パソコンとインターネットの資料
2000/10/11
※ windows パソコンのパスワードを削除する。
*.pwl のファイルを探して削除する。
※

CGI の転送について
文字コードは EUC
改行コードは LF
アスキーで FTP 転送する。
パーミッションは 755 とする。（設定は ftp で行う）
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インターネットの設定
2006/10/13
ocn（田中俊光名義）
お客様番号 N031205170
ログイン ID e31axias@ipcon.ocn.ne.jp
ログインパスワード tt131224 （2003/04/04 変更）
マスター ID reaale
メールアカウント t.tanaka
メールパスワード tt131224(jjiu56)
POP サーバー名 kind.ocn.ne.jp
SMTP サーバー名 vckind.ocn.ne.jp
メールアドレス t.tanaka@mountain.ocn.ne.jp
VoIP サーバー名 voip-ca2.ocn.ne.jp
サービスドメイン ocn.ne.jp
VoIP ユーザー ID AZZIUN04
VoIP パスワード GN4c3wbR
VoIP 電話番号 0279805008
ホームページ名 htpp://www11.ocn.ne.jp/~reaale/
アクセスポイント（全国共通）0570-047999
ドメインキーパー

（blueblock）

（レンタルサーバーのため接続はできない。）
※

ドメイン

●

メールアドレス 2006/09/10
パスワードの変更は「サイト管理」からおこなう。

www.reaale.com

メールアドレス
アカウント
パスワード
備考
mail@reaale.com
bm01a069
tt131224
管理者
s.sasaki@reaale.com
s.sasaki
ss5006
tanaka@reaale.com
tanaka_1
tt5006
reserve@reaale.com
bm01a069
tt131224
管理者
info@reaale.com
bm01a069
tt131224
管理者
sasaki@reaale.com
bm01a069
tt131224
管理者
※ パスワードは時々変更すること（サーバーより）依頼あり）
●

www.reaale.com ホームページのディレクトリーアクセス制限
ディレクトリー sannkou （2002.6.10 に設定）
ID ① reaale
② tanaka
パスワード tt131224

●

管理者ユーザー名
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web ID bw02a022
mail ID bm01a069
※

ドメイン名

●

管理者ユーザー名
web ID bw02a023

●

PW tt131224
PW tt131224

容量 1GB
容量 1GB

kitakaruizawa.info

PW

tt131224 容量

1GB

ディレクトリーアクセス制限
mypage
ID reaale
PW tt131224

2003/03/13
YAHOO

カスタマー ID：20030300035986

博義電話 0426-35-9904

● ホームページアドレス http://www.geocities.jp/
● ホームページ FTP
ftp.geocities.jp
ID:hiroyoshi9904
PW:ht310120
● メールアドレス
hiroyoshi9904@ybb.ne.jp
POP ybbpop.mail.yahoo.co.jp
MTP:ybbsmtp.mail.yahoo.co.jp
● ヤフーの不利メール、ログイン
hiroyoshi9904@yahoo.co.jp
ID：hiroyoshi9904
PW：ht310120
● 俊光のヤフーログイン
ID:reaale
PW:tt131224
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internet Disk
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FTPリ ス ト
2007/01/24 更 新
プロバイダー
URL
田中博義(yahoo)
www.geocities.jp/hiroyoshi9904/
レアール（reaale） www.reaale.com
レアール（mail） サーバー mail.reaale.com
レアール(kitakaru) www.kitakaruizawa.info
レアール(ocn)
www11.ocn.ne.jp/~reaale/
レアール（kita-net） kita-karu.net/reaale
レアール(infoseek) tanaka.web.infoseek.co.jp
レアール(infoseek) kitakaruizawa.hp.infoseek.co.jp
レアール(fc2)
tanaka5443.web.fc2.com/
田中淳（nifty)
homepage3.nifty.com/s-tanaka/

FTP
ftp.geocities.jp
web02.blueblock.jp

ID
hiroyoshi
bw02a022
bm01a069
web02.blueblock.jp
bw02a023
www11.ocn.ne.jp
reaale
sv15.wadax.ne.jp
kita-karu-net
ftp.web.infoseek.co.jp tanaka
ftp.isweb.infoseek.co.jp kitakaruizawa

PW
ht310120
tt131224
tt131224
tt131224
tt131224
nLMaO6Ka
tt131224
tt131224
tanaka5443.web.fc2.com tanaka@reaale.com tt131224
ftp22.nifty.com
hb247803
ts191010

リモート
/web
/web
/public_html

容量
300MB
1000MB
1000MB
1000MB
10MB

public_html/reaale

300MB
50MB
1GB
/homepage

参 考 tanaka tt5006
mypage reaale tt5006
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平成 19 年 01 月 23 日

