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e-Parcel VCN-AX3.0ご利用開始までの流れ 

 

 

 

 

お客様のイーパーセル ID 登録が完了後、イーパーセル㈱より登録完了通知Ｅメールを送信いたします。

１．ソフトウェアのインストール 

参照：『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル１ インストール編』 

P 8～１4． ３．ソフトウェアのインストール 

 

 

マニュアル１ 
参照 

２．システム設定・送受信情報の設定 

  参照：『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル２ 管理コンソール＆設定編』 

P 4～ 8． １．VCN-AX 管理コンソール 
P 9～32． ２．システム設定 
 

システム設定を行うために 

ここで「管理コンソール」へアクセスします。 

③P5. 管理コンソールへのアクセス方法 
 
 
                        管理コンソール メニュー 

④P9. オプション設定（任意）    システム設定＞オプション設定 

※必要に応じて動作設定やネットワーク設定などのオプション設定の変更を行います。  

 
⑤P20. ホットフォルダの設定     システム設定＞ホットフォルダ 

※ホットフォルダエントリー(FolderConfig.csv)の設定を行います。  

 
⑥P26. 自動受信の設定   システム設定＞自動受信 
※自動受信エントリー(ReceiveAuto.csv)の設定を行います。  

このマニュアル 
です。 

①P8. クライアント電子証明書のダウンロードとインストール 
※ダウンロードしたお客様のクライアント電子証明書を Windows（IE）へインストールします。 

 

②P11.ソフトウェアのダウンロードとインストール 
※インストール後、ソフトウェアへのクライアント電子証明書およびネットワーク設定を自動で

セットアップし、サービスが開始します。 
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３．e-ParcelVCN-AX3.0 サービス開始 

  参照：『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル２ 管理コンソール＆設定編』 

P33～37． ３．VCN-AX サービス開始 
 

システム設定の内容を反映させるために 

ここでサービスを再起動します。 

⑦P33. サービス再起動方法 
 

実際に e-Parcel VCN-AX3.0 にてデータ送受信が開始できます！ 

⑧P34. データ自動送受信の動作解説 
 

このマニュアル 
です。 

                                       操作マニュアル１ 
手動セットアップ      P15 
証明書をインポート     P16 

クライアント電子証明書の変更・再設定 

                                       操作マニュアル１ 
ソフトウェアのバージョンアップ    P17 
ソフトウェアのアンインストール（削除）    P18 

e-Parcel VCN ‒AX3.0 ソフトウェア 

                     管理コンソール メニュー    操作マニュアル２ 
送受信履歴の参照・各種操作   受信トレイ/送信トレイ  P38/P42 
*参考： P47 送受信ステータスコード一覧表 

システムログ参照         システム設定＞システムログ P32 

                     管理コンソール メニュー    操作マニュアル２ 
電子証明書のプロパティ参照      認証情報  P48 
ログイン・新パスワードの認証      認証情報  P49 

ユーザ認証情報 

送受信履歴・ログの参照 

                                         操作マニュアル２ 
送信ダイアログ      P51 

送信ダイアログ起動による手動送信機能

 
コマンドラインツール(axclient.exe)につきましては、 『e-Parcel VCN-AX3.0 コマンドライン仕
様書』を参照ください。Web 2.0 タイプ（HTTP・HTTPS ベース）による API を使用した開発を
ご要望のお客様は、別途仕様書をご提供させていただきます。弊社営業またはカスタマ
ーサポート(support@e-parcel.co.jp)までお問合せください。 

オプション機能（各種 API 仕様書） 

                                          
「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」へアクセスし、操作を行ってください。 
※参照：操作マニュアル２ P54 付録１．ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ利用方法 

ユーザ登録情報照会/変更・パスワード変更・パスワードプロテクト設定・送受信履歴 Web 照会 

                                          
「ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」へアクセスし、操作を行ってください。 
※参照：操作マニュアル２ P67 付録２．パスワードお忘れの方 

クライアント電子証明書・ソフトウェアのダウンロード・パスワードお忘れの方 
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1. VCN-AX 管理コンソール 

1-1. VCN-AX管理コンソール概要 
 

本マニュアル『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル２ 管理コンソール＆設定編』では、別冊『e-Parcel 

VCN-AX3.0 操作マニュアル１ インストール編』に引き続き、e-Parcel VCN-AX3.0 を導入されるお客様を

対象に、実際にデータ自動送受信の運用を開始するまでの設定手順など、『VCN-AX 管理コンソール』

での設定・操作方法およびその他機能についてご案内させていただきます。 

 

e-Parcel VCN-AX3.0 では、インストール完了後、実際のデータ送受信を自動化するための準備として、

あらかじめホットフォルダ（自動送信機能）・自動受信機能が動作するように送受信情報（ホットフォルダ

エントリー・自動受信エントリー）の設定をしていただく必要があります（必須）。また、必要に応じて

e-Parcel VCN-AX3.0 の動作を、お客様の運用に適合するようオプション設定の変更を行っていただきま

す。（任意） 

 

VCN-AX 管理コンソール 

このような設定を行っていただくためのツールとして、e-Parcel VCN-AX3.0 では、HTTP（HTTPS）ベース

のインターフェイス『VCN-AX 管理コンソール』（VCN-AX3.0 Management Console）をご提供しておりま

す。 

 

前述のデータ送受信を自動化するための準備やシステム動作設定の変更を行う場合、この『VCN-AX

管理コンソール』へアクセスいただき、「システム設定」メニューより操作を行います。また、『VCN-AX 管

理コンソール』では、「送信トレイ」・「受信トレイ」にて送受信履歴照会ができるだけでなく、トラッキング・

配送キャンセル・再送信・送受信の優先順位変更・受信中止などを、サービスを停止させることなく各種

システム管理操作を行うことが可能です。「認証情報」メニューでは、認証情報の確認およびログイン状

況の確認ができます。 

 

送信ダイアログ 

e-Parcel VCN-AX3.0 では、ホットフォルダによるデータ自動送信機能の他に、ファイル・フォルダを手動

で e-Parcel 送信できるプログラムを搭載しております。GUI をもつ送信ダイアログを起動し、手動でデー

タを送信することも可能です。 

 

豊富な機能を持つ e-Parcel VCN-AX3.0 のサービスを快適にご利用いただくため、本マニュアルを是非

ご活用いただきますようお願い申し上げます。 

１ 



e-Parcel VCN-AX 3.0 Management Console & Configuration Manual                        EP-PM-MN-0315 

Copyright© e-Parcel Corporation  All rights reserved. 5

1-2.  VCN-AX管理コンソール画面 
 

「VCN-AX 管理コンソール」（VCN-AX3.0 Management Console）へアクセスするためには、e-Parcel 

VCN-AX3.0 のサービスが開始されている必要があります。e-Parcel VCN-AX3.0 のインストールが完了

した時点で、Windows サービスは自動的に開始されます。以下のいずれかの方法で「VCN-AX 管理コン

ソール」へアクセスしてください。送受信情報（ホットフォルダエントリー・自動受信エントリー）の設定（必

須）を行ってください。また、お客様の運用に適合するよう必要に応じて動作設定（オプション設定）の変

更（任意）を行ってください。 

 

VCN-AX 管理コンソールへのアクセス方法 

『VCN-AX 管理コンソール』（VCN-AX3.0 Management Console）へは、下記４通りの方法にてアクセスす

ることが可能です。 

 

ショートカットからアクセス 
インストール完了後に、『VCN-AX 管理コンソール』の  

ショートカットアイコンがデスクトップに作成されます。 

ダブルクリックしアクセスしてください。 

 

タスクバーからアクセス 
※Windows7をご利用の方で、タスクバーにアイコンが表示されない場合、Windows「スタート」メニュー＞コン
トロールパネル＞デスクトップのカスタマイズ＞「タスクバーのアイコンのカスタマイズ」を行ってください。設
定画面のアイコン一覧より“VCN-AX Manager[VCN-AX 3.0]”を選択し「アイコンと通知を表示」に変更します。
設定変更後、タスクバーに図のアイコンが表示されるようになります。 

 

タスクバーアイコン 

Windows タスクバーのイーパーセルアイコンをダブルクリックし 

アクセスしてください。 

 

 

「管理コンソールを開く」メニュー 

Windows タスクバーのイーパーセルアイコンを 

右クリックし表示されたメニューより 

「管理コンソールを開く(M) 」を 

選択してください。 

 

 

 

方法１ 

ダブルクリック！ 

方法２※ 

ダブルクリック！ 

方法３※ 

タスクバーアイコンを 

右クリック！ 

メニューが表示されるので

「管理コンソールを開く」を

選択！ 
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タスクバーのイーパーセルアイコンは、e-Parcel VCN-AX3.0 オンライン・ 
オフライン・アイテム受信時に表示が変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows スタートメニューからアクセス 
Windows「スタート」メニュー＞すべてのプログラム＞e-Parcel＞VCN-AX 3.0＞VCN-AX 管理コンソールを

選択してください。 

 

状態 タスクバーアイコン 
※カーソルを近づけるとコメントがツールチップに
表示されます。 

サービス開始

オンライン  
 

サービス停止 

 

オフライン etc. 

 

※アイコンがグレー

に変わります。 

 

 etc. 

アイテム 

受信時 
  

※アイコンが点滅し
ます。  

【参考】タスクバーアイコン表示

方法４ 
Windows「スタート」メニュー 
「すべてのプログラム」＞ 
「e-Parcel」＞「VCN-AX 3.0」＞ 
「VCN-AX 管理コンソール」をクリック選択！ 
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Warning: 『 VCN-AX 管理コンソール』へアクセスするためには、e-Parcel 

VCN-AX3.0のサービスが起動されている必要があります。インストールが完了した時

点でサービスが起動されますが、一旦停止された場合は、サービスを再起動してくだ

さい。 

※参照：P33 ３．VCN-AXサービス開始 ‒ 3-1.サービス再起動 

 

Caution: リモート PC から 『VCN-AX 管理コンソール』へアクセスするためには、別

途、Windows ファイアウォール等で TCP/9970 ポートへのアクセス許可設定が必要と

なる場合があります。また、リモートアクセス許可に関わる設定を変更する場合は、

「オプション設定」画面にて操作することができます。 

※参照：P16 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 管理コンソール アドレス・ポ

ート番号・プロトコル 

 

Caution: LAN にプロキシサーバを使用されている場合、 『VCN-AX 管理コンソー

ル』へアクセスするためには、お客様ご利用の IE にて、「ローカルアドレスにはプロキ

シサーバを使用しない」よう設定されている必要があります。 

①Internet Explorer「ツール」メニュー＞「インターネットオプション(O)」＞「接続」タブ＞「ロ

ーカルエリアネットワーク(LAN)の設定」の[LAN の設定(L)]ボタンをクリックする。 

②「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」ダイアログボックスにて、「プロキシサーバ」

セクションの「ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない(B)」にチェックが入っ

ているか確認する。入っていない場合はチェックする。 
 

VCN-AX 管理コンソール画面 

『VCN-AX管理コンソール』へアクセスすると下図の画面が表示されます。『VCN-AX管理コンソール』で

は、４つのメインメニューをご提供しております。メインメニューを選択するとその下段に、各サブメニュー

が表示されます。 

 

上段：メインメニュー 

下段：サブメニュー 
[例：送信トレイのサブメニュー] 
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VCN-AX 管理コンソール メインメニューの主な機能 
メインメニューの主な管理機能は、下記のとおりです。詳細な操作および設定方法につきましては、次セ

クションよりご説明をいたしますので、参照のうえご利用ください。 

受信トレイ 送信トレイ 認証情報 システム設定 

・受信履歴照会 

・CSV 出力 

・受信中止 

・配送済みアイテムの
手動移動操作 

・ダウンロードの優先
順位変更 

etc. 

・送信履歴照会 

・CSV 出力 

・再送信 

・配送キャンセル 

・アップロードの優先
順位変更 

etc.

・電子証明書のプロパ

ティ 

・システムステータス
表示 

・パスワード認証 

・ログイン 

etc.

・オプション設定 

・ホットフォルダの設定

・自動受信の設定 

・システムログ照会 

etc.

 

お客様の操作したいメインメニューのいずれかをクリックしてください。選択されたメインメニューは赤色

に変わり、下段にはそのサブメニューが表示されます。 

 
 

では、データ送受信を自動化するための準備を開始します。 

次章からは、実際にe-Parcel VCN-AX3.0にてデータを送受信いただくためのシステム設定を行います。

２．システム設定の各セクションの説明に従い操作をお進めください。 
 

まず始めに、必要に応じて「オプション設定」の変更を行います。（任意） 
２．システム設定－2-1.オプション設定へお進みください。 
 

[例：受信トレイのサブメニュー] 
メインメニュー「受信トレイ」を選択
すると、ボタンが赤色に変わりま
す。 
下段へ「受信トレイ」のサブメニュ
ーが表示されます。 

クリック！ 
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2. システム設定 

2-1.  オプション設定 
 

「システム設定」＞「オプション設定」画面では、必要に応じて VCN-AX の動作をお客様の運用に適合す

るようにオプション設定の変更を行うことができます。 

お客様の利用環境に応じて“送受信ファイルの管理”・“ネットワークトラフィック管理”および“プロキシ設

定”等の操作を行います。また、“管理コンソールアクセス時の認証の有無”・“送受信履歴保存数の指

定”・“ホットフォルダを作成する場所”・“自動受信フォルダを作成する場所”・“電子メール通知の設定

(SMTP)”など、VCN-AX 動作に関わる各種設定と SMTP・SSL サーバの設定変更を行うことができます。

（任意） 

オプション設定を変更する場合は、インストール完了後、『VCN-AX 管理コンソール』の「オプション設定」

にて下記手順に従い操作を行ってください。 

 

オプション設定の変更操作手順 
１．『VCN-AX管理コンソール』へアクセスし「システム設定」＞「オプション設定」を選択してください。 

 

 

 

 

２．該当の設定値を変更または入力してください。 

（例えば、ログレベルは、デフォルトでは「詳細ログ」と設定されています。 更に詳しいログ出力へ変更

したい場合は、プルダウンメニューから「デバッグログ」を選択してください。） 

 

３．変更したいすべての設定値の変更入力が終わりましたら、設定内容を保存します。 

画面左下にある 変更を適用 ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

４．変更後は、e-Parcel VCN-AX3.0サービスを必ず再起動してください。サービス再起動後に変更内容

が反映されます。（「オプション設定」の他にシステム設定（「ホットフォルダ」「自動受信」）を変更する

場合は、すべての設定が完了した後、サービスを再起動しても構いません。） 

※参照：P33 ３．VCN-AXサービス開始 ‒ 3-1.サービス再起動 
 

５．変更内容が反映しているか該当の動作をご確認ください。 

  

クリック！ 

２ 

クリック！ 
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オプション設定の画面 
『VCN-AX 管理コンソール』へアクセスし「システム設定」＞「オプション設定」を選択すると、オプション設

定画面が表示されます。 

クリック！ 

オプション
設定 

ご注意： 
変更後は、「変更を適用」ボタンをクリ
ックして変更内容を保存してください。 
その後、必ずサービスを再起動（P33）
してください。再起動後に変更内容が
反映されます。 



e-Parcel VCN-AX 3.0 Management Console & Configuration Manual                        EP-PM-MN-0315 

Copyright© e-Parcel Corporation  All rights reserved. 11

オプション設定内容の詳細説明 
 

 ログレベル/LogLevel－システムログを作成します。ログ取得のレベルを指定します。お客様のご利用

状況に応じいずれかお選びください。出力されたログは、『VCN-AX 管理コンソール』の「システム設

定」＞「システムログ」画面にて確認できます。※参照：P32 ２．システム設定 ‒ 2-4.システムログ 

（デフォルト：詳細ログ） 

 

[通常ログの場合]  

通常のログメッセージを vcnax.log に記録 

 

[詳細ログの場合]  

vcnax.logに詳細なログを出力すると共に、ホットフォルダからの送信アイテムについて、送信したホット

フォルダ名・ファイル名・サイズ(B)をjournal.logに記録。ログファイルは週一回アーカイブされます。 

 

