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Ⅰナビエクスプレスの概要

1．はじめに

ご利用にあたっては、以下の点に留意して頂きますようお願いします。

（1）ご利用環境

OS Windows 7, 8, 10

ブラウザ Internet Explorer 11, Firefox 最新版

メールソフト 一般的なメーラーをご利用いただけます。特別な制限はありません。

※グループウェアをご利用の場合に、ナビエクスプレスが正常に動
作しない場合がございます。ご注意ください。

（2）アカウントとパスワード

CUREヘルプデスクより払い出されたアカウント及びパスワードをご利用ください。

※1社につき、1アカウントのみ付与しています。

※パスワードは任意で変更できますが、変更後のパスワードはCUREヘルプデスクでは管理しておりません。

2．送受信イメージ

送信者 ナビエクスプレスサーバ CUREヘルプデスク

ファイルを送信します ファイルを受信します

◆送信者・受信者の操作

①送信者は、CUREヘルプデスクのメールアドレスを付けてサーバにファイルを送信します。

②CUREヘルプデスクにファイルが届いていることを知らせるメールが届きます。

③電子メールにはURLが記載されており、クリックするとサーバー上のメッセージと添付ファイルが確認できます。

④CUREヘルプデスクは送信者のメッセージを確認し、添付の申請書類をダウンロードします。

internet

①

②

③

④
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3．セキュリティ

必要なファイルを送る場合は、各種セキュリティ機能を利用することができます。

送信者 ナビエクスプレスサーバ CUREヘルプデスク

（1） セキュアード接続（送信者）

ナビエクスプレスログイン画面（https://naviexp.jp/）からログイン後、データを送信すると、送信者と

ナビエクスプレスサーバ間の通信が、SSL接続により第三者の盗聴などから守られます。

（2）サーバの暗号化

送信データは、送信者が設定した保存期限までナビエクスプレスサーバに暗号化された状態で保存されます。

（3）ユニークURLの生成・通知

CUREヘルプデスクにサーバにデータが届いていることを知らせる「通知メール」が送信されますが、

このメールにはデータが保管されている場所を示すユニークなURLが記載されています。

URLはその都度生成されますので、第三者がURLを特定するのは、困難です。

（4）パスワードによるCUREヘルプデスクの認証

通知メールのユニークURLをクリックした際、パスワードによる認証を行います。

パスワードは英数字を組み合わせた8桁以上となっており、パスワードを一定回数以上間違えるとロックが

掛かるようになっています。

（5）セキュアード接続（受信者）

CUREヘルプデスクがナビエクスプレスサーバからデータを取り出す際は、SSL接続により保護された

状態で端末にダウンロードされます。

（6）その他

送信者が誤って送信してしまった場合は、サーバ上のデータを送信者自らが削除することができます。

セキュリティのしくみ

internet

暗号化 SSL接続

暗号化

パスワード認証

SSL接続

暗号化
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Ⅱ ログイン方法

CUREヘルプデスクより払出されたアカウント／パスワードをご利用ください。

（1） ログイン画面のURL

お使いのブラウザで次の画面を立ちあげてください。

URL: https://naviexp.jp/ （SSL接続）

（2）アカウント名

CUREヘルプデスクより払出されたアカウントを正確に入力してください。

（3）パスワード（アカウントパスワード）

CUREヘルプデスクより払出されたパスワードを正確に入力してください。

パスワードは任意で変更できますが、変更後のパスワードはCUREヘルプデスクでは管理しておりません。

（4）ログイン

（2）（3）を入力して「ログイン」ボタンをクリックすると、サービスご利用画面にログインすることができます。

※アカウントとパスワードの入力を10回以上間違えるとアカウントはロックします。

その場合は、CUREヘルプデスクまでお問い合わせください。

（2）アカウント名

（4）ログインボタン

（3）パスワード

（1）ログイン画面URL入力
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Ⅲ送信者の操作方法

（1） 宛先

CUREヘルプデスクの宛先を入力します。（あらかじめアドレス帳に登録しておくことができます。・・・P. 7）

curehelp@am.nttdata.co.jp

（2） CC・BCC

ここへは何も入力しないでください。 CC・BCCは指定できないよう設定しています。

（3）件名

右記の記入例を参照いただき、

添付する申請書名を記入してください。

送付する書類のファイルサイズが大きい等の

理由で、1申請を複数パッケージに分割して提出する場合は、件名の文末に「（1/2）」、「(2/2)」等を挿入し、

分割してあることがわかるようにしてください。（＜例＞ 新規登録／利用停止 (1/2) ）

（4）メッセージ

メッセージ欄には申請書の記載内容にご対応いただける方の氏名、メールアドレスを記入してください。

（CUREヘルプデスクよりご連絡させていただく事がございます。）

（5）署名

署名は「デフォルト署名」を指定してください。

「デフォルト署名」の修正が必要な場合はCUREヘルプデスクへご連絡ください。

（6）ファイル選択／削除

送信するファイルを選択するには、「参照」ボタンをクリックし、お使いの端末からファイルを選択してください。

複数のファイルを添付したい場合は、「追加」ボタンをクリックすると、1つ目のファイルがサーバに

アップロードされます。続いて2つ目のファイルを選択し、「追加」ボタンをクリックしてください。

以降同様に操作を繰り返すとそれぞれのファイルがアップロードされます。

（7）送信

顔写真（zipファイル）、個人情報利用同意書が必要な場合は添付されている事を確認の上、

「送信」ボタンをクリックします。

1．送信方法

1-1．基本的な操作方法

上部メニューの新規パッケージをクリックすると、次の画面が表示されますので、

（1）～（6）を設定して送信してください。

＜記入例＞

ファイル名

01a_shinkiteishi_haken.xlsm

01b_shinkiteishi.xlsm

03a_henko_haken.xlsm

03b_henko.xlsm

→

→

→

→

件名（申請書名）

「新規登録/利用停止（派遣）」

「新規登録/利用停止」

「変更申請（派遣）」

「変更申請」

（1）宛先

（3）件名

（4）メッセージ

（6）ファイル選択／削除

（7）送信

（2）CC・BCC

（5）署名

写真ファイルは必ずzip形式に圧縮していただけますようお願い致します。
（圧縮していない写真ファイルはシステムで読み込めません。）
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※画面イメージ