ホームページ備忘録
メールアドレス
1.田中
2.田中

淳 .t.sunao@nifty.com (LG9?9SAG)
博義 hiroyoshi9904@ybb.ne.jp
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平成 19 年 01 月 23 日

パソコンバックアップ
データの保存
●

●

お気に入り
1. win XP ★ C¥Documents and Settings¥ 田中 俊光¥avorites(お気に入り）のフォル
ダーにバックアップを採っていたお気に入りのデータをコピーする。
2. 「お気に入りのデータはコピーして残しておく。
3. お気に入りのフォルダーは Favorites です。
「お気に入り」の移行。
① IE を起動→「ファイル」→「インポート及びエクスポート」を選ぶ。
② 「インポート・エクスポートウィザード」が起動する。
③ 「お気に入りのエクスポート」（一番上の Favorites を選ぶ）
④ 「bookmark.htm」が出来るので保存先のホルダーに保存。
⑤ 異動先では「お気に入りのインポート」を選ぶ。
⑥ 「bookmark.htm」を選択。

●

「Cookie」もお気に入りと同様に。
「cookies.txt」ファイルを作成。

●

メール
メールデータの保存場所を変更
変更するには「ツール」→「オプション」で変更。
例：d:E-mail

●

アドレス帳でエクスポート（移動元）
ツール→アドレス帳→ファイル→エクスポート→指定のフォルダー→名前を付ける
アドレス帳でインポート（異動先）
アドレス帳→インポート→アドレス帳のファイルを指定

●

メールアカウント（メールサーバー、ユーザー名、パスワード）
① 移動元
「ツール」→「アカウント」→メールアカウントを指定→「エクスポート」
名前を付けてバックアップホルダーに保存。
アカウント毎に繰り返しすべてのアカウントを保存。
② 異動先
「ツール」→「アカウント」→「インポート」→保存したホルダーを指定。
*.jaf ファイルを選択して「開く」でアカウントを設定。
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LAN関係
平成 14 年 5 月 17 日
エレコムのコネクタ
・モジュラージャック ＬＤ−ＪＭＪ 1,500 円（1,160 円）
・モジュラージャック ＬＤ−ＭＪ・ＬＧ 1,100 円（850 円）
・フェイスプレート ＬＤ−ＦＰ 1/ＷＨ 500 円（420 円）
・フェイスプレートキッと（2 ポート） ＬＤ−ＦＰ 2 機Ｔ 1,700 円（1,320 円）
ピン配線（プラグ裏側から見た場合、ストッパーなし側）
１．白/オレンジ
２．オレンジ
３．白/緑
４．青
５．白/青
６．緑
７．白/茶
８．茶
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平成 15 年 8 月 18 日

LANの設定
１．LAN カードのドライバーをインストール。（WindowsXP の場合）
確認 「スタート」→「マイコンピュータ」を右クリック。
「管理」→「デバイスマネージャー」→「ネットワークアダプタ」で LAN カード
を
確認。
２．ネットワーク設定
★ windowsXP の場合
2-1 ネットワーク設定・確認
「マイネットワーク」を右クリック
「プロパティ」でローカルエリア接続さらにプロパティ
「Microsoft ネットワーククライアント」
「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を確認。
2-2 IP アドレスの設定
「TCP/IP」のプロパティーで設定確認。
2-3 コンピューター名の設定。
「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」→「コ
ンピュータ名」でコンピューター名とワークグループを変更。
例 コンピューター名 LL750 （パソコン固有の名前を付ける）
ワークグループ tanaka （すべてのパソコンに共通名をつける）
★ Windows98 の場合
2-4 ネットワークの設定
「マイネットワーク」を右クリック→「プロパティー」
「Microsoft ネットワーククライアント」
「TCP/IP」
「NetBEUI（ネットビューイ）」を確認。
windows95 と windows98 は「NetBEUI」を使った方がよい。
優先的にログオンするネットワークを「Microsoft ネットワーククライアント」にする。
2-5 IP アドレスの設定
「TCP/IP のプロパティー」→「IP アドレス」→ IP アドレスを自動的に取得を選ぶ。
2-6 「識別情報」→コンピュータ名とワークグループを設定。
３．フォルダーとプリンターの共有。
3-1 フォルダーを共有する。
「スタート」→「マイコンピュータ」→共有ドライブをクリックして右クリック。
共有設定を行う。
3-2 プリンターの共有。
必要の応じて設定。
４．他のパソコンとの接続確認。
マイネットワークをダブルクリック。
２．プリンターの共有
プリンターが接続されているプリンターの共有設定をする。
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2002/07/15
i-mode にメールを送る。
< a href="mailto:@docomo.ne.jp?subject=i モ ー ド ★ Ｐ レ ア ー ル
&body=http://www.reaale.com/i/">メール</A>
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