[デバッグログの場合]  

vcnax.logにさらに詳細なログを出力すると共に、詳細ログと同様journal.logに記録。ログファイルは毎日

アーカイブされます。 
 

※ログファイルの出力先（デフォルト）：C:\Program Files\e-Parcel\VCN-AX 3.0 

※ログファイルのアーカイブ先（デフォルト）：C:\Program Files\e-Parcel\VCN-AX 3.0\logs 
 

[vcnax.log]  

上記「ログファイルの出力先」へ出力されたログファイル（vcnax.log）は、『VCN-AX管理コンソール』の

「システム設定」＞「システムログ」画面へ表示されます。（例：「詳細ログ」の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

[journal.log] 

e-Parcel VCN-AXでは、設定によってホットフォルダ送信ログ（journal.log）を作成することができます。

送信ログを作成することによって、複数のホットフォルダを作成した場合、「いつ」、「どのホットフォルダ」

に「何というファイル（フォルダ）」が「何バイトのデータ（容量）」としてコピー（移動）されe-Parcelで送信

されたかが判ります。これによって、例えば、取引先ごとにホットフォルダを分けた場合、取引先別の送

信容量が把握できるようになります。 
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 タイムゾーン－お客様のご利用地域のタイムゾーンを設定してください。ご使用の PC のタイムゾーン

が日本時間の場合、自動的に UTC +09:00 が初期設定されます。 

（デフォルト：Windows で設定されているタイムゾーン） 

 

 移動時ファイル上書き－すべての自動受信エントリーへ共通の上書き設定をします。お客様のご利

用状況に応じ、どちらかお選びください。 

（デフォルト：Yes） 

 

[移動時ファイル上書きが YES の場合]  

移動先のファイル/フォルダは削除せず、同一名のファイル（相対パスも同じもの）があれば、上書き

されます。 
 

[移動時ファイル上書きが NO の場合]  

移動先に一つでも同一名のファイル（相対パスも同じもの）があれば、エラーとなり全てのファイル/

フォルダは移動されません。（ステータスは「配送済み」となります。このファイル・フォルダを移動さ

せたい場合は、「管理コンソール」画面より手動で操作を行うことが可能です。※参照：P40 図 
 

※エントリー毎に上書きを個別設定したい場合は、自動受信エントリーへ上書き許可/不許可の設定を行
ってください。その場合は、こちらのオプション設定より優先して動作します。  
参照：P28・P31 ２．システム設定 ‒ 2-3.自動受信の設定 - ⑥移動時の上書き設定 

 

 ファイル圧縮を使用/EnableCompress－送信時に、ファイル/フォルダが自動的に圧縮されます。お

客様のご利用状況に応じ、どちらかお選びください。 

（デフォルト：Yes） 

 

[ファイル圧縮を使用 YES の場合]  

送信時、ファイル/フォルダが e-Parcel サーバへアップロードされる前に自動的に圧縮されます。圧

縮されたファイル/フォルダは、受信者がダウンロードする時に自動的に解凍されます。 
※もともと圧縮されたデータ（zip, lzh, cab, jpeg など.）を送信した場合は圧縮されません。 

 

[ファイル圧縮を使用 NO の場合]  

送信時にファイル/フォルダは圧縮されません。 

 

 再送信を使用－送信日から設定の期間内であれば、同一の宛先に同一のデータを再送信できます。

お客様のご利用状況に応じどちらかお選びください。 

（デフォルト：Yes） 

 

[再送信を使用が YES の場合]  

一度送信したアイテムを再送信することが可能となり、送信トレイへ「再送」操作ボタンが表示されま

す。この場合、一定期間、添付ファイル/フォルダが保存されます。実際の再送信操作は、送信トレイ

にて行います。 
※再送信が可能な期間は、デフォルトで２週間に設定されています。変更する場合は、「再送信期限」の
設定変更をしてください。 

 

[再送信を使用が NO の場合]  

再送信機能が停止し、送信トレイへは「再送」操作ボタンが表示されません。この場合、添付ファイル

/フォルダは保存されません。 
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 再送信期限－「再送信を使用」が Yes の場合に表示されます。再送信が可能な期間を指定できます。

「再送信を使用」が No の場合は、表示されません。 

（デフォルト：２週間）  
 

再送信が可能な期間は、デフォルトで２週間に設定されています。なお、設定した期間、添付ファイ

ル/フォルダがデータ保存場所（P16）へ保存されますので、ディスクの空き容量にご注意ください。 

 

 ポーリング間隔(分)－e-Parcel VCN-ＡＸ3.0で未受信アイテムの受信や送信したアイテムのステータ

スのトラッキングなどを、e-Parcel サーバへチェックする間隔を分単位で設定します。 

（デフォルト：５分間隔） 
 

ネットワークの帯域幅がかなり制限されている場合、高い数値（例えば 30 分間隔など）で設定してく

ださい。 

 

 管理コンソール保護/AuthorizationLevel－VCN-AX インタフェースへのアクセスの際の認証の有無を

設定します。 

（デフォルト：しない） 
 

[しない]  

認証不要 
 

[システム設定を保護] 注） 

システム設定ページへのアクセスに際し認証が必要 
 

[全ページを保護] 注） 

全ページへのアクセスに際し認証が必要 
 

「認証が必要（「システム設定を保護」「全ページを保護」）」に設定すると、管理コンソール画面を開く

ときや、VCN-AX API を使用する際にイーパーセル ID、パスワードによる基本認証またはダイジェス

ト認証が要求されます。 
 

注）重要：管理コンソール保護機能を必要（「システム設定を保護」「全ページを保護」）とする場合は、事
前準備として①②のパスワードプロテクト設定をしておく必要があります。 
①e-Parcel へご登録のユーザ登録情報を“サーバログイン時に「パスワードプロテクト」を「する」”へ
登録変更する。 

②お客様ご利用e-Parcel VCN-AX3.0ソフトウェアへパスワード設定する。（ログインパスワード認証） 
 

[パスワードプロテクト設定手順] 

１．「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」URL（https://secure.e-parcel.ne.jp/）へアクセスしてください。
「証明書の確認」または「証明書の選択」画面が開きます。イーパーセル ID を確認し、お客様のクライ
アント電子証明書を選択後、「OK」ボタンをクリックしてください。 

 
２．「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」画面が開きます。「登録情報」メニューをクリックしてください。
お客様の登録情報が表示されます。 

 
３．e-Parcel サーバログイン時の「パスワードプロテクト」はデフォルトでは「しない」に設定されています。
プルダウンメニューから「する」を選択し、 [適用]ボタンをクリックしてください。 

 
４．VCN-AX3.0「管理コンソール」画面を起動します。「認証情報」メニューを選択し、表示された画面の
「パスワード（オプション）」欄へ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。「システムス
テータス」欄に“オンライン”と表示されていれば、事前の準備は完了です。 
※参照：P49 ６．認証情報 - ログインパスワードの認証 
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 最大履歴保存(件)/ MaxParcelList－送受信トレイ内の各エントリー数（履歴保存数）の上限を設定し

ます。 

（デフォルト： 10000 件） 
 

[最大履歴保存件数へ数値を設定した場合]  

いずれか数値を設定すると送受信トレイ内のそれぞれのエントリー数が上限を超えた時に、日付の古

いものから削除されます。使用するＰＣ（サーバ）のパフォーマンスにも依りますが、一度に数千～数万

件を越える送受信履歴を表示しようとすると表示レスポンスが実用的でなくなる場合もありますので、

適宜、上限を設定して運用してください。 
 

[制限しない場合]  

無制限（履歴は削除されません。） 

 

 並行送受信接続数/ParallelConnection－複数アイテムの送受信時に、同時に複数アイテムを並行

してアップロードおよびダウンロードすることができます。並行送受信の接続数（１～５）の設定を行

います。 

（デフォルト：３） 
 

並行送受信接続数は、デフォルトで３に設定されています。複数アイテム送受信時に e-Parcel

サーバへ並行接続され、３アイテム同時にアップロードおよびダウンロードされます。 

 

 プロキシ設定－ファイアウォール構成と連携し、お客様の利用環境に応じてネットワークの設定を行

います。デフォルトでは「自動」に設定されています。インストール時のネットワーク設定は自動で行

われます。 

（デフォルト：自動） 
 

※ネットワーク設定は、e-Parcel VCN-AX にて通信を行う上で、非常に重要な設定です。手動でプロキシ
サーバの設定を行う場合、お客様のネットワーク管理者と連絡をとり、適切な情報を収集した上で入力
してください。 

 

[プロキシ設定が自動の場合] 

お客様のWindows（IE）に既にプロキシサーバが設定されている場合、インストール時および「自動セ

ットアップ」「証明書をインポート」などを行った際、これを自動で探知し設定します。自動探知したプ

ロキシサーバのホスト名・ポート番号が該当欄へ表示されます。（プロキシサーバが認証を必要とす

る場合は、インストール時に表示された「認証要求」画面へ入力したプロキシユーザ名・パスワード

が該当欄へ表示されます。） 
 
注）重要：インストール後に Windows（IE）のプロキシ設定を変更した場合は、タスクバーアイコン右ク

リックメニューより「自動セットアップ」を必ず行ってください。 
注）重要：Windows Vista, 2008, 7 のユーザの方は、「自動セットアップ」・「証明書をインポート」操作を

行う前に、Windows「スタート」メニュー＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ（パフォー
マンスとメンテナンス）＞管理ツール＞「サービス」画面で、e-Parcel VCN-AX3.0「サービスの停
止」操作を手動で行ってください。セットアップ完了後に、「サービスの開始」操作を手動で行って
ください。 

 

 

 

 

自動探知されたプロ
キシサーバ情報が
表示されます。 
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[プロキシ設定が手動の場合]  

プロキシサーバの設定を手動で行う場合、「手動」を選択のうえ、「変更を適用」ボタンをクリックしてく

ださい。プロキシホスト名・ポート番号欄が入力可能となります。その後、必要に応じてプロキシ認証

（プロキシユーザ名・パスワード）へお進みください。 

 

①「手動」を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②プロキシ手動設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プロキシ ホスト名・ポート番号/ (プロキシ手動設定の場合)－「プロキシ設定」で「手動」を選択した

場合に入力欄がアクティブとなります。プロキシサーバのホスト名(注)とポート番号を入力してくださ

い。 

※インストール時のネットワーク設定は自動で行われます。お客様の IE に既にプロキシサーバが設定さ
れている場合その内容が表示されます。 

 

Warning: プロキシサーバを手動設定する場合、「プロキシホスト名」欄には IP アドレ

スもしくはサーバ名のみをご入力ください。（IE などで設定されているプロキシサーバと

同じものをお使いの場合、IE でホストアドレスを確認すると[http://IP アドレス]のような

形式で設定されていますが、ここでは[http://]の部分は入力しないようにしてください。 

 

 プロキシ ユーザ名・パスワード/ (プロキシ認証)－お客様のプロキシサーバが認証を必要としてい

るか確認してください。必要な場合のみ、プロキシ認証に用いられるユーザ名(注)とパスワードを入

力してください。 

※パスワードは、文字や数字では表示されません。「●」で表示されます。 
 

Warning: NTLM 認証（Windows ドメイン/Active Directory による認証）を使用する際、

[ユーザ名]欄には下記のとおり入力してください。 

 Windows ドメイン(Windows2000 以前)の場合： ドメイン名\Windows ログオンユーザ名

 Active Directory(Windows2000 以降)の場合： Windows ログオンユーザ名@ドメイン名

①「手動」を選択し
て、[変更を適用]ボ
タンをクリック！ 
プロキシサーバ情報
が入力できるように
なります。 

クリック！ 

②プロキシ手動設定 
ホスト名・ポート番号を入力して、 
[変更を適用]ボタンをクリック！ 
※プロキシ認証が必要な場合 

ユーザ名とパスワードを入力。 

クリック！ 
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 デフォルトアカウント－お客様のイーパーセル IDが所属しているアカウント IDとアカウントの詳細情

報が表示されます。複数のアカウントに所属するイーパーセル ID の場合のみ、ここでアカウント ID

を選択することができます。（アカウント ID は、通常イーパーセル ID 登録時に、自動的に弊社にて

割り当てし、アイテムが送信されると所属アカウント ID へ課金されます。） 
 

※お客様の所属するアカウントの送信制限を確認することができます。１回の送信で配送することができ
る最大データ容量も併せて表示されます。（最大配送サイズ：○○） 

 

 データ保存場所－送受信されたアイテムを保存する場所や、送受信中のアイテムが一時的に使用

する作業フォルダの場所を指定します。デフォルトでのフォルダの場所がボックスに表示されます。 

（データ保存場所デフォルト：C:\e-Parcel\VCN-AX\data） 
 

※ただし、データ保存場所を変更した場合、過去に保存されたデータは、自動で新しいデータ保存場所へ
は移動されません。（旧データ保存場所に残ります。）既に保存されたデータも併せて移動したい場合
は、データ保存場所を変更後、サービス再起動時に新データ保存場所（フォルダ）の直下へ自動で作成
される各作業フォルダの同じ場所へ手動にて移動させてください。 

 

 管理コンソールアドレス/ListenHost－リモートＰＣから「VCN-AX 管理コンソール」画面へのアクセス

許可を設定できます。デフォルトでは許可しません。 

（デフォルト：localhost） 
 

[localhost の場合]  

ローカルアクセスのみ許可（デフォルト） 
 

[アドレスを入力した場合]  

リモートアクセスを許可 
 
リモートアクセスを許可する場合、別途、Windows ファイアウォール等で TCP/9970 ポートへのアクセ
ス許可設定が必要となる場合があります。 

 
※「管理コンソール」画面へのアクセスを暗号化するには、「管理コンソールプロトコル」（SSL 設定）を有
効にしてください。また、不正なアクセスを回避するため、「管理コンソール保護」の設定を併用すること
を検討してください。 

 

 管理コンソールポート番号/ListenPort－「管理コンソール」画面を含む VCN-AX インタフェースの

TCP ポートを設定します。 

（デフォルト：TCP/9970） 

 

 管理コンソールプロトコル/EnableSSL－管理コンソールを含む VCN-AX API に対するアクセス時の

プロトコルを選択できます。デフォルトでは HTTP プロトコルを使用しています。SSL は無効です。 

（デフォルト：HTTP） 
 

e-Parcel VCN-AX では、管理コンソールを含む VCN-AX API に対するアクセスにおいて

HTTPS(SSL3.0/TLS1.0)をサポートしております。これにより、リモートアクセスの際の安全性をより

向上させることができます。 
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[HTTP を選択した場合]  

SSL無効（HTTPプロトコルを使用）（デフォルト） 
 

[HTTPS を選択した場合]  

SSL 有効（HTTPS プロトコルを使用） 

管理コンソール画面を含む VCN-AX インタフェースで SSL3.0/TLS1.0 を有効にします。 
HTTPSを選択し[変更を適用]ボタンをクリックしてください。下段へSSLサーバ設定セクションが表示
されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注）「HTTPS」（SSL 有効）に設定した場合、同時に下段へ表示される「SSL サーバ秘密鍵ファイル」および
「SSL サーバ証明書ファイル」の設定が必須です。 

注）「HTTPS」（SSL 有効）に設定した場合、すべてのオプション設定の変更が完了した後、「変更を適用」
ボタンをクリックしサービスを再起動してください。その際、「管理コンソール」画面を既に開いていた場
合は、一度画面を閉じ、再度「管理コンソール」へアクセスし直してください。 

 

 

 
 
※「管理コンソールプロトコル」において HTTPS を選択し[変更を適用]ボタンをクリックしてください。下段へ
SSL サーバ設定セクションが表示されます。 
 

 サーバ秘密鍵ファイル/ServerPrivateKeyFile－サーバ秘密鍵を含むファイルを指定します。上記

「管理コンソールプロトコル」を「HTTPS」（SSL 有効）に設定した場合は、必須です。パスフレーズ保

護なしの DER（バイナリ）形式または PEM 形式のファイルをご用意ください。 

（デフォルト：sample.key） 

 