1-2．送信オプション

送信オプションにつきましてはデフォルト設定を変更しないでください。

※申請書提出用に設定されています。

■設定内容に関するお問い合わせはCUREヘルプデスクまでお願い致します。

送信オプション
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2．アドレス帳

2-1．エントリの作成・変更・削除

エントリを下記の手順で作成・変更・削除することができます。

（エントリとは、複数のメールアドレスで構成されるアドレス帳のグループ名を意味します。）

エントリ一覧画面

【エントリの作成】

①

②
③
④

⑥

⑤

上部メニューの「アドレス帳」を選択すると

表示します。

①エントリ一覧の「作成」ボタンをクリック

②エントリ名を入力

③エントリ名をカナ入力

④区分（自動選択されます）

⑤コメントを入力（任意）

⑥「作成」ボタンをクリック（作成を中止する場合は「戻る」ボタンをクリック）

エントリの作成

【エントリの変更・削除】

エントリ一覧画面より、変更または削除処理を行うエントリを選択し、「変更」または「削除」ボタンをクリックします。

エントリ変更画面 エントリ削除画面

①「エントリ名」「エントリカナ名」「区分」

「コメント」の変更箇所を修正

②「変更」ボタンをクリック

（変更を中止する場合は「戻る」ボタンをクリック）

エントリの変更

①削除するエントリの内容を確認

②「削除」ボタンをクリック

（削除を中止する場合は「戻る」ボタンをクリック）

エントリの削除
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2-2．エントリ内のメールアドレス管理

2-1項にて作成したエントリ内のメールアドレスを下記の方法で管理します。

アドレス一覧画面

【メールアドレスの設定】

①

②
③
④

⑥

⑤

「エントリ一覧画面」で対象のエントリを選択し、

「アドレス一覧」ボタンをクリックすると表示します。

①アドレス一覧画面の「作成」ボタンを

クリック

②更新中のエントリ名

③メールアドレスを入力

④氏名を入力

⑤コメントを入力

⑥「作成」ボタンをクリック（作成を中止する時は「戻る」ボタンをクリック）

【アドレスの変更・削除】

上記のアドレス一覧画面より、変更または削除を行うエントリを選択し、「変更」または「削除」ボタンをクリックします。

アドレス変更画面 アドレス削除画面

①現在、更新中のエントリ名が表示されます。

②「メールアドレス」「氏名」「コメント」の変更箇所を修正

③「変更」ボタンをクリック

（変更を中止する場合は「戻る」ボタンをクリック）

アドレスの変更

①削除するアドレスの内容を確認

②「削除」ボタンをクリック

（削除を中止する場合は「戻る」ボタンをクリック）

アドレスの削除

①

③

② ①

②
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①件名

②宛先

③トラッキング

④送信日

⑤有効期限

3．送信フォルダ

3-1．送信パッケージ一覧と検索

送信パッケージ一覧画面では過去に送信したパッケージの履歴を参照することができます。

送信パッケージは、有効期限から30日間表示されます。

送信パッケージ一覧画面

【送信履歴検索機能について】

「パッケージ検索機能」を使って条件を絞り込み、送信パッケージを検索することができます。

・・・件名に含まれるキーワードを入力し、検索します。

