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ご契約者様のお名前になります。

お間違いないかご確認ください。
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メール登録サイトログイン ID は ( 会員番号 )@super-r.net になります。 　( 例 )123456@super-r.net

〒164-0012
東京都中野区本町 1-32-2
ハーモニータワー 11 階

高速　太郎　様

●「会員情報シート（保存版）」の見方

すーぱあねっと開始時に「会員情報シート（保存版）」を配布いたします。

会員番号は問い合わせやマイページを見るために必要な情報です。

また、メールサービス、PC セキュリティを利用される方は設定時に必要となります。

なくさないようにしましょう。

※会員様専用マイページについては 20 ページをご覧ください。
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●機器の接続 まずはお手持ちのパソコン、電話などの通信機器、
同封のアダプタなどの機器を接続します。
アダプタ同梱の説明書、以下の図を参考に作業をすすめましょう。
Mac をご利用の方は、パソコンの設定確認を行う必要がありません。

パソコン 電話・FAX 機器 アダプタ

インラインフィルタ NTT 室内回線口

パソコン

電話・FAX 機器 アダプタ

NTT 室内回線口

2 分岐モジュラジャック
線
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●Windows10 の設定を確認します
※下記は「設定 /「会員シート（保存版）」の見方」の後にお読み下さい。

コントロールパネルを開く ローカルエリア接続のプロパティを開く

ネットワークの状態とタスクの表示を開く

①画面左下のスタートボタンを”右クリック”　　　
　又は「Windows」キーを押しながら「X」キーを押下 

②画面左下に一覧が表示された事を
　確認し「コントロールパネル」をクリック
　又は「P」キーを押下

①表示方法が「カテゴリ」に
　なっている事を確認

②「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

③「アダプタの設定の変更」をクリック

④「ローカルエリア接続」を
　"右クリック "

④

⑤一覧が表示された事を確認し
「プロパティ」をクリック

③問題なければ「OK」をクリックします

1
0

⇒ メールサービスをご希望の場合は9ページ、
　 PCセキュリティ (オプション )を ご希望の場合は
 　20ページへお進みください

（TCP/IPv4）



●Windows8 の設定を確認します
※

⇒ メールサービスをご希望の場合は9ページ、
　 PCセキュリティ (オプション )を ご希望の場合は、
 　20ページへお進みください
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●Windows7 の設定を確認します
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⇒ メールサービスをご希望の場合は9ページ、
　 PCセキュリティ (オプション )を ご希望の場合は
 　20ページへお進みください



●Windows Vista の設定を確認します
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⇒ メールサービスをご希望の場合は9ページ、
　 PCセキュリティ (オプション )を ご希望の場合は
 　20ページへお進みください



●メールの利用を希望される方

※ 2つ目以降のメールサービスをご利用の場合は、
再び「アドレスタイプ」を選択し、「追加する」ボタンをクリック後、
ご希望のメールアドレス・パスワードをご登録ください。

①ＷＥＢブラウザに、ログインＵＲＬを
　入力してください。

http://regist.super-r.net/
　ログイン画面が表示されます。

http://regist.super- r.net/

① メール登録サイトへログイン後、
「メールサービス」をクリックします。

②「追加する」をクリックします。

③ ご希望のメールアカウント、パスワードを入力し、
　 登録するをクリックします。

@super- r.net

メール登録サイトへログイン

メールアカウントの登録

sample@super-r.net

⑤登録されました。

④取得できない場合は、再度別のメールアドレスを
　登録してください。

②会員情報シート（保存版）記載の
　ユーザアカウント、ユーザパスワードを入力し、
　「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※ 会員番号＠super-r.netとなります。
※「会員ID」は大文字と小文字を区別しませんが、
「パスワード」は大文字と小文字を区別しますので、ご注意ください。

・

9



10

●Windows 10 のメール設定をします
※下記は「設定 /「会員シート（保存版）」の見方」の後にお読み下さい。

電子メールソフトを起動

①画面左下のスタートボタンをクリック

②表示された一覧から
　「メール」をクリック

③「使ってみる」をクリック
※初めてメール設定する
　場合のみ表示

④ ④「アカウントの追加」
　をクリック

⑤「詳細セットアップ」をクリック
⑤

⑥インターネットメールをクリック 

⑥

1
0
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設定の完了

④

メールアドレス・パスワード /POP・SMTPサーバーの設定

5

〒164-0012
東京都中野区本町 1-32-2
ハーモニータワー 11 階

高速　太郎　様

1
0

●Windows 10 のメール設定をします
※下記は「設定 /「会員シート（保存版）」の見方」の後にお読み下さい。

①自由に入力する事が可能です
　メールソフト内でアカウント管理する為
　の表示名です

②自由に入力する事が可能です
　表示名は、電子メールを送信した際に送信元と
　して相手先のメールソフトに表示される名前です

③「受信（ＰＯＰ）メールサーバー名」
　の内容を入力します
　mail.super-r.net

④プルダウンメニューから
　「ＰＯＰ３」を選択します

⑤「メールアカウント」を正確に入力して下さい
　メールアドレスは、半角英数字のみ入力可能です
　後記述の@super-r.neｔも必ず入力して下さい

⑥「メールパスワード」を正確に入力して下さい

⑦「送信（SMTP）メールサーバー名」の後に
　「:587」の記述を追記し入力します
　mail.super-r.net:587

⑧「送信サーバーは認証が必要」「メールの
　送信に同じユーザー名とパスワードを使う」
　の両方にチェックを入れます

⑨「受信メールにSSLを使う」「送信メールに
　SSLを使う」の両方のチェックを外します

⑩サインインをクリックします

①設定完了後
　「完了」を クリック

②「開始」をクリックします
※初回のみ表示

※設定が正常に完了すると上記のようにメールソフトが起動します
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併せて本書4ページもご確認ください。