 サーバ証明書ファイル/ServerCertificateFile－サーバ証明書ファイルを指定します。上記

EnableSSL パラメータを「1」（SSL 有効）に設定した場合は、必須です。 DER（バイナリ）形式または

PEM 形式のファイルをご用意ください。 

（デフォルト：sample.cer） 

 

 CA 証明書ファイル/CACertificateFile－サーバ証明書に署名を行ったルート CA または中間 CA の

証明書を指定します。本設定はオプションです。DER（バイナリ）形式またはPEM形式のファイルをご

用意ください。（任意） 

（デフォルト：sample_mca.cer） 

「HTTPS」を選択して、
[変更を適用]ボタンを
クリック！ 
SSL サーバ設定セクシ
ョンが表示されます。 

SSL サーバ設定セクション

SSL サーバ設定セクション ※HTTPS を選択した場合に設定（SSL 有効時） 
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 ホットフォルダ配置/HotFolderLocation－ホットフォルダを作成する場所（親フォルダ）を指定します。 

（デフォルト：C:） 
 

「ホットフォルダ配置」の設定により、「システム設定」＞「ホットフォルダ」メニューから設定

（FolderConfig.csv）するホットフォルダの場所を指定します。デフォルトでは C: が設定されています

が、削除するとエラーとなります。 

ドライブレターを含むフルパス、またはネットワーク上の他のサーバにある場合は、下記[例３]のよう

に UNC にて設定します。空白はエラーとなります。 
 

[例 1]ホットフォルダが[C:\送信用フォルダ]の場合 

   C: 

 

[例 2]ホットフォルダが[D:\A 社\送信用フォルダ]の場合 

   D:\A 社 
※参考：ホットフォルダの設定（P20 「システム設定」＞「ホットフォルダ」メニュー）のホットフォルダ
名へ “A 社\送信用フォルダ”と設定する場合、ここでは「D:」と入力します。 

 

[例 3]ホットフォルダが[\\NetworkServer\A 社\送信用フォルダ]の場合 

   \\NetworkServer\A 社 
※参考：ホットフォルダの設定（P20 「システム設定」＞「ホットフォルダ」メニュー）のホットフォルダ
名へ “A 社\送信用フォルダ”と設定する場合、ここでは「\\NetworkServer」と入力します。 

 

 

重要： VCN-AX3.0 サービスは、デフォルトでローカル PC の「SYSTEM」アカウントで

動作しています。このため、ホットフォルダとしてネットワークファイルサーバ上の共有

フォルダ等を使用する場合、ドメインユーザやファイルサーバのローカルユーザのみ

アクセス可能な設定となっているとアクセス権が足りず正しく機能しません。 

その場合は、VCN-AX3.0 サービスのログオンアカウントを適切なアクセス権限を有す

るユーザアカウントに変更してください。具体的な手順は、Windows「スタート」メニュー

＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ（パフォーマンスとメンテナンス）＞管

理ツール＞「サービス」画面を起動してください。Windows「サービス」画面より

「e-Parcel VCN-AX 3.0」右クリックメニュー＞プロパティ＞「ログオン」タブを表示させ、

ログオンユーザアカウントを“ローカル システム アカウント”から適切なユーザアカウ

ントに変更し、VCN-AX3.0 サービスを再起動してください。 

なお、ログオンアカウントを変更した場合、以下のフォルダに対しログオンユーザが

「変更」権限を有していることを必ず確認してください。 

・ホットフォルダおよび自動受信フォルダ 

・インストールディレクトリ（デフォルト：C:\Program Files\e-Parcel） 

・データベースフォルダ/データ保存場所（デフォルト：C:\e-Parcel） 

 

 自動受信配置/ReceiveAutoLocation－自動受信時の受信アイテムの移動先フォルダの存在する場

所（親フォルダ）を指定します。書式は「ホットフォルダ配置」と同様ですので上記をご参照のうえ設定

してください。 

（デフォルト：C:） 
 

「自動受信配置」の設定により、「システム設定」＞「自動受信」メニューから設定（ReceiveAuto.csv）

する自動受信フォルダの場所を指定します。 



e-Parcel VCN-AX 3.0 Management Console & Configuration Manual                        EP-PM-MN-0315 

Copyright© e-Parcel Corporation  All rights reserved. 19

 

 

 

 

e-Parcel VCN-AXでは、ホットフォルダおよび自動受信機能を利用しデータを送受信した時に、同一の

件名、メッセージ（添付ファイル/フォルダは除く）をあらかじめ各エントリーで設定した宛先へ電子メー

ルで通知できます。 

 
※このセクションは、電子メール通知機能を利用する場合に設定します。電子メール通知機能を利用するに
は、併せてホットフォルダエントリーにて送信時の通知メール設定または、自動受信エントリーにて自動受
信時の通知メール設定をする必要があります。その場合、こちらの SMTP サーバ設定 セクションの入力
を行ってください。 

 

 SMTP サーバホスト名/MailHost－SMTP サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。 

 

 SMTP サーバポート番号/MailPort－SMTP サーバのポート番号を指定します。 

（デフォルト：25） 

 

 SMTP ユーザ ID/MailUserID－SMTP サーバで認証が必要な場合の UserID を指定します。 

 

 SMTP パスワード/MailPassword－SMTP サーバで認証が必要な場合のパスワードを指定します。 

 

 通知メール送信者アドレス/MailFromAddr－送信通知メールの送信者（送信元）電子メールアドレス

を指定します。 

（デフォルト：administrator@mail.server.domain） 

※FromAddress は、ホットフォルダ送信時の通知メールへのみ反映します。 

※自動受信時の通知メールの場合、自動的に「送信者のイーパーセル ID」が通知メールの送信者（送信
元）アドレスとなり電子メールが送信されます。 

 

 通知メール送信者名/MailFromName－送信通知メールの送信者名を指定します。 

（デフォルト：システム管理者） 

※FromName は、ホットフォルダ送信時の通知メールへのみ反映します。 

※自動受信時の通知メールの場合、自動的に「e-Parcel 受信通知」が送信者名として表示されます。 

 

 

 

 

 

続いて、データ送信を自動化するための「ホットフォルダエントリー」の設定を行います。（必須） 
２．システム設定－2-2.ホットフォルダの設定へお進みください。 

SMTP サーバ設定セクション ※電子メール通知機能を使用する場合に設定 
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2-2.  ホットフォルダの設定 
 

「システム設定」＞「ホットフォルダ」画面では、e-Parcel VCN-AX3.0 でデータを自動送信するために、あ

らかじめホットフォルダ送信情報（ホットフォルダエントリー）を運用に適合するように設定する必要があり

ます。(必須) 

ホットフォルダエントリーを設定する場合は、『VCN-AX 管理コンソール』へアクセスし「システム設定」を

選択してください。メニュー下段にサブメニューが表示されますので「ホットフォルダ」を選択してください。 

「ホットフォルダ」画面にホットフォルダ設定ファイル『FolderConfig.csv』（UTF-8）が表示されます。 

 

ホットフォルダ エントリーの設定画面 
 

先頭に「#」のある行はコメントとして 
無視されます！ 
※デフォルトでは、ホットフォルダエントリ

ーの設定方法や例を記載しています。 

ホットフォルダ 

ホットフォルダ エントリーの記載例 
※詳細参照 P21-25 



e-Parcel VCN-AX 3.0 Management Console & Configuration Manual                        EP-PM-MN-0315 

Copyright© e-Parcel Corporation  All rights reserved. 21

ホットフォルダ エントリーの設定方法 
 

１．『VCN-AX管理コンソール』へアクセスし「システム設定」＞「ホットフォルダ」を選択してください。 

 

２．表示された画面へエントリーフォーマットにしたがいホットフォルダエントリーをCSV形式（UTF-8）で入力

してください。 

※詳細参照P22-25 

 

[ホットフォルダエントリー例] 

"送信用フォルダ_発注書\取引先A","recipient@aaaaa.co.jp","発注データ","よろしくお願いします。",,, 

※システム設定「オプション設定」の[ホットフォルダ配置]がデフォルト（ホットフォルダ配置=C:）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．すべてのホットフォルダエントリーの入力終了後、設定内容を保存します。画面左下にある 変更を適用 

ボタンをクリックしてください。 

（この時、ホットフォルダ設定ファイル『FolderConfig.csv』（UTF-8）へ上書き保存されます。） 

 

４．変更後は、e-Parcel VCN-AX3.0サービスを必ず再起動してください。サービス再起動後に変更内容

が反映されます。（「ホットフォルダ」の他にシステム設定（「オプション設定」「自動受信」）を変更する

場合は、すべての設定が完了した後、サービスを再起動しても構いません。） 

※参照：P33 ３．VCN-AXサービス開始 ‒ 3-1.サービス再起動 
 

５．ホットフォルダエントリーの設定内容が反映しているか動作をご確認ください。 

上記[ホットフォルダエントリー例]は、このフォルダに対して
のエントリーを記載しています。 
 [解説] 

①ホットフォルダ名：送信用フォルダ_発注書\取引先 A 
②送信先ユーザ ID：recipient@aaaaa.co.jp 
③件名：発注データ 
④メッセージ：よろしくお願いします。 
※ホットフォルダ１つに対し１行のエントリーが対応しま

す。 
※このケースでは、①のフォルダへファイル/フォルダが

移動またはコピーされると、②のユーザ宛へ③の件
名・④のメッセージをともない、自動的にファイル/フォ
ルダが送信されます。 
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ホットフォルダ情報設定(FolderConfig.csv)エントリーフォーマット 
 

（カンマ「,」区切りテキスト(CSV)ファイル形式/UTF-8） 

 

       ①          ②       ③       ④          ⑤          ⑥              ⑦ 
“ホットフォルダ”,“送信先 ID”,“件名”,“メッセージ”,“通知 E-mail”,“アカウント ID”,“起動アプリケーション” 

 

 
①ホットフォルダ名注１) ：ホットフォルダとして情報設定するフォルダ名 
※ホットフォルダから送信するファイル/フォルダ名をワイルドカードによりフィルタリング可能注１) 

②送信先イーパーセル ID（複数 ID：カンマ「,」で区切り、全体を「“”」で括る。）注２) 

③件名(省略可-ただし、カンマ「,」区切りは必要。)注３)  

④メッセージ本文(省略可-ただし、カンマ「,」区切りは必要。) 注３) 注４) 

オプション：⑤⑥⑦は、必要な場合のみ設定入力してください。 
（※省略可-ただし、カンマ「,」区切りは必要。） 

⑤電子メール通知先 E-mail アドレス（E-mail 通知する場合にのみ使用）注５) 

⑥アカウント ID（課金アカウント ID が複数ある場合にのみ使用）注６) 

⑦アイテム送信時に起動する外部アプリケーション注７) 

 

 

ホットフォルダエントリーの設定例 
 
[例] "HotFolder","recipient@e-parcel.co.jp","CAD データ","よろしくお願いいたします。",,, 
 
[例: PDF ファイルだけフィルタリングして送信する設定] 
"HotFolder\*.pdf","address@e-parcel.co.jp","申込書データ","%FILENAME 送信します。",,, 

 
[例: 複数の宛先を設定] 
"同報発信","address1@e-parcel.co.jp,address2@e-parcel.co.jp","件名","メッセージ本文",,, 
 

[例: メッセージ本文にファイル名を表示する設定] 
"設計部宛","address@e-parcel.co.jp","件名","添付ファイルは %FILENAME です。",,, 
 

[例: 複数（３つ）のホットフォルダ エントリーを設定]  
"HotFolder1", "recipient1@e-parcel.co.jp", "CAD データ", "よろしくお願い致します。",,, 
"取引先 A", "recipient2@e-parcel.co.jp", "設計データ", "よろしくお願い致します。",,, 
"B 支店宛", "recipient3@e-parcel.co.jp", "%FILENAME”, “標記の件¶よろしくお願いします。",,, 
 

[例: 電子メール通知の宛先を設定] 
"Send_to_Mr_C","address@e-parcel.co.jp","件名","メッセージ本文","address@mail.co.jp",, 
 

[例: アカウント ID を設定] 
"海外拠点宛","overseas@e-parcel.co.jp","件名","メッセージ本文",,"12345678", 
 

[例: 外部アプリケーションを起動する設定] ※実際のエントリーは１行で入力します。 
" 海 外 拠 点 宛 ","overseas@e-parcel.co.jp"," 件 名 "," メ ッ セ ー ジ 本 文 ","address@mail.co.jp",, 
"process.bat %FILENAME %RECIPIENT" 
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ホットフォルダ エントリー設定時の注意点 
 

・先頭に「#」のある行はコメントとして無視されます。 

 

・ホットフォルダ１つに対し１行のエントリーが対応します。（エントリー数の上限は、お客様のご契約内容

によりライセンスが異なります。） 

 

・ホットフォルダエントリー（FolderConfig.csv/UTF-8）の記述を変更した際は、Windows サービスの再起

動が必要です。 

 

・宛先・件名・メッセージを都度変更する必要がある場合は、コマンドラインツール(axclient.exe) をご利用

ください。 

※参照：『e-Parcel VCN-A3.0X コマンドライン仕様書』 

 

注１）①ホットフォルダ名： 

・ホットフォルダを作成する場所は、システム設定「オプション設定」で設定した[ホットフォルダ配

置]からの相対パスを指定します。ホットフォルダは、デフォルトでは C:\ 直下に設定していま

す。 
 

別の場所に設定したい場合は、システム設定「オプション設定」の[ホットフォルダ配置]を変更し

てください。ネットワーク上のフォルダの指定も可能ですが、ネットワークドライブの割り当ては使

用せず、[ホットフォルダ配置]に UNCにて記述してください。 

※参照：P18 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - ホットフォルダ配置 

 

・ホットフォルダから送信するファイル・フォルダ名をワイルドカード「*」「?」により、フィルタリングす

ることができます。送信すべきファイル名のフォーマット（例えば拡張子など）が決まっていて、そ

れ以外のファイルの誤送信を避ける等の目的で使用できます。ホットフォルダ名として 「ホットフ

ォルダ名\ワイルドカードを含むファイル名」と記述してください。 

（例： HotFolder\*.pdf ） 

※ワイルドカードには「*（任意の 1 つ以上の文字）」「?（任意の 1 文字）」が使用できますが、ロングフ
ァイルネームの他に「短い形式のファイル名（8.3 形式）」もファイル検出の対象となりますのでご注
意ください。詳しくは Windows のヘルプをご覧下さい。 

 

注２）②送信先イーパーセル ID： 

送信先イーパーセル ID が複数の場合はカンマ「,」区切りで入力し、全体を「“”」（ダブルクォーテー

ション）で囲んでください。 

（例：“送信先 ID1,送信先 ID2,送信先 ID3,送信先 ID4”） 
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注３）③件名/④メッセージ： 

・件名およびメッセージは省略可ですがカンマは必要です。また、各要素にカンマが含まれる場合

は、要素を「”」（ダブルクォーテーション）で囲んでください。また各要素にダブルクォーテーション

を含みたい場合は「””」のように２つ続けて記述して要素をさらに「”」で囲んでください。送信時

に自動的にひとつのダブルクォーテーションに変換されます。 

 

・件名またはメッセージ本文内にキーワードとして%FILENAME と記入すると、送信時に自動的に添

付ファイル/フォルダ名に変換されます。複数ファイル/フォルダの場合は各ファイル/フォルダ名

がカンマで区切られた文字列に変換されますが、件名には最大半角 60 文字までしか設定でき

ません。 

 

注４）④メッセージ： 

ホットフォルダ一つに対し一行の送信情報設定が対応します。メッセージに改行を含みたい場合

は、改行コードの代わりに「¶」(UTF-8 0xC2B6)を使用して下さい。送信時に自動的に改行コードに

変換されます。 

 