・・・特定の宛先（メールアドレス）を入力し、検索します。

・・・トラッキングのステータスをプルダウンより選択し、検索します。

・・・パッケージ送信日をプルダウンより選択し、検索します。

・・・パッケージ有効期限をプルダウンより選択し、検索します。

※上記の各項目は「前方一致」です。（検索したいワードやメールアドレスが部分的になる場合は、

検索対象の先頭から入力し、最後に「＊」を補って検索してください）

1ページあたりのパッケージ表示件数を
プルダウンで選択し、変更します。

パッケージにチェックをし、
プルダウンで移動先フォルダを選んで
パッケージを移動します。

送信履歴の一覧をcsv形式で保存することができます。

上部メニューの「送信フォルダ」を
選択すると表示します。

「パッケージ検索」ボタンをクリック

「パッケージ検索」画面が
表示されます。

①

②

④

⑤

③
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①件名

送信者

宛先

送信日

有効期限

トラッキング

②「再送」

「転送」

「へ移動」

「削除」

③メッセージ

④ファイル

⑤送信オプション

3-2．送信パッケージ詳細

送信パッケージ一覧画面にて選択したパッケージの詳細を確認することができます。

送信パッケージ一覧画面

・・・パッケージの件名を表示します。

・・・パッケージの送信者を表示します。

・・・パッケージを送付した宛先の1件目を表示します。

・・・パッケージの送信日を表示します。

・・・パッケージの有効期限を表示します。

・・・パッケージのトラッキング状態を表示します。

・・・パッケージを再送する場合はクリックします。

・・・パッケージを転送する場合はクリックします。

・・・パッケージをプルダウンより選択したフォルダへ移動します。

・・・パッケージを送信フォルダから削除します。

・・・メッセージを表示します。

「メッセージテキストを保存」ボタンをクリックすると、text形式でメッセージを保存できます。

・・・パッケージに添付したファイルが表示されます。

「保存」「一括ダウンロード」ボタンをクリックすると、ファイルを端末に保存できます。

※「保存」ボタンは一度クリックすると、ボタンの色が変わりクリックできなくなります。

再度ファイルを保存したい場合は、「戻る」ボタンもしくはブラウザの戻るボタンで戻った後、

再度パッケージ詳細画面にアクセスしてください。

・・・パッケージに設定した送信オプションが表示されます。

宛先 naviexp@test.com 他48件 この部分をクリックすると、
送信したすべての宛先を確認することができます。

送信パッケージ一覧
画面より、詳細を確認する
パッケージの件名をクリック
します。

①

②

③

④

⑤

送信パッケージ詳細画面
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3-3．パッケージのキャンセル

送信したパッケージを以下の手順によりキャンセルすることができます。

送信パッケージ一覧画面

【注意】

ディスク容量の都合により、古いパッケージをCUREヘルプデスクにて削除させていただく事があります。

必要な情報は、ナビエクスプレス外にバックアップをおとりください。

【受信者側画面】

① ②

①キャンセルするパッケージのチェックボックスにチェックをいれます。
② 「パッケージキャンセル」ボタンをクリックします。
③キャンセル確認画面が開くので、「キャンセル実行」をクリックします。

