でチェックを行なっておりま

　す。件名に [SPAM] と付いたメールはサーバ

　側でスパムの可能性があるものに自動的に付

　きます。

　また、ウィルスソフトと一緒に、迷惑メール

　を隔離する機能が導入される場合がございま

　す。その場合は、迷惑メールフォルダに自動

　的に移動する可能性がございますので、定期

　的にご確認下さい。

　（迷惑メールでないのに、迷惑メールと判断する場合がございます。）
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インターネット接続に関するお問合せ

Ｑ：ダイヤルアップの設定がわからない
Ｑ：インターネットにつながらない
Ｑ：接続のID・パスワードがわからない
こんな場合はお客様がお使いのプロバイダにお問合
せください。

ソフトウェアのご利用についてのお問合せ

Ｑ：ソフトの使い方がわからない
Ｑ：インストールのしかたが聞きたい
Ｑ：インストールしたけどうまく動かない
こんな場合はご購入ソフトのサポートセンターへお
問合せください。

コンピュータ・周辺機器についてのお問合せ

Ｑ：購入機器の操作方法がわからない
Ｑ：購入機器の設定がうまくいかない
こんな場合はご購入先もしくは機器の製造元サポー
トセンターへお問合せください。

詳細設定の方法と注意事項
レンタルサーバの場合、１台のマシンに複数のお客様
と共用してサーバをご利用していただいてるため、
共用している他のお客様の影響を受ける可能性がご
ざいます。

サポートについて
インダストリーネットワークは電話でのサポートを
行っておりません。
メールのみのサポートとなっております。
メールソフトが使用できない場合はご利用になれま
せんのでご注意ください。また、サーバ障害などの
緊急時は、emergency@industry.co.jpまで
メールでご連絡ください。

サポート　：月～金　10:00～18:00（土・日・祝を除く）

サポート方法：メール
サポートメール：support@3-8.jp
サーバ障害の場合：emergency@industry.co.jp

オンラインマニュアル
マニュアル、Ｑ＆Ａなどをホームページで公開して
おります。ご連絡する前に、一読してください。

http://3-8.jp/

※注意

サポート以外の問合せについて
□お支払い更新について
accounting@3-8.jp

□ドメインについて
domain@3-8.jp

□プラン変更について
order@3-8.jp

□解約について
cancel@3-8.jp

□新規お問合せについて
sales@3-8.jp

■サービスについては弊社HPをご覧ください。
http://www.industry.co.jp/

■営業時間外におけるサーバ障害などの緊急時に
サポートアドレスsupport@3-8.jp
にご連絡いただいても対応できませんのでご了承く
ださい。
■emergency@industry.co.jp宛にメールアカウントの
設定やCGIの利用方法など通常のサポートのお問合せ
をいただいても、対応できませんのでご了承ください。
CGIのサポートに関しまして、弊社が提供しているCGI
以外のサポートは行っておりませんが、ご要望があれば
別途お見積もりいたします。

サポート
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