注５）⑤電子メール通知先 E-mail アドレス： 

・e-Parcel VCN-AXで送信したものと同じ件名、メッセージを、E-mail でも通知したい場合、ホットフォ

ルダ情報設定項目⑤に宛先 E-mail アドレスを設定してください。アドレスが複数ある場合は②と同

様の書式を使用します。カンマ「,」区切りで入力し、全体を「“”」（ダブルクォーテーション）で囲んで

ください。電子メール通知先 E-mail アドレスは、省略可ですがカンマは必要です。 

 

・電子メール通知をご利用いただくには、別途、システム設定「オプション設定」画面の SMTP サーバ

設定セクションの入力が必要となります。 

※参照：P19 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - SMTP サーバ設定セクション 

 

・電子メール通知では、送信ファイル/フォルダは添付されません。また、E-mail は暗号化されません

ので、重要な情報は件名・メッセージには記述しないでください。 

 

注６）⑥アカウント ID： 

アカウント ID は必要が無い限り設定しないでください。 

複数のアカウント ID（課金アカウント番号）を持ち、フォルダ毎に課金アカウントを使い分けたい場合

にのみ、ホットフォルダ情報設定項目⑥にアカウントIDを設定してください。（ここで設定されたアカウ

ント ID は、オプション設定「デフォルトアカウント」で選択されているアカウント ID より優先して課金さ

れます。）アカウント ID は省略可ですがカンマは必要です。 
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注７）⑦アイテム送信時に起動する外部アプリケーション： 

・外部アプリケーションは以下の場所に配置するか、または絶対パスで指定してください。 

 - システム設定「オプション設定」画面の[ホットフォルダ配置]で指定されたディレクトリ（vcnax.ini で

指定された HotFolderLocation） 

 - 環境変数 PATH で指定されたディレクトリ 
 
※ホットフォルダの送信は外部アプリケーションプロセスの終了を待ち、終了後、送信済みの添付ファイ
ルを削除し、設定があれば電子メール通知を行います。 

 
※外部アプリケーションが終了コード 0 以外を返すと送信が中止されます。 

 

・外部アプリケーションの指定時に以下４つのコマンドラインパラメータを使用できます。 

 

%FILENAME 添付ファイル名/フォルダ名（複数の場合はカンマ区切り）に置き換えられます。（フ
ルパス） 

 
※データは実際に送信動作が開始する前に、ホットフォルダから一旦、自動的に作成され
る一時フォルダへ移動されます。ここでは、この一時フォルダのフルパスに置き換えられ
ます。なお、この一時フォルダは、送信実行後アップロードが完了した後、自動的に削除
されます。そのため、一時フォルダ名は、送信ごとに異なります。 

 
注）一時フォルダは、システム設定「オプション設定」の[ホットフォルダ配置]がデフォルト
（ホットフォルダ配置=C:）の場合、「C:\e-Parcel\VCN-AX\temp」フォルダ直下へ作成
されます。このフォルダは、e-Parcel VCN-AX3.0 がシステム管理していますので、手
動で操作しないようにご注意ください。 

 
[例： ホットフォルダ配置が “C:” の場合（デフォルト）] 

 
添付が１つの場合： "C:\e-Parcel\VCN-AX\temp\（一時フォルダ名）\File_A.txt" 

 
添付が複数の場合：  
"C:\e-Parcel\VCN-AX\temp\ （ 一 時 フ ォ ル ダ 名 ） \File_A.txt,C:\e-Parcel\VCN-AX 
\temp\（一時フォルダ名）\Folder_A" 

 

%RECIPIENT 受信者の ID（複数の場合はカンマ区切り）に置き換えられます。 

 

%SUBJECT 件名に置き換えられます。 

 

%CREATED 作成日時に置き換えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、データ受信を自動化するための「自動受信エントリー」の設定を行います。（必須） 

２．システム設定－2-3.自動受信の設定へお進みください。 
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2-3.  自動受信の設定 
 

「システム設定」＞「自動受信」画面では、e-Parcel VCN-AX3.0 で送信されたデータの受信を自動化する

ために、受信時の動作に関する情報（自動受信エントリー）を、あらかじめ運用に適合するように設定す

る必要があります。 (必須) 

自動受信エントリーを設定する場合は、『VCN-AX 管理コンソール』へアクセスし「システム設定」を選択

してください。メニュー下段にサブメニューが表示されますので「自動受信」を選択してください。 

「自動受信」画面に自動受信設定ファイル『ReceiveAuto.csv』（UTF-8）が表示されます。 

 

自動受信 エントリーの設定画面 
 

先頭に「#」のある行はコメントとして 
無視されます！ 
※デフォルトでは、自動受信エントリーの

設定方法や例を記載しています。 

自動受信 

自動受信 エントリーの記載例 
※詳細参照 P27-31 
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自動受信 エントリーの設定方法 
 

１．『VCN-AX管理コンソール』へアクセスし「システム設定」＞「自動受信」を選択してください。 

 

２．表示された画面へエントリーフォーマットにしたがい自動受信エントリーをCSV形式（UTF-8）で入力して

ください。 

※詳細参照P28-31 

 

[自動受信エントリー例]  

"recipient@aaaaa.co.jp","発注","自動受信用フォルダ\注文書A",,, 

,,"自動受信用フォルダ\Others",,, 

※システム設定「オプション設定」の[自動受信配置]がデフォルト（自動受信配置=C:）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．すべての自動受信エントリーの入力終了後、設定内容を保存します。画面左下にある 変更を適用 ボタ

ンをクリックしてください。 

（この時、自動受信 設定ファイル『ReceiveAuto.csv』（UTF-8）へ上書き保存されます。） 

 

４．変更後は、e-Parcel VCN-AX3.0サービスを必ず再起動してください。サービス再起動後に変更内容

が反映されます。（「自動受信」の他にシステム設定（「オプション設定」「ホットフォルダ」）を変更する

場合は、すべての設定が完了した後、サービスを再起動しても構いません。） 

※参照：P33 ３．VCN-AXサービス開始 ‒ 3-1.サービス再起動 
 

５．自動受信エントリーの設定内容が反映しているか動作をご確認ください。 

上記[自動受信エントリー例]は、こちら２つのフォルダに対
しての２エントリー例を記載しています。 
 [解説] 
（１行め）上位のエントリーが優先して動作します。 
①送信イーパーセル ID：recipient@aaaaa.co.jp 
②件名（左記を含む）：発注 
③移動先フォルダ：自動受信用フォルダ\注文書 A 
※①②は自動受信条件の設定です。（省略可） 
  このケースでは、データ受信時に①②両方の条件に

合致した受信アイテムのみ自動受信が動作し、③
（C:\自動受信用フォルダ\注文書 A）へデータが移動
します。 

（２行め） 
①送信元イーパーセル ID：条件設定なし 
②件名：条件設定なし 
③移動先フォルダ：自動受信用フォルダ\Others 
※①②の自動受信条件の設定を省略します。 
  このケースでは、上位エントリー（１行め）に合致しな

かったすべての受信アイテムに対し自動受信が動作
し、③へデータが移動されます。 

※ワンポイントアドバイス：e-Parcel VCN-AX にて、お客
様の業務システムを自動化するために、自動受信エ
ントリーの最終行へ、このような「すべての受信アイテ
ムに対し自動受信が動作」するエントリーを追加する
ことをお薦めします。 



e-Parcel VCN-AX 3.0 Management Console & Configuration Manual                        EP-PM-MN-0315 

Copyright© e-Parcel Corporation  All rights reserved. 28

自動受信 情報設定(ReceiveAuto.csv) エントリーフォーマット 
 

（カンマ「,」区切りテキスト(CSV)ファイル形式/UTF-8） 

  

          ①            ②       ③             ④            ⑤         ⑥ 

“送信イーパーセル ID”,“件名”,“移動先フォルダ”,“起動ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ”,“通知 E-mail” ,“上書き設定” 

（自動受信条件）                                       （許可/不許可） 

 

①自動化が動作する条件設定：送信者のイーパーセル ID 注１) 

(省略可-ただしカンマ「,」区切りは必要。)  

②自動化が動作する条件設定：件名に含まれるキーワード注１) 

(省略可-ただしカンマ「,」区切りは必要。)  

③受信した添付ファイル/フォルダを移動する先のフォルダ名（必須）注２) 注５) 

オプション：④⑤⑥は、必要な場合のみ設定入力してください。 

（※省略可-ただし、カンマ「,」区切りは必要。） 

④アイテム受信時に起動するアプリケーション注３) 

⑤受信通知メールを送信する際の宛先メールアドレス（E-mail 通知する場合にのみ使用）注４) 

⑥このエントリーに限りデータ移動時の上書き許可(1)/不許可(0)注５) 

（設定時は、オプション設定より優先し動作する。省略時は、オプション設定に従う。） 
※参照：P12 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 移動時ファイル上書き 

 

 

自動受信エントリーの設定例 
 

[例: すべての受信アイテムを指定場所に移動する設定] 
,,"Common Folder",,, 

[例: 特定の送信者からのアイテムを指定場所に移動する設定] 
"sender@e-parcel.co.jp",,"受信フォルダ from S",,, 

[例: 件名に特定のキーワードが含まれる場合にアイテムを指定場所に移動する設定] 
,"SERIAL NUMBER:","Folder_SN",,, 

[例: 特定の送信者かつ件名キーワードに対しアイテムを指定場所に移動する設定] 
"sender@e-parcel.co.jp","SERIAL NUMBER:","Work",,, 

[例: 特定の送信者からのアイテムに対しバッチファイルを起動する設定] 
"sender@e-parcel.co.jp",,"Work","process.bat %FILENAME %SENDER",, 

[例: 受信メール通知を行う場合の設定] 
,,"Common Folder",,"address1@mail.co.jp", 

[例: 複数（３つ）の自動受信エントリーを設定] ※上から順に評価され、一致した時点で動作します。 
, "発注書","Folder_Order ","process.bat %FILENAME %SENDER",,"senderC@e-parcel.co.jp", 
"設計","Folder_C 設計 ",,"design_dpt@mail.co.jp", ,,"Common Folder",,, 

 [例: すべての受信アイテムを指定場所に移動しオプション設定に関わらず上書き許可する設定] 
※オプション設定-上書きが”No”の場合でも、エントリーの設定値が優先され、上書きします。 

,,"Common Folder",,,1
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自動受信エントリー設定時の注意点 
 

・先頭に「#」のある行はコメントとして無視されます。 

 

・複数のエントリーがある場合は上から順に評価されます。一致した時点で動作し以降のエントリーは無

視されます。（エントリー数の上限は、お客様のご契約内容によりライセンスが異なります。） 

 

・自動受信エントリー（ReceiveAuto.csv/UTF-8）の記述を変更した際は、サービスの再起動が必要で

す。 

 

注１）自動化が動作する条件設定 

①「送信者イーパーセル ID」/②「件名に含まれるキーワード」： 

・ 送信者のイーパーセル ID は「完全一致」、件名はキーワードが「含まれている」の場合に自動

化が動作します。 

 

・イーパーセルID、件名キーワードの両方が指定された場合は、両方が成立した時 （“イーパーセ

ルID” AND “件名キーワード”）に動作します。両方とも空欄の場合は、すべての受信アイテムに

対し動作します。 

 

・件名キーワードは、全半角・大小文字を区別して動作します。 

 

注２）③受信した添付ファイル/フォルダを移動する先のフォルダ名：  

・自動受信フォルダを作成する場所は、システム設定「オプション設定」で設定した[自動受信配置]

からの相対パス、または絶対パスを指定します。 

自動受信フォルダは、デフォルトでは C:\ 直下に設定しています。別の場所に設定したい場合

は、システム設定「オプション設定」の[自動受信配置]を変更してください。ネットワーク上のフォ

ルダの指定も可能ですが、ネットワークドライブの割り当ては使用せず、[自動受信配置]に UNC

にて記述してください。 

※参照：P18 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 自動受信配置 

 

・「移動時ファイル上書き」設定については、注５）を参照ください。 
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注３）④アイテム受信時に起動するアプリケーション：  

・外部アプリケーションは以下の場所に配置するか、または絶対パスで指定してください。 

 - システム設定「オプション設定」画面の[自動受信配置]で指定されたディレクトリ（vcnax.ini で指

定された ReceiveAutoLocation） 

 - 環境変数 PATH で指定されたディレクトリ 
 

※自動受信は外部アプリケーションプロセスの起動確認までを行い、プロセスの終了を待ちません。 

 

・外部アプリケーションの指定時に以下６つのコマンドラインパラメータを使用できます。 

%FILENAME 添付ファイル名/フォルダ名（添付が１つの場合）、または添付ファイルが保存され

ている親フォルダ（添付が複数の場合）に置き換えられます。（フルパス） 

※データは実際に自動受信が動作すると、お客様の設定した自動受信フォルダへ移動
されます。ここでは、この自動受信フォルダのフルパスに置き換えられます。 
 
[例： 自動受信フォルダ名が “C:\abcdata フォルダ” の場合] 
 添付が１つの場合： "C:\ abcdata フォルダ\File_A.txt" 
添付が複数の場合： "C:\ abcdata フォルダ" 

 

%SENDER 送信者の ID に置き換えられます。 

%SUBJECT 件名に置き換えられます。 

%PARCELID アイテム ID に置き換えられます。 

%CREATED 作成日時に置き換えられます。 

%INTERNALID Internal ID に置き換えられます。 

※「Internal ID」は、VCN-AXの動作するローカルマシン上で１受信毎に与えられる
一意の整数で、受信トレイの一行に対応します。例えば、コマンドラインツール
（axclient.exe）の引数として与え、該当する一つの受信アイテムの履歴情報（ステ
ータスなど）取得に活用できます。参照： 『e-Parcel VCN-AX3.0コマンドライン仕
様書』 

 

注４）⑤受信通知メール宛先 E-mail アドレス：  

・e-Parcel VCN-AX で受信したものと同じ件名、メッセージを、電子メールで通知したい場合、自動

受信エントリーへ宛先 E-mail アドレスを設定してください。アドレスが複数ある場合は、カンマ「,」

区切りで入力し、全体を「“”」（ダブルクォーテーション）で囲んでください。通知メール先E-mail ア

ドレスは、省略可ですがカンマは必要です。 

 

・システム設定「オプション設定」画面の SMTP サーバ設定セクションにてサーバホスト名, ポート

番号, （認証が必要な場合ユーザ ID, パスワード)の設定も必要です。受信通知メールでは、送

信者名には“e-Parcel 受信通知”、送信者アドレスには“送信者イーパーセル ID”が自動的にセ

ットされ E-mail が送信されます。 

※参照：P19 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - SMTP サーバ設定セクション 

 

・受信通知メールでは、受信されたファイル/フォルダは添付されません。また、E-mail は暗号化さ

れません。 
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注５）移動時の上書き設定：⑥ 

・すべてのエントリーへ共通の上書き設定→オプション設定（P12） 

オプション設定「移動時ファイル上書き」が「Yes（デフォルト）」では、移動先のファイル・フォルダ

は削除せず、同一名のファイル（相対パスも同じもの）があれば、上書きされます。エラーとした

い場合はシステム設定「オプション設定」画面で、「移動時ファイル上書き」を「No」に設定してくだ

さい。移動先に一つでも同一名のファイル（相対パスも同じもの）があれば、エラーとなり全ての

ファイル・フォルダは移動されません。（ステータスは「配送済み」となります。管理コンソール「受

信トレイ」画面よりファイル・フォルダは手動で移動が可能です。（P40 図）） 

※参照：P12 ２．システム設定- 2-1.オプション設定 - 移動時ファイル上書き 
 

・エントリー毎に上書きを個別設定（優先）→自動受信エントリー⑥上書き設定 

エントリー毎に、ファイル移動時の上書き許可／不許可を個別設定できます。 

「0」：上書きしない 

「1」：上書きする 
 

設定した場合は、オプション設定に関わらず、自動受信エントリーの設定値が優先されます。 

未設定の場合は、オプション設定で指定された値に従います。 

※自動受信エントリーの上書き個別設定は、ファイル・フォルダの自動受信時の移動に際してのみ影
響する設定となります。「配送済み」アイテムを手動で移動させる場合には影響しません。例えば、
自動受信エントリー「上書きしない(0)」設定で、自動受信時に移動されなかった「配送済み」の添付
ファイル・フォルダを、後で管理コンソール画面より手動で移動させる場合には影響されず、オプシ
ョン設定の上書き設定に従います。 