受信者側では送信者がキャンセルした件名をクリックすると
エラーメッセージが表示されます。
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3-4．送信パッケージの削除

送信パッケージの削除

パッケージキャンセル

送信パッケージ一覧画面

・・・ログイン画面のパッケージ情報を削除する事が可能です。

サーバ上のパッケージは削除されません。

・・・サーバ上のパッケージを削除します。

【注意】

パッケージキャンセルを行う前に削除処理を行うと、サーバ上にパッケージが残ってしまいます。

ディスク容量を減らす/他者がパッケージを参照できないようにするには、必ず削除処理を行う前に

パッケージキャンセル処理を行ってください。

「送信パッケージ削除」確認画面

①送信パッケージ一覧画面より削除するパッケージを選択する。

②「選択したパッケージの削除」ボタンをクリックする。

③パッケージの削除を行う場合は「削除」ボタンを、削除を中止する場合は「戻る」ボタンをクリックする。

送信パッケージ一覧画面

【送信パッケージ詳細画面より削除する方法】

①送信パッケージ一覧画面より削除するパッケージの「件名」をクリックする。

②送信パッケージ詳細画面の「削除」ボタンをクリックする。

③パッケージの削除を行う場合は「削除」ボタンを、削除を中止する場合は「戻る」ボタンをクリックする。

①

②

③

送信パッケージ詳細画面

「送信パッケージ削除」

確認画面

①

②

③

②
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4．新しいフォルダの作成・変更・削除

送信フォルダ、受信フォルダの他に、任意のフォルダを自由に作成することができます。

【フォルダの作成】

①フォルダ一覧画面で

「作成」ボタンをクリック

②フォルダ名を入力

※ フォルダ名の文字数制限は

20バイトです。

③区分を選択（送信or 受信）

④「作成」ボタンをクリック

（作成を中止するときは「戻る」ボタンをクリック）

【フォルダの変更・削除】

上記のフォルダ一覧画面より、変更または削除処理を行うフォルダを選択し、「変更」または「削除」ボタンを

クリックします。

フォルダ変更画面 フォルダ削除画面

フォルダ一覧画面

フォルダの変更

①フォルダ名を変更する

②「変更」ボタンをクリック

（変更を中止するときは「戻る」ボタンをクリック）

フォルダの削除

①削除するフォルダ名を確認

②「削除」ボタンをクリック

（削除を中止するときは「戻る」ボタンをクリック）

上部メニューの「受信フォルダ」または「送信フォルダ」を選択し、

左フレームに表示される「フォルダ管理」ボタンをクリックすると

表示されます。

①

②
③

④

① ①

② ②
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①アカウント名

②氏名

③メールアドレス

④作成日

⑤利用者情報管理者

5．各種設定

5-1．登録情報

登録情報画面では、ご利用者の登録情報やご利用上の制限値を確認することができます。

・・・ご利用者のアカウント名

・・・ご利用者（ナビエクスプレス担当者）の氏名

・・・登録しているご利用者（ナビエクスプレス担当者）の電子メールアドレス

・・・アカウント作成日

・・・ご利用者アカウントの管理者

※これらの設定はご自身で変更いただくことはできません。

設定内容に関するお問い合わせはCUREヘルプデスクまでお願い致します。

【基本情報】

⑥最大宛先数

⑦最大宛先数（CC）

⑧最大宛先数（BCC）

⑨最大添付ファイル数

⑩最大添付ファイルサイズ

⑪最大有効日数

⑫最大予約日数

⑬最大エントリ数

⑭最大メールアドレス数

⑮作成可能送信フォルダ数

⑯作成可能受信フォルダ数

・・・パッケージ送信に設定可能な宛先数（宛先欄）の上限

・・・パッケージ送信時に設定可能な宛先数（CC欄）の上限

・・・パッケージ送信時に設定可能な宛先数（BCC欄）の上限

・・・パッケージ送信時に添付可能なファイル数の上限

・・・パッケージ送信時に添付可能なファイルサイズの上限

・・・パッケージ送信時に設定可能なサーバ保存日数の上限

・・・パッケージ送信時に設定可能な予約日数の上限

・・・アドレス帳で作成可能なエントリ数の上限

・・・エントリ内に登録可能なメールアドレスの上限

・・・作成可能な送信フォルダ数の上限

・・・作成可能な受信フォルダ数の上限

【制限値】

上部メニューの「各種設定」を選択し、

左フレームの「登録情報」ボタンをクリックすると

表示されます。

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

ナビエクスプレス担当者の変更に伴い「②氏名」「③メールアドレス」を変更したい場合は、

社名、新担当者様情報（氏名、担当部署名、電話番号、メールアドレス、所在地）をお書き添えの上、

CUREヘルプデスク宛にメールでご連絡をお願い致します。

社名、部署名、所在地等に変更があった場合も同様にご連絡をお願い致します。
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5-2．パスワードの変更方法