本書5～7ページ

ブラウザの設定をもう一度確認してみましょう。
※OSごとの設定詳細は本書9～16ページをご確認ください。

※OSごとの設定詳細は本書9～16ページをご確認ください。

テクニカルサポートセンターに電話、またはメールにてお問い合わせください。

通信状態をお調べいたしますQ. インターネットの
　  通信が不安定で、
　  つながったり切れ
     たりします。 テクニカルサポートセンター（年中無休 9時～23時）

TEL：03-6400-3683
Mail： support@super-r.net
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8
１つめと同様、２つめ以降もメール登録サイトより追加をすることができます。
また、これまで別のプロバイダーで利用していたメールアドレスは継続して利用可能ですが、
プロバイダーにより送受信制限がある場合がございます。
詳細は、今までのプロバイダーにお問い合わせください。

ネットワークゲームのご利用に関する接続保障およびサポートは、弊社ではいたしかねます。
ネットワークゲームの接続やトラブルに関する内容は、各ゲーム会社のサポート窓口まで
お問い合わせください。

Q. ネットワーク
　  ゲームは利用でき
　  ますか？

各ゲーム会社のサポート窓口までお問い合わせください。

ルーター・無線 LANを使用される場合は、ルーター機能（DHCP機能）を停止し、
必ずブリッジモードでご利用ください。
ルーター・無線 LANの接続・設定方法およびトラブルに関しましては、各メーカーの
サポート窓口までお問い合わせください。
スイッチングハブを使用しての接続も可能です。（有線 LAN接続のみ）
複数台のPCをご利用いただく場合は、オプションの登録申請を行ってください。

。

その他のご質問も会員様マイページおよび、
すーぱあねっとホームページ内にも公開しております。
http://www.super-r.net/member/sitemap.html

無線LANは
使用できますか？

利用される場合、ルーター機能を停止してブリッジ機能で利用してください。

オプションサービスにて無線ＬＡＮアクセスポイントのレンタルサービスもございます。
会員様専用マイページよりオプションの登録を行ってください。
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※会員情報シート記載の会員番号が、9桁のお客様は下記新規登録が必要です。
会員番号が、6桁のお客様は上記登録の対象ではございません。すーぱあねっと
ご利用時の6桁の会員番号、パスワード (初期設定生年月日 )が引き継がれます。

ログイン方法 WEBメールログイン方法
お部屋以外の場所からもメールを送受信！

※弊社発行のユーザーアカウント等の通知については、
すーぱあねっとHPより「通知申請書」をダウンロードしていただき、弊社にご郵送をお願いいたします。
http://www.super-r.net/member/support2/pass_help.html
返信用切手の同封をお願いいたします。
※同封のない場合、規定の額をご請求させていただきます。

お客様にてご登録 (本マニュアル8ページ参照 )
していただきましたメールアドレスとメールパス
ワードを入力

24
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20

8円 ( 税抜 )
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＜サービス提供について＞
・本サービスは会員規約と本規約に基づいて提供する。
・当社が実施する他のキャンペーンと併用しての利用は不可。
＜サービス内容について＞
・契約期間　24ヶ月
・月額費用　1,900円（税抜）　※通常コースより割引した金額
・初期費用　5,000円（税抜）　※新規契約に限り、契約初月に発生
＜契約＞
サービス開始月を契約開始月（1か月目）とし、24か月目をもって契約満期とする。
なお24ヶ月目に退会の申請がない場合は、24ヶ月契約の自動更新とする。
＜契約解除料＞
24ヶ月未満（1～23か月目）での退会の場合は、契約解除料として24,000円が発生する。
なお契約解除料は最終月の月額利用料金とともに請求する。

＜契約解除料の免除＞
当社サービスの「すーぱあねっと光」を契約した退会者に限り、契約解除料を無償とする。また、免除する場合はすー
ぱあねっと光のキャンペーンをすべて除外とする。
免除希望の場合でも退会後翌月3営業日までに契約が完了しない場合、一度契約解除料を請求する。期限後に契約完了
した退会者には契約解除料の全額を返金する。但し返金の際の手数料については退会者負担とする。
＜契約変更＞
契約変更の手続きはオンライン上でのみ行うものとし、契約変更前の経過月数は引き継がないものとする。また契約変
更は通常プランから長期プランへの変更のみとし、長期プランから通常プランへの変更は別途契約解除料24,000円
を発生する。なおどちらの場合も契約変更する際の初期費用を無償とする。
＜契約解除料免除に関するお問合せは下記まで＞
インターネット紹介窓口
電話番号：0120-979-154
営業時間：月～土（祝日除く）10:00～ 18:30
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