システム設定完了後の注意点 

システム設定-オプション設定・ホットフォルダエントリー(FolderConfig.csv)・自動受信エントリー

（ReceiveAuto.csv）それぞれの設定/変更が完了した後は、各画面で「変更を適用」 ボタンをクリックし変

更内容を保存します。その後、必ずサービスの再起動を行ってください。サービス再起動後に、すべての

変更内容が反映されます。 

※参照：P33 ３．VCN-AXサービス開始 ‒ 3-1.サービス再起動 

 

重要： VCN-AX3.0 サービスは、デフォルトでローカル PC の「SYSTEM」アカウントで

動作しています。このため、ホットフォルダとしてネットワークファイルサーバ上の共有

フォルダ等を使用する場合、ドメインユーザやファイルサーバのローカルユーザのみ

アクセス可能な設定となっているとアクセス権が足りず正しく機能しません。 

その場合は、VCN-AX3.0 サービスのログオンアカウントを適切なアクセス権限を有す

るユーザアカウントに変更してください。具体的な手順は、Windows「スタート」メニュー

＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ（パフォーマンスとメンテナンス）＞管

理ツール＞「サービス」画面を起動してください。Windows「サービス」画面より

「e-Parcel VCN-AX 3.0」右クリックメニュー＞プロパティ＞「ログオン」タブを表示させ、

ログオンユーザアカウントを“ローカル システム アカウント”から適切なユーザアカウ

ントに変更し、VCN-AX3.0 サービスを再起動してください。 

なお、ログオンアカウントを変更した場合、以下のフォルダに対しログオンユーザが

「変更」権限を有していることを必ず確認してください。 

・ホットフォルダおよび自動受信フォルダ 

・インストールディレクトリ（デフォルト：C:\Program Files\e-Parcel） 

・データベースフォルダ/データ保存場所（デフォルト：C:\e-Parcel） 
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2-4.  システムログ 
 

e-Parcel VCN-AXでは、Windowsサービスの起動・停止・再起動・システムエラー発生時のほか、実際に

ホットフォルダ・自動受信情報設定に基づいてアイテムの送受信を行った場合などに、ログメッセージを

出力します。オプション設定のログレベルに応じて vcnax.log へ出力されたログを『VCN-AX 管理コンソー

ル』画面より確認することができます。 

※参照：P11 ２．システム設定 ‒ 2-1. オプション設定 ‒ ログレベル 

システム設定を変更した後のサービス再起動時など、エラーLog が出力されていないか必ず確認作業を

行ってください。 

 

システムログの確認方法 
 

『VCN-AX 管理コンソール』へアクセスし「システム設定」メニュー下段のサブメニュー「システムログ」を

選択してください。「システムログ」画面に出力されたシステムログファイル『vcnax.log』が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ただし、サービスの再起動に失敗した際など、サービスの停止時に「管理コンソール」画面を起動すること
はできません。その際、システムログを確認する場合は、インストールディレクトリへ保存されているシステ
ムログファイルを直接開いてご確認ください。 
 

 [vcnax.log]  

実際のログは、インストールディレクトリの『vcnax.log』ファイルへ出力されています。 

※ログファイルの出力先（デフォルト）：C:\Program Files\e-Parcel\VCN-AX 3.0 

※ログファイルのアーカイブ先（デフォルト）：C:\Program Files\e-Parcel\VCN-AX 3.0\logs 

システムログ 
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3. VCN-AX サービス開始 

3-1.  サービス再起動 
 

e-Parcel VCN-AX では、システム設定（①オプション設定  ②ホットフォルダ送信情報[FolderConfig.csv] 

③自動受信情報[ReceiveAuto.csv]）の変更を行った場合、各設定画面で変更適用ボタンをクリックし変

更内容を保存した後、必ずVCN-AXサービスを再起動してください。サービス再起動後に変更内容が反

映されます。サービス再起動方法については、下記いずれかの方法で行ってください。 

 

Warning: データの送受信中は、e-Parcel VCN-AX3.0 サービスの再起動は避けて

ください。データを送受信されている場合は、送受信完了後にサービスの再起動をお

願いいたします。 

 

e-Parcel VCN-AX3.0 サービス再起動方法 

タスクバーから再起動 
Windows タスクバーのイーパーセルアイコン 

を右クリックし、表示されたメニューより 

「VCN-AXサービス (V) 」＞再起動 

を選択してください。 

※Windows Vista, 2008, 7 のOSをご利用のユーザの方で 
「VCN-AXサービス」の各メニューがグレーアウト表示 
され操作できない場合があります。その場合は、下記 
＜方法２：Windowsサービスから再起動＞の手順にて 
サービスの再起動を行ってください。 

 

Windows サービスから再起動 
１．Windows「スタート」メニュー＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ（パフォーマンスとメンテナ

ンス）＞管理ツール＞サービスへアクセスしてください。 

２．「サービス」画面のリストより「e-Parcel VCN-AX 3.0」を選択した後、サービスの再起動をクリックしてく

ださい。 

※サービスを停止していた場合は、「サービスの開始」をクリックしてください。 

 

方法１ 
タスクバーアイコン 
を右クリック！ 
メニュー表示されます。 

方法２ 
サービスの再起動 

e-Parcel VCN-AX 3.0

３ 
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3-2.  データ自動送受信の動作解説 

 
e-Parcel VCN-AX3.0 のサービス再起動後に、実際に設定したホットフォルダ・自動受信エントリーが正

常に動作しているか確認しましょう。 

 

ホットフォルダの動作解説 

e-Parcel VCN-AXでは、ホットフォルダ１つに対し１行のエントリー（ホットフォルダ送信情報）が対応します。

ここでは例として、下記ひとつのエントリー（ホットフォルダ送信情報）を設定し、そのデータ送信動作（自動

送信）について解説します。 

注）エントリー数の上限は、お客様のご契約内容により異なります。（ライセンス数が上限） 

 

 

ホットフォルダの場所 

例：システム設定「オプション設定」の[ホットフォルダ配置]がデフォルト（C:）の場合 

ここに１つホットフォルダを作成する。 

C:\送信用フォルダ_発注書\取引先A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホットフォルダエントリー 

例：１エントリーを設定する。 

"送信用フォルダ_発注書\取引先A","recipient@aaaaa.co.jp","発注データ","よろしくお願いします。",,, 

 

 

ホットフォルダの動作 

１．管理コンソールを起動し、システム設定「ホットフォルダ」画面に、上記のエントリー（ホットフォルダ送

信情報）１行を入力します。（FolderConfig.csv） 

※参照：P20-25 ２．システム設定 ‒ 2-2.ホットフォルダの設定 

 

２．「変更を適用」 ボタンをクリックし、VCN-AX3.0サービスを再起動します。 

※参照：P33 ３．VCN-AXサービス開始 ‒ 3-1.サービス再起動 

このフォルダをホットフォルダ
として設定します。 
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３．「ホットフォルダ」として設定したC: ドライブにある “送信用フォルダ_発注書\取引先A” フォルダへ 

送信したいファイルAとフォルダBを移動（コピー）します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．移動（コピー）されたファイルAとフォルダBは、 “発注データ”という件名 “よろしくお願いいたしま

す。”というメッセージに添付され送信先イーパーセルID “recipient@aaaaa.co.jp”宛へe-Parcelサー

ビスによって送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信の際、ファイルAとフォルダBは、「ホットフォルダ」として設定した“送信用フォルダ_発注書\取引

先A”フォルダから一旦、自動的に作成される一時フォルダへ移動されますが、送信実行後アップロ

ードが完了した後に一時フォルダからは削除されます。 

注）一時フォルダは、システム設定「オプション設定」の[ホットフォルダ配置]がデフォルト（ホットフォルダ
配置=C:）の場合、「C:\e-Parcel\VCN-AX\temp」フォルダとなります。このフォルダは、e-Parcel 
VCN-AX3.0がシステム管理していますので、手動で操作しないようにご注意ください。 

 

ホットフォルダ動作の補足説明 

・複数のホットフォルダを設定している場合、各フォルダを一定間隔で巡回して送信が行われます。 

 

・再送信機能が有効の場合（デフォルト）、アップロード完了後、送信データは削除されずに「データ保存

場所」へ保存されますので、ディスクの空き容量にご注意ください。 

※参照：P16 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - データ保存場所 
 
※「再送信」機能を有効にするためには、『ＶＣＮ-ＡＸ管理コンソール』システム設定のオプション設定

にて、「再送信を使用する（Yes）」が選択されている必要があります。 
（「再送信を使用」デフォルト：Yes / 「再送信期限」デフォルト：２週間）  
参照：P12-13 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 再送信を使用・再送信期限 

 
※履歴保存上限数を超え「送信トレイ」から削除されたアイテムの再送信はできません。 
参照：P14 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 最大履歴保存 

送信したいデータをホット
フォルダへ移動（コピー）
します。 

自動的に送信が開始し、
データはホットフォルダ
からなくなります。 
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自動受信の動作解説 

e-Parcel VCN-AXでは、複数の自動受信エントリーがある場合は上から順に設定した条件が評価されます。

一致した時点で動作し以降のエントリーは無視されます。ここでは例として、下記２つの自動受信情報（エン

トリー）を設定し、そのデータ受信動作（自動受信）について解説します。 

注）エントリー数の上限は、お客様のご契約内容により異なります。（ライセンス数が上限） 

 

 

自動受信フォルダの場所 

例：システム設定「オプション設定」の[自動受信配置]がデフォルト（C:）の場合 

ここに２つ自動受信フォルダを作成する。 

C:\自動受信用フォルダ\注文書A 

C:\自動受信用フォルダ\Others 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動受信エントリー 

例：２エントリーを設定する。 

"recipient@aaaaa.co.jp","発注","自動受信用フォルダ\注文書A",,, 

,,"自動受信用フォルダ\Others",,, 

 

 

自動受信の動作 

１．システム設定「自動受信」画面で、上記の２エントリー（自動受信情報）の設定を行います。

（ReceiveAuto.csv） 

※参照：P26-31 ２．システム設定 ‒ 2-3.自動受信の設定 

 

２．「変更を適用」 ボタンをクリックし、VCN-AX3.0サービスを再起動します。 

※参照：P33 ３．VCN-AXサービス開始 ‒ 3-1.サービス再起動 
 

３．データ受信時、設定した２つのエントリーのうち１行目から順に評価されます。一致した時点で動作し

以降のエントリーは無視されます。 

 

これらの２フォルダを
自動受信フォルダとし
て設定します。 
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４．例えば、送信者イーパーセルIDが“recipient@aaaaa.co.jp”かつ 件名に“発注”が含まれるアイテムを

受信した場合、受信時に自動受信機能が動作し、添付されたファイル/フォルダが移動先フォルダとし

て指定したC: ドライブにある “自動受信用フォルダ\注文書A”へ移動されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．この時、受信した添付ファイルと同名ファイルが移動先にある場合、デフォルトでは上書きされます。

受信した添付フォルダと同名フォルダが移動先にある場合、同名フォルダ内の同名ファイルは上書き

されます。同名フォルダ内に同名ファイルが存在しない場合は、同名フォルダ内へそのままファイルが

移動されます。 

 

６．もし、１行目の自動受信エントリーの条件に合致しないアイテムを受信した場合は、２行目の自動受

信エントリーに合致しすべてのデータが、C: ドライブにある“自動受信用フォルダ\Others”へ移動され

ます。 

 

自動受信エントリー設定時のワンポイントアドバイス 
自動受信エントリーを設定する場合、最終行へ“すべての受信アイテムが移動する”という条件の自動

受信エントリーを加えていただくことをお勧めいたします。 

（例：,,"自動受信用フォルダ\Others",,,）  

 

上記例では、２つの自動受信条件の設定を両方とも省略しています（カンマ「,」のみ入力）。この場合、仮

に上位のエントリー条件に合致しないアイテムを受信したとしても、その添付ファイル/フォルダをこのエ

ントリーに指定したフォルダ（C:\自動受信用フォルダ\Others）へすべて移動させることができます。 

 

e-Parcel VCN-AXでは、製品本来の目的でもありますが、お客様の業務システムの自動化を図るため、

データ送受信の自動化だけでなく、定期的に送受信履歴を自動的にクリーンアップする機能を搭載して

います。（送受信トレイ履歴保存数の上限は、デフォルトで10,000件） 

※参照P14 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 最大履歴保存 
 

例えば、この機能を使用し運用する場合、受信後にまだ移動していない添付ファイル/フォルダがあった

場合、履歴のクリーンアップ時に添付ファイル/フォルダも併せて削除されます。上記自動受信エントリー

を設定しておくことにより、まだ移動していない（「配送済み」「開封済み」）アイテムの添付ファイル/フォ

ルダが削除されるのを防止することができます。 

[例]ホットフォルダの動
作説明のケース（P34）か
ら送信されたデータは、
１行めの自動受信エント
リーで設定した条件に合
致するため、添付データ
が自動的に「注文書 A」
フォルダへ移動される。 
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4. 受信トレイ 

e-Parcel VCN-AX にてデータを受信した場合、『VCN-AX 管理コンソール』の「受信トレイ」画面では、受

信したアイテムの履歴一覧照会および各受信アイテム詳細情報を表示させることができます。受信アイ

テム履歴一覧については、詳細情報をCSV出力することも可能です。さらに、ここでは、受信が完了して

いないアイテムに対して、ダウンロードの優先順位を変更および受信を中止する操作ができます。 

「受信トレイ」画面を表示すると下段に２つのサブメニュー「再表示」「CSV 出力」が表示されます。 

 

受信トレイの表示 

『VCN-AX 管理コンソール』画面より「受信トレイ」をクリックしてください。デフォルトで今日の受信アイテ

ム一覧が表示されます。 

 

・ 「表示期間」：受信アイテム履歴の表示期間は、プルダウンメニューより変更できます。表示期間を

選択後、[適用]ボタンをクリックし変更を反映させてください。 

・ 「ソート」：履歴一覧はソートできます。送信者～作成日時（５種）のタイトルバーをクリックして履歴の

表示順を変更してください。 
・ “ステータス”欄の各ステータス（青文字）をクリックすると、「アイテム詳細情報」画面が開きます。 
（参照：P40） 

・ “削除”欄の「×」をクリックすると、受信履歴が削除されます。 

・ “優先”欄の「△」をクリックすると、受信が優先されます。※“受信済み”以前のみ可（参照：P41） 

・ “中止”欄の「×」をクリックすると、受信が中止されます。※“受信済み”以前のみ可（参照：P40） 

 

再表示 

クリックすると、e-Parcel サーバへポーリングされ、最新の情報に更新されます。 

※「再表示」ボタンを続けてクリックする場合は、１０秒以上間隔を空けてからクリックしてください。 

 

  

受信アイテム詳細情報へ 
ステータス（青文字）をクリック！ 

×履歴削除 

△受信優先順位変更 

表示期間変更 

履歴ソートキー（５種） 
タイトルバーをクリック！

×受信中止 

４ 
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CSV 出力 
クリックすると、受信アイテム履歴一覧の詳細情報を CSV 形式で出力できます。 

※ステータスはコードで出力されます。参照：P47 ステータスコード一覧表 

 

[CSV 出力ファイル/ ListParcel.csv] 

 

 

CSV 出力の結果は以下のフォーマットで出力されます。ファイルとして必要な場合は、適当な場所へ保

存してください。 

 

[例：標準出力 CSV データ] 

"2012/11/02 09:32:23","発注データ","test-epid3@e-parcel.co.jp","","ファイル A.txt,フォルダ B¥", 
"210","14","e1234f5a-06cb-0789-a12e-123cf12345d6","6","0","0","0","" 
※実際はすべての項目（下記①～⑬）が一行で出力されます。 
※すべての項目はダブルクォーテーションで括られて出力されます。 

 