登録しているパスワードの変更は、以下の手順で行います。

※変更後のパスワードについては、CUREヘルプデスクでは管理致しかねます。

パスワードを変更される際は、各社の責任管理のもと、実施をお願い致します。

また、パスワードをお忘れの場合は、各社のアカウント登録者の方へご確認いただけますよう

お願い致します。

※パスワードがロックされた場合のみ、CUREヘルプデスクにて解除を行います。

【メニュー画面】

【注意】

パスワードは世代管理されています。

新しくパスワードを設定しようとする際、

現在使用中のパスワードと、前回、前々回に設定したパスワードは設定することができません。

①各種設定

②パスワード変更

③パスワード作成

※パスワードは半角英数字を組み合わせた8文字以上を入力してください。

入力後、変更ボタンをクリックすると、新しいパスワードに変更されます。

現在使用しているパスワード

新しく設定したいパスワード

新しく設定したいパスワード
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Ⅳ受信者の操作方法

「パッケージ検索」機能を使って、受信パッケージを検索することができます。

1．受信フォルダ

1-1．受信パッケージ一覧と検索

受信パッケージ一覧では過去に受信したパッケージの履歴を参照することができます。

※受信パッケージ検索機能についての詳細は、3-1.「送信パッケージ検索機能」と同様です。

【受信履歴検索機能】

【注意】

送信されたパッケージは有効日数（10日）を経過するとサーバ上から自動削除されます。

また、有効日数に満たない場合でも、ディスク容量の都合により過去のパッケージを

CUREヘルプデスクにて予告なく削除させていただくことがございます。

必要な情報は、ナビエクスプレス外にバックアップをおとりください。

受信パッケージ一覧画面

パッケージにチェックをし、プルダウンより

移動先フォルダを選んでパッケージを移動します。

1ページあたりのパッケージ表示件数を

選択し、変更します。

受信履歴の一覧をcsv形式で保存することができます。

上部メニューの「受信フォルダ」を選択すると

表示します。

「パッケージ検索」ボタンをクリック

「パッケージ検索」フィールドが

表示されます。

受信パッケージ一覧画面
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ログイン認証

コード メッセージ 詳細内容

20300001 認証出来ません。 該当アカウントなし

20300002 認証出来ません。 パスワード不整合

20610017 パッケージはロックされています。 パッケージパスワード10回誤入力によりパッケージがロックさ
れている

（ログイン認証画面からログイン後のパッケージ参照時）

30300003 ご利用頂けません。管理者にご連絡
下さい。

パスワード10回誤入力によりアカウントがロックされている

（ログイン認証時）

30300007 現在ご利用頂けません。 アカウントが無効

30300008 現在ご利用頂けません。 契約（管理者アカウント）が無効（ログイン認証時）

30400001 もう一度ログインして下さい。 セッションがタイムアウト（ログイン認証画面からのログイン後）

30400002 もう一度ログインして下さい。 セッションがタイムアウト（通知メール内URL→アカウントパス
ワード認証画面→ログインの場合）

30400101 ご利用頂けません。管理者にご連絡
下さい。

2重ログインを行おうとした際に、別ブラウザ上でのパスワード
10回誤入力によりアカウントがロックされている