[標準出力 CSV フォーマット/UTF-8] 

①作成信日時： yyyy/mm/dd hh:mm:ss（ローカル時間） 

②件名 

③送信者イーパーセル ID 

④受信者イーパーセル ID：「“”」 

※受信アイテムの場合は空欄で出力されます。 

⑤ファイル名（添付ファイル/フォルダ名を最大半角 60 文字まで出力） 

⑥ステータス（各アイテムの配送状況をコードで出力） 

※参照：各アイテムの配送状況は P47 ステータスコード一覧表をご覧ください。 

⑦ファイルサイズ（送信されたアイテムの容量(B)） 

⑧パーセル ID（個々のアイテムに割り振られた固有の記号） 

⑨Internal ID（VCN-AX3.0 の動作するローカルマシン上で１受信毎に与えられる一意の整数で、受信トレ

イの一行に対応します。） 

例えば、API をご利用の場合に、コマンドライン(axclient.exe)の引数として与え、該当する特定の受信アイテ
ムについて履歴情報取得・優先受信・添付データの移動等に活用できます。詳しくは、『e-Parcel 
VCN-AX3.0 コマンドライン仕様書』を参照ください。 

⑩送受信種別（0:受信 1:送信） 

⑪優先種別（0:適用外のステータス 1:通常 2:優先） 

⑫【受信時】受信中止種別（0:受信中止不可 1:受信中止可） 

⑬オプションキー 

※詳しくは、『e-Parcel VCN-AX3.0 コマンドライン仕様書』を参照ください。 
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受信アイテム詳細情報の表示 

『VCN-AX 管理コンソール』の「受信トレイ」画面で、該当受信アイテム一覧の[ステータス（青文字）]表示

部分をクリックすると、「受信アイテム詳細情報」が表示されます。この画面では、受信中止操作やエラー

発生時の詳細情報表示のほか、添付データが移動されていない配送済みアイテムについて、その添付

データを手動で別の場所へ移動させることができます。 

「受信アイテム詳細情報」画面を表示するとメニュー下段に３つのサブメニュー「再表示」「受信中止」「エ

ラー詳細」が表示されます。 

 

受信中止 
未受信（ステータスが“受信済み”（120）以前の状態）のアイテムについて、受信（ダウンロード）を中止す

ることができます。しばらくして、処理が完了すると、ステータスが“受信中止” (ｽﾃｰﾀｽｺｰﾄﾞ：420)に更新

されます。 
 
＜操作方法１＞「受信アイテム詳細情報」画面で、サブメニュー「受信中止」ボタンをクリックすると、受信

が中止されます。※参照：下図 
 
＜操作方法２＞「受信トレイ」画面の履歴一覧の“中止” 欄「×」をクリックすると、受信が中止されます。

※参照：P38 図 

 

エラー詳細 
受信時にエラーが発生した場合、このボタンがアクティブになります。クリックすると、エラーの内容が表

示されます。 

 
「受信中止」ボタンは“受
信済み”以前のアイテム
の場合アクティブになり
ます。 

「エラー詳細」ボタンは
“配送エラー”発生時に
アクティブになります。 

「配送済み」アイテムの添付データの手動移動方法 

自動受信エントリーの未設定等により添付データが

移動されていない「配送済み」アイテムについて 

その添付ファイル/フォルダを手動で移動させる 

ことができます。その場合、画面下に表示される 

[移動先フォルダ]欄へ保存場所（フルパス）を入力し

[添付の移動]ボタンをクリックしてください。 

添付データが移動され、ステータス表示は 

“移動済み”に更新されます。 
 

リモート PC から接続している場合のご注意 
移動先フォルダは e-Parcel VCN-AX3.0 の動作
しているホスト上のフォルダになります。 

「配送済み」アイテムの添付データ手動移動方法 
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ダウンロード優先順位の変更 

『VCN-AX 管理コンソール』の「受信トレイ」画面で、未受信（ステータスが“受信済み”以前の状態）のア

イテムは、“優先” 欄へ「△」が表示されています。通常は受信が開始された順番で、データがダウンロ

ードされますが、複数の未受信アイテムが存在する場合、ダウンロードの優先順位を変更することがで

きます。 

 

例えば、大容量のファイル受信中に、緊急のファイルを割り込んでダウンロードさせることが可能となりま

す。 

 

ダウンロードの優先順位を付与したい場合 
該当アイテムの“優先” 欄「△」をクリックすると「●」に変わり、該当アイテムが優先してダウンロードさ

れます。 

 
[例] ①受信が開始した順番で３つのアイテムが受信（ダウンロード）されています。 

この時、３番めのアイテムを先に受信したい場合、△をクリックしてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②クリックしたアイテムは●に変り、優先して受信（ダウンロード）が開始します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数のアイテムにダウンロードの優先順位を付与したい場合 
該当アイテムの優先順位の高い順に“優先” 欄「△」をクリックしてください。「●」に変わり、クリックされ

た順番に優先してダウンロードされます。 

 

ダウンロードの優先を解除したい場合 
該当アイテムの“優先” 欄「●」をクリックしてください。「△」に戻り、ダウンロード優先が解除されます。 

１番めに受信開始！ 

3 番め

2 番め

３番めに受信 
クリック！ 

2 番め

1 番め
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5. 送信トレイ 

e-Parcel VCN-AX にてホットフォルダからデータを送信した場合、『VCN-AX 管理コンソール』の「送信ト

レイ」画面では、送信したアイテムの履歴一覧照会および各送信アイテム詳細情報・トラッキングを表示

させることができます。送信アイテム履歴一覧については、詳細情報を CSV 出力することも可能です。さ

らに、ここでは、送信が完了していないアイテムに対して、アップロードの優先順位を変更する操作や、

一度送信したアイテムの再送および配送キャンセル操作をすることができます。 

また、「送信トレイ」メニュー下段に２つのサブメニュー「再表示」「CSV 出力」が表示されます。 

 

送信トレイの表示 

『VCN-AX 管理コンソール』より「送信トレイ」をクリックしてください。デフォルトで今日の送信アイテム一

覧が表示されます。 

 

・ 「表示期間」：送信アイテム履歴の表示期間は、プルダウンメニューより変更できます。表示期間を

選択し、[適用]ボタンをクリックし変更を反映させてください。 

・ 「ソート」：履歴一覧はソートできます。件名～作成日時（４種）のタイトルバーをクリックして履歴の表

示順を変更してください。 

・ “ステータス”欄の各ステータス（青文字）をクリックすると、「アイテム詳細情報」画面が開きます。 

（参照：P44） 

・ “削除”欄の「×」をクリックすると、送信履歴が削除されます。 

・ “優先”欄の「△」をクリックすると、送信が優先されます。※“送信済み”以前のみ可（参照：P46） 

・ “再送”欄の「◎」をクリックすると、再送信されます。（参照：P45） 

 

再表示 

クリックすると、e-Parcel サーバへポーリングされ、最新の情報に更新されます。 

※「再表示」ボタンを続けてクリックする場合は、１０秒以上間隔を空けてからクリックしてください。 

 

×履歴削除 

△送信優先順位変更 

◎再送信 

表示期間変更 

履歴ソートキー（４種） 
タイトルバーをクリック！ 

送信アイテム詳細情報へ 
ステータス（青文字）をクリック！ 

５ 



e-Parcel VCN-AX 3.0 Management Console & Configuration Manual                        EP-PM-MN-0315 

Copyright© e-Parcel Corporation  All rights reserved. 43

CSV 出力 
クリックすると、送信アイテム履歴一覧の詳細情報を CSV 形式で出力できます。 

※ステータスはコードで出力されます。参照：P47 ステータスコード一覧表 

 

[CSV 出力ファイル/ ListParcel.csv] 

 

 

CSV 出力の結果は以下のフォーマットで出力されます。ファイルとして必要な場合は、適当な場所へ保

存してください。 

 

[例：標準出力 CSV データ] 

"2012/11/02 09:22:51","設計データ送付の件", 
"test-epid2@e-parcel.co.jp","test-epid1@e-parcel.co.jp, test-epid3@e-parcel.co.jp ", 
"File_A.txt,Folder_A¥","130","1","ac012ab3-f4dc-e567-8d90-123456e7890f","1","1","0","1","" 
※実際はすべての項目（下記①～⑬）が一行で出力されます。 
※すべての項目はダブルクォーテーションで括られて出力されます。 

 

[標準出力 CSV フォーマット/UTF-8] 

①作成日時： yyyy/mm/dd hh:mm:ss（ローカル時間） 

②件名 

③送信者イーパーセル ID 

④受信者イーパーセル ID（To/Cc/Bcc の区別無く、複数ならカンマ区切りで列挙） 

⑤ファイル名（添付ファイル/フォルダ名を最大半角 60 文字まで出力） 

⑥ステータス（各アイテムの配送状況をコードで出力） 

※参照：各アイテムの配送状況は P47 ステータスコード一覧表をご覧ください。 

⑦ファイルサイズ（送信されたアイテムの容量(B)） 

⑧パーセル ID（個々のアイテムに割り振られた固有の記号） 

⑨Internal ID（VCN-AX の動作するローカルマシン上で１送受信毎に与えられる一意の整数で、送受信ト

レイの一行に対応します。） 

例えば、API をご利用の場合に、コマンドライン(axclient.exe)の引数として与え、該当する特定の送信アイテム
について履歴情報取得・再送信・優先送信・キャンセル・削除等に活用できます。詳しくは、『e-Parcel 
VCN-AX3.0 コマンドライン仕様書』を参照ください。 

⑩送受信種別（0:受信 1:送信） 

⑪優先種別（0:適用外のステータス １:通常 2:優先） 

⑫【送信時】再送信種別（0:再送信不可 1:再送信可） 

⑬オプションキー 
※詳しくは、『e-Parcel VCN-AX3.0 コマンドライン仕様書』を参照ください。 
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送信アイテム詳細情報 ＆ トラッキングの表示 

『VCN-AX 管理コンソール』の「送信トレイ」画面で、該当送信アイテムの[ステータス（青文字）]表示部分

をクリックすると「送信アイテム詳細情報」が表示されます。 

この画面では、再送信・配送キャンセル操作やエラー発生時の詳細情報表示のほか、送信アイテムの

詳しい配送状況（トラッキング）を表示することができます。 

「送信アイテム詳細情報」画面を表示するとメニュー下段に４つのサブメニュー「再表示」「再送信」「配送

キャンセル」「エラー詳細」が表示されます。 

 

トラッキング表示（配送状況） 
「送信アイテム詳細情報」画面の「受信者」欄ステータス表示（青字）部分クリックすると、詳しいトラッキン

グ（日時・ステータス）が表示されます。 

 

配送キャンセル 
送受信の実行中または送信アイテムが配送済みのステータス時（受信ユーザが開封・移動する以前の

状態）のみ「配送キャンセル」機能が操作可能となります。「送信アイテム詳細情報」画面で、サブメニュ

ー「配送キャンセル」をクリックしてください。しばらくして、送信のキャンセル処理が完了すると、ステータ

スは“キャンセル済み”(ｽﾃｰﾀｽｺｰﾄﾞ：310)に更新されます。 

 

エラー詳細 
受信時にエラーが発生した場合、このボタンがアクティブになります。クリックすると、エラーの内容が表

示されます。 

トラッキング表示 
[受信者]欄ステータス表示

（青文字）部分をクリックする

と、最新トラッキングが表示さ

れます！ここで詳しい配送状

況が確認できます。 

「配送キャンセル」ボタン
は“開封済み” “移動済
み”以前のステータスの
場合アクティブになりま
す。 

「エラー詳細」ボタンは
“配送エラー”発生時に
アクティブになります。 

「再送信」ボタンはオ
プション設定で“再
送 信 を 使 用 ” が 
“Yes（デフォルト）”
の場合アクティブに
なります。 
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再送信 
一度送信が完了したアイテムまたは配送キャンセル済みのアイテムについて、同内容（件名・メッセー

ジ・添付ファイル/フォルダ）での再送信が可能です。 

注）ただし、オプション設定で、「再送信を使用する（Yes）」が選択されていない場合は、再送信機能は使用で
きません。（デフォルト：Yes /「再送信期限」デフォルト：２週間）  
※参照：P12-13 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 再送信を利用・再送信期限 

注）履歴保存上限数を超え「送信トレイ」から削除されたアイテムの再送信はできません。 
※参照：P14 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 最大履歴保存（件） 

 

＜操作方法１＞ 

「送信アイテム詳細情報」画面で 

サブメニュー「再送信」ボタンを 

クリックすると、再送信が開始し 

ます。 

 

 

 

 

＜操作方法２＞「送信トレイ」画面の履歴一覧からも、再送信の操作が可能です。 
 

[例]  

①該当アイテムの“再送” 欄「◎」をクリックすると、再送信が開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②しばらくして「送信トレイ」画面の「再表示」をクリックし表示を更新すると、送信トレイに再送分アイ

テムが１エントリー追加されたことが確認できます。一度再送されたアイテム（再送元）の“再送” 

欄「◎」は表示されなくなります。 

再送信されたアイテム 

再送済みのアイテ
ムは◎がなくなり
ます！ 

再送したいアイテムを 
クリック！ 



e-Parcel VCN-AX 3.0 Management Console & Configuration Manual                        EP-PM-MN-0315 

Copyright© e-Parcel Corporation  All rights reserved. 46

アップロード優先順位の変更 

『VCN-AX 管理コンソール』の「送信トレイ」画面で、送信が未完了（ステータスが“受信待ち”以前の状

態）のアイテムは、“優先” 欄へ「△」が表示されています。通常は送信が開始された順番で、データが

アップロードされますが、複数の送信未完了アイテムが存在する場合、アップロードの優先順位を変更

することができます。 

 

例えば、大容量のファイル送信中に、緊急のファイルを割り込んでアップロードさせることが可能となりま

す。 

 

アップロードの優先順位を付与したい場合 
該当アイテムの“優先” 欄「△」をクリックすると「●」に変わり、該当アイテムが優先してアップロードされ

ます。 

 

[例] ①送信が開始した順番に３つのアイテムが送信（アップロード）されています。 
第３番めのアイテムを先に送信したい場合、△をクリックしてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②クリックしたアイテムは●に変り、優先して送信（アップロード）が開始します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数のアイテムにアップロードの優先順位を付与したい場合 
該当アイテムの優先順位の高い順に“優先” 欄「△」をクリックしてください。「●」に変わり、クリックされ

た順番に優先してアップロードされます。 

 

アップロードの優先を解除したい場合 
該当アイテムの“優先” 欄「●」をクリックしてください。「△」に戻り、アップロードの優先が解除されま

す。 

2 番め

3 番めに送信 
クリック！ 

1 番め

1番目に送信開始！ 

3 番め

2 番め
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ステータスコード一覧表 
※送受信トレイの履歴を CSV 出力した場合、または、コマンドライン(axclient.exe)を利用し履歴情報を取
得した場合に、ステータスはコードで表示されます。 
参照：P38 ４．受信トレイ・P42 ５．送信トレイ・『e-Parcel VCN-AX3.0 コマンドライン仕様書』 

コード 内容 送信履歴 受信履歴 

0 未定 ○ ○ 

10 待機中 ○ ○ 

20 初期化中 ○  

30 送信待ち ○  

40 送信中 ○  

50 送信済み ○  

55 承認待ち ○  

60 受信待ち ○  

90 送信中止 ○  

100 受信待ち  ○ 

110 受信中 ○ ○ 

120 受信済み ○ ○ 

125 配送確認  ○ 

130 配送済み ○ ○ 

190 要求エラー ○ ○ 

200 開封済み ○ ○ 

210 移動済み ○ ○ 

290 キャンセル要求 ○  

300 キャンセル中 ○ ○ 

310 キャンセル済み ○  

320 送信エラー ○  

400 確認中 ○ ○ 

410 配送拒否 ○  

420 受信中止 ○ ○ 

430 削除済み ○ ○ 

440 期限切れ ○  

500 配送エラー ○ ○ 

510 受信者不明 ○  

520 権限不足 ○  

送受信アイテムのステータス更新（トラッキング）のタイミング 

①手動：管理コンソールの受信トレイ・送信トレイ各画面の「再表示」ボタンをクリックした時にかかるポ
ーリング時 ※参照：P38 受信トレイ/P42 送信トレイ 

②自動：定期的に行うポーリング時 ※参照：P13 オプション設定 / ポーリング間隔(分) 
注）ただし、①②いずれの場合でも、送信日時(作成日時)から３１日を越えたアイテムに対してのトラッキ
ングは行われませんのでご注意ください。なお、未受信アイテムのデータ保存期間は、送信日時(作成
日時)から３１日間です。期限を越えるとサーバから自動削除されます。 



e-Parcel VCN-AX 3.0 Management Console & Configuration Manual                        EP-PM-MN-0315 

Copyright© e-Parcel Corporation  All rights reserved. 48

6. 認証情報 

『VCN-AX 管理コンソール』の「認証情報」画面では、お客様がインストールされた  e-Parcel 電子証明

書のプロパティおよびシステムステータスを確認することができます。また、画面下「パスワード（オプショ

ン）」「ログイン」ボタンは、お客様のイーパーセル ID をパスワードプロテクト「する」に設定した場合、

e-Parcel サーバへログインパスワードを認証させる際に使用します。 

※パスワードプロテクトはデフォルトでは「しない」に設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザ認証情報 

「認証情報」画面では、インストールされた電子証明書のユーザ認証情報を照会することができます。表

示されている内容をご確認ください。この画面では、ユーザの設定変更をすることはできませんので、イ

ーパーセル ID の変更等により、再度 e-Parcel VCN-AX ソフトウェアへ電子証明書のインストールをする

必要がある場合は、タスクバーアイコンを右クリックし表示されるメニュー「自動セットアップ」または「証明

書をインポート」から新しい電子証明書の設定を行ってください。 

※参照：「VCN-AX3.0 操作マニュアル１ インストール編」 
 P15-16 【参考】クライアント電子証明書の変更・再設定方法 

ログインパスワードの認証注１） 
*オプション機能です。 
下記のケースに該当する場合、パスワード認証が必要になり

ます。パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしま

す。(P49-50) 

・パスワードプロテクトを有効「する」に設定しているユーザ

がログインする場合 

・管理コンソールへのアクセス時に認証を必要と「する」に

設定する場合 

・上記ユーザがパスワード変更をした場合 

ユーザ認証情報 
インストールされている 

電子証明書のプロパティが 
表示されます。 

システムステータス 
「オンライン」表示ならＯＫ！ 

ネットワークに接続され 
ログインに成功しています。 
正常に e-Parcel サービスが 

ご利用いただけます。 

６ 
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システム ステータス 

「認証情報」画面の“システムステータス”にて、ログイン状況の確認ができます。 

“システムステータス”は、e-Parcel VCN-AX をご使用のお客様の PC・サーバがネットワークへ接続され、

正常に e-Parcel サーバへログインしているかを表示しています。 

 

“オンライン” 表示： ログインに成功している状態で、正常にデータを送受信いただける状態です。 
“オフライン” 表示： サービスをご利用いただけない状態です。ネットワーク接続状況をご確認後「ログ

イン」ボタンをクリックし e-Parcel サーバへのログインテストを実施ください。注１） 
 

[例：プロキシ設定に誤りがあるなどネットワークに問題がある場合] 

 

 

 

 

注１）パスワードプロテクトは、デフォルトでは無効（「しない」）に設定されています。この場合、ログイン実施
時に「認証情報」画面の“パスワード（オプション）”欄へパスワードを入力する必要はありません。 

パスワードプロテクト設定が無効（「しない」）の場合、お客様がご利用のソフトウェア e-Parcel 
VCN-AX3.0 へのパスワード設定の有無に関わらず、ログインボタンをクリックすると e-Parcel サーバへ
のログインが実施されます。（ログイン時に e-Parcel サーバへのパスワード認証は行われません。） 
 
パスワードプロテクト設定が有効（「する」）の場合、ログインテスト実施の際は、下記「ログインパスワード
の認証」（オプション）を参照のうえログインを実施ください。なお、パスワードプロテクトを有効（「する」）に
設定変更する場合は、「電子宅配便Webブラウザ」URL（https://secure.e-parcel.ne.jp/）へアクセスし「登
録情報」ページでパスワードプロテクトを有効（「する」）に設定する必要があります。設定変更後、下記
「ログインパスワード認証方法」手順でログインを実施してください。 

 

ログインパスワードの認証 

パスワード（オプション）・ログイン 
 “パスワード（オプション）”欄および ログイン ボタンは、下記①～③に該当するお客様が、ご利用のソ

フトウェア e-Parcel VCN-AX3.0 へパスワードを設定し、e-Parcel サーバへログインパスワードを認証さ

せる際に使用します。下記「ログインパスワード認証方法」手順でログインを実施してください。 
 

①パスワードプロテクトを有効（「する」）に設定した場合： 

「電子宅配便 Web ブラウザ」URL（https://secure.e-parcel.ne.jp/）へアクセスし「登録情報」ページで設

定します。イーパーセル ID 登録時、デフォルトでは「しない」に設定されています。注１）上記参照 

※参照：P56 付録１．ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ利用方法 - 2. 登録情報・パスワードの変更 
 

②オプション設定「管理コンソール保護」を認証が必要に設定する場合： 

管理コンソール保護を必要（「システム設定を保護」「全ページを保護」）と設定変更する際は、事前に

上記「登録情報」ページで e-Parcel サーバログイン時の「パスワードプロテクト」を有効（「する」）に設定

し、下記方法でログインパスワード認証をしておく必要があります。 

※参照：P13 ２．システム設定 ‒ 2-1.オプション設定 - 管理コンソール保護 

 

③ ①②のユーザが上記「登録情報」ページで、新パスワードを設定変更した場合： 
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ログインパスワード認証方法 
上記①～③に該当するお客様が、ご利用のソフトウェア e-Parcel VCN-AX3.0 へパスワードを保存し、

e-Parcel サーバへのログイン時にパスワード認証させる場合、１～３手順に従い操作を行ってください。 

 

１．管理コンソールへアクセスし、「認証情報」画面の[パスワード（オプション）]欄へパスワードを入力

してください。 

 

 

 

 

 

２．パスワード入力後、[ログイン]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

３．[システムステータス]欄の表示を確認してください。 

ログインに成功した場合…“オンライン”と表示されます。 
ログインに失敗した場合…“サーバログイン失敗” ・ “オフライン” ・ “プロキシ認証失敗”など

が表示されます。 
 

【ログインに失敗し“サーバログイン失敗”になるケース例】 

 「パスワードが誤っている可能性があります。」： 
もう一度、ログインパスワードを確認後、再入力し 
ログインボタンをクリックしてください。 
※システム設定「オプション設定」のログレベルが 
「詳細ログ」以上の場合、エラーログが出力されます。システムログをご確認ください。 

※参照：P67 付録２．パスワードお忘れの方 
 

【ログインに失敗し“オフライン”になるケース例】 

 「ネットワークに問題がある可能性があります。」： 
インターネットへ正常に接続されているかなどお客様の 
ネットワーク接続状況をご確認ください。 
プロキシサーバの手動設定をされたお客様は、 
御社ネットワーク管理者へプロキシホスト名・ポート番号を 
確認し、システム設定「オプション設定」を再度正しく行ってください。 

※参照：P14 ２．システム設定 - 2-1.オプション設定 ‒ プロキシ設定 

 

【ログインに失敗し“プロキシ認証失敗”になるケース例】 

 「プロキシ認証情報に誤りがある可能性があります。」： 
お客様のプロキシサーバが認証を必要とする場合は、 
プロキシ認証情報が正しく設定されているかをご確認 
ください。プロキシサーバの手動設定をされたお客様は、 
御社ネットワーク管理者へプロキシ ユーザ名・パスワード 
を確認し、システム設定「オプション設定」を再度正しく行ってください。 

※参照：P14 ２．システム設定 - 2-1.オプション設定 ‒ プロキシ設定 

ログインパスワードの認証 注１）上記参照 
*オプション機能です。 

上記①～③に該当するお客様は、パスワード認証
が必要になります。パスワードを入力してください。 
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7. 送信ダイアログ 

e-Parcel VCN-AX3.0 手動送信プログラム 

e-Parcel VCN-AX3.0 では、ホットフォルダ機能によりファイル・フォルダを自動送信するプログラムの他

に、e-Parcel VCN-AX3.0 と組み合わせてファイル・フォルダを手動で e-Parcel 送信するプログラムを搭

載しております。GUI を持つ「送信ダイアログ」を起動し、Ｅメールのように簡単に手動でデータを安全・確

実に送信することが可能です。例えば、ホットフォルダエントリーを設定していないイレギュラーな送信デ

ータが発生した時などに便利な機能です。 

 

送信ダイアログ起動方法 

注）送信ダイアログの起動には VCN-AX3.0 サービスが開始されている必要があります。 

※参照：P33 ３．VCN-AX サービス開始 ‒ 3-1.サービス再起動 
 

タスクバーから起動 
※Windows7 をご利用の方で、タスクバーにアイコンが表示されない場合、Windows コントロールパネルより
「タスクバーのアイコンのカスタマイズ」を行ってください。設定画面のアイコン一覧より“VCN-AX 
Manager[VCN-AX 3.0]”を選択し「アイコンと通知を表示」に設定してください。設定変更後、タスクバーに図
のアイコンが表示されるようになります。 
 

Windows タスクバーのイーパーセルアイコンを 

右クリックし表示されたメニューより 

「送信ダイアログを開く(S)」を 

選択してください。 

 
 
 
 

Windows スタートメニューから起動 
Windows「スタート」メニュー＞ 

すべてのプログラム＞ 

e-Parcel＞VCN-AX 3.0＞ 

送信ダイアログ 

を選択してください。 

 

７ 

方法１※ 

タスクバーアイコンを 

右クリック！ 

メニューが表示されるので

「送信ダイアログを開く」を

選択する。 

方法２ 
Windows スタートメニュー 
「すべてのプログラム」＞ 
「e-Parcel」>「VCN-AX 3.0」＞ 
「送信ダイアログ」をクリック選択！ 
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送信ダイアログ操作方法 

１．「送信ダイアログ」画面が表示 

されます。 

 

２．フォームへ下記を設定します。 

・宛先（イーパーセル ID）：*必須 

直接入力 または 

・件名： 

・メッセージ： 

・添付ファイル/フォルダ：*必須 

： ファイルを添付 

 

： フォルダを添付 

 

３．必須項目が設定されると 

ボタンが 

アクティブになります。 

クリックすると送信が開始され 

ます。 

 

４．「送信ダイアログ」画面の左下 

ステータスバーに進捗状況が表示 

されます。（圧縮・アーカイブ中） 

「パーセル配送の登録が完了しました。」 

と最後に表示され画面が閉じます。 

送信（アップロード）動作が開始します。 

 

５．宛先（イーパーセル ID）の誤りは、 

即時にエラーになりません。 

管理コンソール「送信トレイ」にて 

正しく送信されているか必ず確認 

してください。注 2） 

 ※参照： P42 ５．送信トレイ 
注 1）添付ファイル・フォルダのサイズが大きく 

圧縮・アーカイブに時間を要する場合は、 
数秒毎にステータスバーに 
「圧縮・アーカイブ中 ○％」と 
進捗状況が表示されます。 

注 2）宛先（イーパーセル ID）を誤って送信した場合 
は、管理コンソール「送信トレイ」のステータス欄へ 
「受信者不明」と表示されます。 

ファイルまたは 
フォルダを添付* 
ボタンをクリック！ 

宛先（イーパーセル ID）*は
直接入力または 

アドレス帳をクリック！ 

ステータスバー注 1） 

必須項目が設定されると
送信ボタンがアクティブ
になります。 

ファイル/フォルダが添付
されると、ここにリストさ
れます。 
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送信ダイアログのアドレス帳 

アドレス帳の使用方法 
１．「送信ダイアログ」画面の右上にある 

ボタンをクリックする 

と「アドレス帳」が開きます。（右上図） 

 

２．アドレス帳に表示されたリストから 

送信先の宛先（イーパーセル ID）を 

選択してください。ボタンがすべて 

アクティブになります。（右中図） 

複数の宛先を選択する場合は、 

「Shift」キー + 宛先を続けて選択 

します。 

 

３．宛先（イーパーセル ID）の選択後、 

プルダウンメニューから 

いずれか選択すると「送信ダイアログ」画面の 

宛先欄へ選択した宛先（イーパーセル ID）が 

表示されます。「アドレス帳」を閉じてください。 

 

アドレスの追加と表示 
・送信が正常に完了すると、送信に使用された 

宛先（イーパーセル ID）が新規の場合、 

自動的にアドレス帳へ追加されます。 

また、アイテム受信時も送信者イーパーセル ID 

が自動的にアドレス帳へ追加されます。 

この時、「お気に入り」「すべてのアドレス」タブ 

の両方へ宛先が追加されます。 

※ホットフォルダから送受信した場合など 

VCN-AX3.0 で使用された送信者と受信者 
のイーパーセル ID も自動的にアドレス帳へ 
追加されます。 

ボタン：選択したイーパーセル ID が「お気に入り」に表示されなくなります。  
ボタン：「すべてのアドレス」にある非表示のイーパーセル IDが「お気に入り」に表示さ

れます。 
 

・「お気に入り」にリストされたイーパー 

セル ID は、「送信ダイアログ」画面 

の「宛先」「CC」「BCC」欄を右クリック 

した時に表示されるメニュー 

「お気に入りから選択」へ表示される 

ようになります。（右下図） 

送信完了後、新規の送信先イー
パーセル ID の場合は、自動的に
アドレス帳へ追加されます。 
※VCN-AX3.0 で送受信した（ホッ
トフォルダ等）イーパーセル ID も
自動的に追加され表示されます。 

イーパーセル ID を選択後 
「宛先(CC,BCC)に追加」 
ボタンをクリックします。 

イーパーセル ID が選択さ
れるとプルダウンメニュー
がアクティブになります。 

お気に入りから選択
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付録 1．ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ利用方法 

e-Parcel VCN-AX3.0 ソフトウェアをご利用のお客様が、ユーザ情報に関わる各操作（ユーザ登録情報の

照会/変更・パスワード変更・パスワードプロテクト設定変更）・Web サイト上で送受信履歴照会をする場

合、「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」URL へアクセスいただきます。 

 

「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」の「登録情報」ページにて、ユーザ登録情報の照会/変更操作

をすることができます。「送信トレイ」「受信トレイ」ページにて、Web サイト上での送受信履歴の照会をす

ることができます。お使いのブラウザの「お気に入り」または「ブックマーク」へ登録し、ご利用ください。 

 

1. 「ｅ・パーセル電子宅配便Webブラウザ」URLへアクセス 
 

①Web ブラウザ Windows Internet Explorer（IE）をご利用になり下記 URL へアクセスしてくださ

い。 

「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」URL：https://secure.e-parcel.ne.jp/ 

※「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」へアクセスするためには、あらかじめ、クライアント電子証明書を

Windows(IE)へインストールしておく必要があります。（クライアント電子証明書ダウンロード・インストール手順の

ページをご参照ください。） 

 

②「証明書の確認」または「証明書の選択」画面が開きます。イーパーセル ID を確認し、お客様のクラ

イアント電子証明書を選択後、 OK ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この時、既にパスワードプロテクトを「する」に設定している場合は、e-Parcel サーバへのログインに必要なお客様

のイーパーセル ID とパスワード要求画面が表示される場合があります。 

選択後 OK！ 
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③「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」画面が開きます。 

 

 

 