30400102 現在ご利用頂けません。 契約（管理者アカウント）が無効（ログイン中無効化処理が行
われた場合）

30610117 パッケージはロックされています。 パッケージパスワード10回誤入力によりパッケージがロックさ
れている（通知メール内URL→パッケージ参照時）

30610118 アカウントはロックされています。 パスワード10回誤入力によりアカウントがロックされている（通
知メール内URL→アカウントパスワード認証時）

30610119 サービスをご利用頂けません。 送信者のアカウントが無効（パッケージ参照時）

パスワード変更

コード メッセージ 詳細内容

20400004 設定するパスワードが短いためご利
用頂けません。

パスワード：半角英数8文字以上

20400005 設定するパスワードが長いためご利
用頂けません。

パスワード：半角英数8文字以上

20400006 設定するパスワードに不正な文字が
含まれています。

パスワード：半角英数8文字以上

20400051 パスワードが一致していません。 確認用パスワードと不一致

20400052 指定されたパスワードは利用出来ま
せん。

パスワード規則違反（半角英数字の組合せ）

20400053 パスワードが一致していません。 現行パスワードが不一致

20400054 指定されたパスワードは利用出来ま
せん。

過去のパスワードと同じ（過去3世代利用不可）

Ⅴ エラーコード一覧
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Q1. ナビエクスプレスで使用できる文字は？

A1. 件名／メッセージ本文／送信データファイル名／その他操作で入力可能な文字は以下の通りです。

ASCIIコード（制御符号を除く）

JISコードの第1水準、第2水準までに含まれる文字

その他

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ

￢￤‘“㎜ ㎝㎞㎏㎡№ ℡㈱㈲㈹

上記以外の文字はご利用頂けませんのでご注意下さい。

（但し、送信データファイル内で使用される文字については特に制限はございません。）

【注意】

・半角カタカナはご利用頂けません。

・[tab]キーによる空白はご利用頂けません。

ワープロソフト等からテキストをコピー＆ペーストしてご利用される際はご注意下さい。

Q2. 送受信履歴の表示期間はどのくらい？

A2. 送受信履歴の表示期間は、それぞれ下記の通りです。

送信履歴：パッケージの有効期限＋90日まで

受信履歴：パッケージの有効期限まで

上記の表示期間を過ぎますと、履歴は表示されなくなりますのでご注意下さい。

Q3. 受信したファイルが開けないのですが・・・

A3. 受信したファイルを開く際、Windowsで使用するアプリケーションの関連付けによりファイルが開かな
いことがございます。その際は、恐れ入りますが対象ファイルをPCに一旦保存し、保存したファイルを
開いて下さい。

Q4. メールソフトによる不具合について

A4. グループウェアをご利用の場合、まれにナビエクスプレスが動作しない場合がございます。その際は、
恐れ入りますが一般的なメールソフトをご利用いただくか、ご利用のグループウェアの管理者様にご
確認下さい。

Q5. ナビエクスプレスからの通知メールが届かないのですが・・・

A5. お客様メールアドレスを管理されているメールサーバでスパムメール対策等を実施されている場合、
そのポリシーによりナビエクスプレスからの通知メールが「迷惑メール」扱いになる場合がございます。
その際は、恐れ入りますがメールサーバの管理者様（システムご担当者様やサービス提供元のイン
ターネットサービスプロバイダ事業者様）までお問い合わせ下さい。