Caution: 「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」へ「新規作成」メニューが表示

された場合、ここからデータの送信を行わないでください。（Web ブラウザ クライア

ントご利用のお客様向けの送信画面となります。）ソフトウェアのインストールが完

了していない場合、このメニューが表示されるケースがあります。ソフトウェア クラ

イアントをご利用のお客様は、ソフトウェアをインストールおよび起動したうえで送受

信操作を行ってください。（ソフトウェア クライアントをご利用のお客様へは、より高

セキュリティかつ大容量データ配送に適したサービスをご提供させていただいてお

ります。） 

※2017 年 4 月 1 日より、「e・パーセル電子宅配便ソフトウェア」をご利用のお客様につきまして

は、「e・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」でのデータ送信機能のご利用終了に伴い、「新規

作成」メニューが表示されなくなりました。 

 

Caution: 「ｅ・パーセル電子宅配便Webブラウザ」URLへのアクセスが拒否された

場合は、クライアント電子証明書が正しく Windows（IE）へインストールされていない

可能性があります。[VCN-AX3.0 操作マニュアル 1（インストール編）]をご参照くださ

い。 

注）ソフトウェアでのサービス

をご契約のお客様につきまし

ては、もし「新規作成」メニュ

ーが表示された場合、こちら

の画面からデータを送信しな

いでください。このメニューは

Web ブラウザサービスをご契

約のお客様専用の送信画面

となっております。 

メニュー 
「受信トレイ」 
「送信トレイ」 
「登録情報」 
いずれか 
クリック！ 
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2. 登録情報・パスワードの変更 
 

お客様のイーパーセル ID ご登録時に、お客様名・会社名・お電話番号などのユーザ情報が併せて登録

されます。変更する場合は、「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」URL へアクセスし、「登録情報」ペ

ージにて変更することができます。 

 

また、「登録情報」ページでは、パスワード変更およびパスワードプロテクトの設定操作も行うことができ

ます。パスワードプロテクトのご利用方法の詳細につきましては、別途下記ページをご参照ください。 

※参照：P48 ６．認証情報 

 

ここでは、ユーザ登録情報およびパスワードの変更方法につきましてご説明いたします。 

 

 

ユーザ登録情報・パスワードの変更方法 
 

ｅ・パーセル電子宅配便サービスでは、ソフトウェアをご利用のお客様もユーザ登録情報・パスワード変

更時は、「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」URL へアクセスしてください。 

アクセス後、下記の手順にて操作を行ってください。 

 

①「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」画面が表示されましたら、「登録情報」メニューをクリックし

てください。 

 

②「登録情報」画面へお客様の登録情報が表示されます。（下図） 

 

③「登録情報」画面にて、必要に応じてユーザ登録情報およびパスワードの設定を変更してください。

（ここでは、イーパーセル ID の変更はできません。） 

 

④すべての変更入力が完了しましたら、 適用 ボタンをクリックしてください。 
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[登録情報画面] 

 

 

 

 
Note: イーパーセル ID を変更したい場合は、カスタマーサポートまで、E-mail 

(support@e-parcel.co.jp) にてお問い合わせください。 

 

入力完了後 
クリック！ 

ユーザ登録情報の入力！ 

※「詳細情報」は
会社名を入力し

てください。 

※パスワードは
半角英数混合 
6 文字以上 
20 文字以下 

新パスワード入力！
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「登録情報」画面の入力項目 

「登録情報」画面では、現在登録されているユーザ情報のうち、下記の項目について変更することが

できます。*マークの項目につきましては、お客様がご利用のクライアントソフトウェアへは直接の影響

ありません。 

 

 氏名  

ここにお客様の姓名をご入力ください。上段へは「姓」、下段へは「名」をそれぞれ入力します。

（英名の場合は、上段へは「First Name」、下段へは「Last Name」を入力します。） 

 

 詳細情報 

ここにお客様の会社名をご入力ください。 

 

 連絡先 TEL 

ここにはお客様の電話番号をご入力ください。 

（緊急の場合のみご連絡させていただきます。） 

 

 言語設定*  

「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」をご利用のお客様へ関連する項目です。 

（お客様がご利用のクライアントソフトウェアへは影響ありません。） 

デフォルトでは、「日本語」が設定されています。電子宅配便 Web ブラウザご利用時の各通知メ

ールを「日本語」または「英語」のいずれかで選択できます。 

 

 タイムゾーン* 

「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」をご利用のお客様へ関連する項目です。 

（お客様がご利用のクライアントソフトウェアへは影響ありません。） 

デフォルトでは、「UTC +09:00」が設定されています。海外でｅ･パーセル電子宅配便 Web ブラ

ウザをご利用の場合、電子宅配便 Web ブラウザ内の受信トレイ・送信トレイで表示される標準

時間帯を変更できます。 

 

 夏時間設定* 

「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」をご利用のお客様へ関連する項目です。 

（お客様がご利用のクライアントソフトウェアへは影響ありません。） 

デフォルトでは、「設定しない」が設定されています。サマータイムを導入している国・地域でのご

利用の場合、「夏時間」および「冬時間」のいずれか選択すると、「ｅ・パーセル電子宅配便 Web

ブラウザ」内の受信トレイ・送信トレイで表示される時間に反映されます。 
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 新パスワード＆新パスワード（再入力）  

ご登録パスワードを変更する場合は、「新パスワード」欄へ新しいパスワードを入力してください。

確認のために再度「新パスワード（再入力）」欄へ同じパスワードを再度入力してください。（※パ

スワードプロテクトを「する」に設定しているお客様が、ここでパスワード変更を行った場合、下記

のとおりクライアントソフトウェア上でのパスワード再設定を必ず行ってください。） 

 

 

Caution: パスワードは、６文字以上２０文字以内の半角英数字混合で設定してく

ださい。英字のみ・数字のみのパスワードは不可です。英字は、大文字と小文字を

区別しますのでご注意ください。 

 

Warning: パスワードプロテクトを「する」に設定しているお客様が、パスワードを

変更した場合は、引き続き、e-Parcel VCN-AX3.0 ソフトウェアを起動し、管理コンソ

ール画面を表示してください。「認証情報」画面で新パスワード（ログインパスワー

ド）の設定が必要になります。詳細な「ログインパスワード」の設定方法は、下記ペ

ージをご参照ください。 
※参照：P48 ６．認証情報 

 

 パスワードプロテクト  

デフォルトでは、「しない」が設定されています。「する」を選択すると、お客様がご利用のソフトウ

ェアへパスワードを設定し、e-Parcel サーバへログインパスワードを認証させることができます。

（この「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」URL：https://secure.e-parcel.ne.jp/へアクセス

時もお客様のイーパーセル ID とパスワードの入力が要求されます。） 

 

パスワードプロテクトのご利用方法の詳細につきましては、別途下記ページをご参照ください。 

※参照：P48 ６．認証情報 

 

 

Warning: パスワードプロテクトを「する」に設定しているお客様が、パスワードを

変更した場合は、引き続き、e-Parcel VCN-AX3.0 ソフトウェアを起動し、管理コンソ

ール画面を表示してください。「認証情報」画面で新パスワード（ログインパスワー

ド）の設定が必要になります。詳細な「ログインパスワード」の設定方法は、下記ペ

ージをご参照ください。 
※参照：P48 ６．認証情報 

 

 当月配送量合計 

表示のみ 

お客様のイーパーセル ID から送信された今月のデータ配送量の合計値が表示されます。「月

間配送制限」を設定しているアカウントまたはイーパーセル IDの場合、この数値が「月間配送制

限」値を超えない限り、データを送信できます。 
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⑤「処理結果」画面が表示されます。 OK と表示されれば、変更内容が反映され操作は完了です。 

 

 

 

確認！ 
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3. 送受信履歴のWeb照会 
 

ソフトウェアをご利用のお客様は、通常VCN-AX3.0管理コンソール画面を起動し送受信アイテムの履歴を

ご確認いただきますが、さらに、Web サイト上でも、e-Parcel サーバへ保存されているお客様の送受信ア

イテムの配送状況を確認することができます。その場合、「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」URL

へアクセスし、「受信トレイ」・「送信トレイ」ページにて送受信履歴を照会してください。 

 

なお、「受信トレイ」・「送信トレイ」ページでは、過去３ヶ月間の履歴照会が可能です。例えば、すでにお

客様が VCN-AX3.0 管理コンソール画面の送受信トレイ上で一度削除したアイテムは、元に戻せませんが、

Web サイト上では履歴を照会することができます。 

 

ここでは、送受信履歴の Web 照会の方法につきましてご説明いたします。 

 

 

送受信履歴の Web 照会方法 
 

ｅ・パーセル電子宅配便サービスでは、ソフトウェアをご利用のお客様も、「ｅ・パーセル電子宅配便 Web

ブラウザ」URL へアクセスし送受信アイテムの履歴を確認することができます。 

アクセス後、下記の手順にて操作を行ってください。 

 

①「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」画面が表示されましたら、「受信トレイ」または「送信トレイ」

メニューをクリックしてください。 

 

②選択したメニュー「受信トレイ」または「送信トレイ」いずれかの画面へ、お客様の「今日」の送信履歴

または受信履歴が表示されます。（下図） 
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[ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ「受信トレイ」画面] 

 

 

 

 

[ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ「送信トレイ」画面] 

 

 

 

 

①「受信トレイ」 
をクリック！ 

②「今日」の 
受信履歴が 

表示されます。 

①「送信トレイ」 
をクリック！ 

②「今日」の 
送信履歴が 

表示されます。 
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③送受信履歴の表示期間を変更したい場合は、「検索期間」のプルダウンメニューよりご希望の「検索

期間」をクリック選択してください。（下図） 

 

④「検索期間」を選択後、 検索 ボタンをクリックしてください。 

 

⑤画面が更新され、選択した「検索期間」のアイテムが表示されます。 

 

 [例：「送信トレイ」画面] 

 

 

「検索期間」プルダウンメニュー 

プルダウンメニューより指定できる「検索期間」は、下記のとおり最大過去３ヶ月間の履歴照会が可能

です。 

「受信トレイ」または「送信トレイ」へ表示される履歴は、各アイテムの「作成日時」で検索されます。な

お、「登録情報」メニューで設定している「タイムゾーン」により Web ブラウザ上で表示する標準時間帯

が変更できます。 

※Web ブラウザで「タイムゾーン」を変更しても、お客様がご利用のクライアントソフトウェアへは影響ありません。 

 

[検索期間：（例）今日が 2017 年 5 月 16 日 火曜日の場合] 

 今日  

（例）from: 2017/05/16 00:00:00 to: 2017/05/16 23:59:59 

 最近３日間 ：本日を含む３日間 

（例）from: 2017/05/14 00:00:00 to: 2017/05/16 23:59:59 

 今週 ：月曜日から日曜日まで 

（例）from: 2017/05/15 00:00:00 to: 2017/05/16 23:59:59 

 

④検索期間を
選択後 

クリック！ 
③クリックし
てプルダウ
ンメニュー
を表示！ 

「CSV 出力」 
する場合は 

クリックして保存！

⑤画面の履歴
表示が更新され
ます。 
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「再表示」メニュー 

「再表示」をクリックすると、履歴表示が最新の情報に更新されます。 

 

「CSV 出力」メニュー 

「受信トレイ」または「送信トレイ」いずれかの画面へ表示された送信履歴または受信履歴を、CSV 形

式（カンマ「,」区切りテキスト/UTF-8）で出力することができます。 

 

「CSV 出力」ボタンをクリックすると、ご利用 Web ブラウザの「ファイルのダウンロード（保存）」画面が

表示されます。「名前を付けて保存」（または「保存」）を選択してください。適当な保存場所を選択し、

お客様の分かりやすい CSV ファイル名を入力して保存してください。CSV 出力の結果は以下のフォー

マットで出力されます。 

※実際はすべての項目が一行で出力されます。 
※一部の項目はダブルクォテーション「”」で括られて出力されます。 

 

受信トレイ/CSV ファイル名（デフォルト）：list_parcel_inbox.csv 

[例：受信アイテム/標準出力 CSV データ] 

"0bdf12c3-ce4a-db56-789b-01f23d4cc567","宅配便 電子","test-epid456@e-parcel.co.jp", 

"サンプルデータ送付の件",130,3,16777221,"2017/05/16 11:41:38", 

"Sample File.txt,Sample Folder¥" 
 
[受信アイテム/標準出力 CSV フォーマット（UTF-8）] 

"パーセル ID","送信者氏 名","送信者イーパーセル ID","件名",ステータスコード*1, 

サイズ(Bytes),アカウント GID*2,"作成日時","ファイル名"*3 

 

送信トレイ/CSV ファイル名（デフォルト）：list_parcel_outbox.csv 

 [例：送信アイテム/標準出力 CSV データ] 

"afd1b2c3-ded4-567d-8901-f234567b890d","test-epid123@e-parcel.co.jp", 

"会議資料送ります。",200,60928,16777221,"2017/05/16 11:44:19","経営会議資料.ppt" 
 
[送信アイテム/標準出力 CSV フォーマット（UTF-8）] 

"パーセル ID","受信者イーパーセル ID","件名",ステータスコード*1,サイズ(Bytes), 

アカウント GID*2,"作成日時","ファイル名"*3 

 

*1 参照：P47 ステータスコード一覧表 

*2 データ配送料の課金アカウント（ご契約時に自動的にアカウント ID が割当てられます。） 
*3 添付ファイル/フォルダ名の合計文字数を最大 120 文字まで出力します。 
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配送状況の Web 照会方法 
 

さらに、「送信トレイ」では、各送信アイテムの詳しい配送状況（トラッキング）を表示させることができま

す。「送信トレイ」へ該当の履歴を表示させた後、下記の手順にて操作を行ってください。 

 

①「送信トレイ」画面へ表示された送信アイテムの「ステータス」欄（青字部分）をクリックしてください。 

 

[例：送信トレイ画面] 

 
①さらに 

「配送状況」を 
表示するには 
ここをクリック！ 

「送信トレイ」 
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②クリックした送信アイテムの「配送状況」が別ウィンドウで開きます。ここでは、送信アイテムの情報

「パーセル詳細」が表示されます。また、「受信者一覧」の「受信ステータス」欄では、受信者ごとの配

送状況を確認することができます。 

※「再表示」ボタンまたは「パーセル ID」欄の ID 表示部分をクリックすると、「配送状況」表示が最新

の情報に更新されます。 

 

[例：送信トレイ/配送状況 画面] 

 

 

 

 

 

※「再表示」ボタンを

クリックすると表示

が更新されます。 

②送信情報 
「パーセル詳細」 

受信者の 
「配送状況」 
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付録 2．パスワードお忘れの方 

ｅ・パーセル電子宅配便サービスへご登録のお客様がパスワードをお忘れの場合、パスワードリクエスト

をすることができます。パスワードリクエストをすると、イーパーセル ID としてご登録のお客様の E-mail ア

ドレス宛へパスワードが自動送信されます。 

 

ここでは、パスワードリクエストの方法につきましてご説明いたします。 

 

パスワードリクエスト方法 
ご登録のパスワードをお忘れの方は、「ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」の「電子

宅配便サービス 操作メニュー」ページより、パスワードリクエストを行ってください。ご契約のお客様向け

の「パスワードリクエスト」ページが表示されます。 

 

パスワードリクエストをされる場合、下記の手順にて操作を行ってください。 
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「ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」URL へアクセス 

①「ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ へアク

セスしてください。「電子宅配便サービス 操作メニュー」を選択し、「パスワードリクエスト」ボタンをク

リックしてください。 

 

 

クリック！ 

このページ
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②「パスワードリクエスト フォーム」が表示されます。お客様のイーパーセル IDを入力し、 確認 ボタン

をクリックしてください。 

 入力してクリック！ 
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③「パスワードリクエストのご確認」ページが表示されますので、お客様のイーパーセル IDをご確認くだ

さい。よろしければ、 送信 ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

確認してクリック！ 
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④「パスワード通知メール送信完了」ページが表示されます。間もなく、お客様の E-mail アドレス宛へ

「パスワードに関するお知らせ」E メールが自動送信されますので、ご確認ください。 
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Microsoft, Windows は、Microsoft Corporation の商標です。 

 

 

 

 

 

 

お問合わせ先  

イーパーセル株式会社 

カスタマーサポート 

E-mail: support@e-parcel.co.jp 

http://www.e-parcel.co.jp/ 
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