（※スパムメール対策が更新されることにより、問題なく届いていた通知メールが急に届かなくなる場
合もございます。）

Ⅵ FAQ
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Ⅶ用語説明

Q6. 通知ステータスが「送信不可」なのにパッケージステータスが「受信済」になっていることがあるのですが…

A6. 受信者が通知メールを受信する前にナビエクスプレスのログイン画面からログインし、パッケージにアクセ
スした場合、送信者の送信フォルダ内トラッキング詳細でパッケージステータスが「受信済」となっているに
も関わらず、通知ステータスが「送信不可」の表示になったり、トラッキング欄が「送信待ち」等の表示にな
る場合がございます。

これはそれぞれが独立したステータス管理をしているためで、ナビエクスプレスの不具合ではございませ
んのでご安心下さい。

Q7. パスワード変更作業時、「変更」ボタンをクリックしても画面が変わらないのですが…

A7. パスワードの変更作業時に「変更」ボタンをクリックした後、ポップアップ等の画面遷移はございません。パ
スワードの変更完了については、パスワード変更画面の最終更新日時でご確認下さい。

Q8. 『これ以上ファイルをお預かり出来ません』というメッセージが表示されたのですが…

A8. ディスク容量5GBを超えてしまった場合にこのようなメッセージが表示されます。

送信パッケージ一覧から不要なパッケージのデリバリをキャンセルすることでディスクフルを回避すること
ができます。パッケージのキャンセル方法については『3-3.パッケージのキャンセル』をご覧下さい。

【注意】

キャンセルを行う前にパッケージの削除処理を行うと、キャンセル処理ができなくなりますのでご注意下さ
い。キャンセルされたパッケージ内のファイルはサーバから削除されるため、キャンセル後受信者はパッ
ケージを閲覧することができなくなります。

・SSL

Secure Socket Layerの略。ネットスケープ社が開発した、ブラウザ～WWWサーバ間のセキュリティを確保する最も利
用されている暗号技術。

・アカウント

ナビエクスプレスをご利用いただくために必要なIDのこと。

・アカウントパスワード

ナビエクスプレスに登録しているアカウントのパスワードのこと。

・エントリ

アドレス帳を作成時に、特定の電子メールアドレスをグループ化する際のグループ名のこと。

・通知メール

ナビエクスプレスサーバにパッケージが届いていることをお知らせする電子メールのこと。パッケージのありかを示すユ
ニークなURLが記載されています。

・トラッキング機能

送信したパッケージが正常に受け取られているかブラウザ上で確認できる機能。

・パッケージ

送信時に設定したメッセージとファイルのこと。

・パッケージパスワード

送信者がパッケージに対して設定したパスワードのこと。事前に受信者に通知する必要があります。
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協働者登録申請（CURE）に関するナビエクスプレスの操作お問い合わせ先

NTTデータ購買部 CUREヘルプデスク

Email: curehelp@am.nttdata.co.jp

受付時間： 9:00 – 12:00、13:00 – 17:00 （土日祝日を除く）

協働者登録一元化／CURE http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/profile/proc/cure.html

Ⅷお問い合わせ先
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Ⅸ修正履歴

版数 修正箇所 修正内容

第1版 - 初版発行

第2版 - 第2版発行

第3版 - 第3版発行

第4版
Ⅳ 受信者の操作方法 1-1-1 受信パッケージ
一覧と検索

パッケージの有効日数についての注意書きを追加

第5版 Ⅲ 送信者の操作方法 - 1-1-1-(6) 送信 写真ファイルについての注意書きを追加

第6版 ナビエクスプレスログインURL、ロゴ URL、ロゴを変更

第7版 Ⅲ 送信者の操作方法 - 1-1-1-(3) 件名 記入例のファイル拡張子を変更

第8版
Ⅰ ナビエクスプレスの概要 - 1-(1) ご利用環境

Ⅷ お問い合わせ先

OS、ブラウザを更新

受付時間を更新

第9版 Ⅲ 送信者の操作方法 画像 ナビエクスプレスの画面変更に伴う画像の差し替え

第10版 Ⅰ ナビエクスプレスの概要 - 1-(1) ご利用環境 OS、ブラウザを更新
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