
Xerox、Xerox ロゴ、Fuji Xerox ロゴ、および CentreWare は、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

ファクス送信時に原稿画像、宛先、送信
結果をメールで通知する
ファクス送信結果のメール通知で、モニターレポートと送信した原稿の画像をメールに添付できます。

注記
G4通信対応の機種をお使いの場合は利用できません。

送信した原稿と送信結果をメールで通知するには、
次の設定が必要です。
操作パネルで設定する方法とCentreWare
Internet Services で設定する方法があります。

* ○ : 設定が必要です。 △ : 必要に応じて設定します。

ここでは、操作パネルでの設定方法を説明します。

ポートを起動する
1 機械管理者モードに入り、「仕様設定 /
登録」を押します。

2［仕様設定］＞［ネットワーク設定］＞
［ポート設定］を押します。

3 [メール通知サービス]を選択し、[確認
/ 変更 ] を押します。

「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

4［起動］を選択し、［決定］を押します。

5［仕様設定 /登録］画面が表示されるま
で［閉じる］を押します。

設定項目 参照頁 *

メールポート （P.1）、（P.4） ○

SMTPサーバー名 /IP アドレス （P.2）、（P.5） ○

SMTPサーバー -ポート番号 △

送信時の認証方式 /認証ユーザー △

SMTP AUTHログイン名 /パスワード △

本体メールアドレス （P.2）、（P.5） ○

本機の名前、ホスト名、ドメイン名 △

ジョブ終了時のメール通知設定 （P.2）、（P.6） ○

操作パネルによる設定

対象機種：ApeosPort-V C7780/DocuCentre-V C7780 シリーズ ( 後期 (T2) モデル )
　　　　　ApeosPort-V C7775/DocuCentre-V C7775 シリーズ (後期 (T2) モデル )
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送信メールサーバー（SMTP
サーバー）を設定する
1［仕様設定］＞［ネットワーク設定］＞
［メール送受信設定］を押します。

2［SMTP サーバー設定］を押します。

3［SMTPサーバー - サーバー名/アドレ
ス］を選択し、［確認/変更］を押します。

4 表示されたキーボードでサーバー名ま
たは IP アドレスを入力し、［決定］を
押します。
補足
使用環境に応じて、［SMTP サーバー - ポート番
号］、［送信時の認証方式］、［送信時の認証ユー
ザー］、［SMTP AUTH- ログイン名］および
［SMTP AUTH- パスワード］を設定します。

5［仕様設定 /登録］画面が表示されるま
で［閉じる］を押します。

本体のメールアドレスを設定する
1［仕様設定］＞［ネットワーク設定］＞
［本体メールアドレス /ホスト名］を押
します。

2 [メールアドレス]を選択し、[確認/変
更 ]を押します。

3 表示されたキーボードでメールアドレ
スを入力し、［決定］を押します
補足
必要に応じて、［名前］、［ホスト名］、および［ド
メイン名］を設定します。

4［仕様設定 /登録］画面が表示されるま
で［閉じる］を押します。

ジョブ終了時のメール通知を
設定する
1［仕様設定］＞［共通設定］＞［ジョブ
終了時のメール通知設定］を押します。



著作者・発行：富士ゼロックス株式会社 2014 年 6月　1版　　帳票番号：ME7218J1-1 3

ファクス送信時に原稿画像、宛先、送信結果をメールで通知する

2［通知対象ジョブ］を選択し、［確認 /変
更］を押します。

3［ファクス］をチェックし、メール通知
を行う条件を選択します。

4 メールにファクス送信原稿を添付する
かどうかを選択します。モニターレ
ポートと、ここで選択した画像が PDF
ファイルでメールに添付されます。

5 各項目を設定したら、［閉じる］を押し
ます。

6［メールアドレス 1］を選択し、［確認 /
変更］を押します。

7 表示されたキーボードでメールを送信
するメールアドレスを入力し、［決定］
を押します。
補足
同様の手順で［メールアドレス２］から［メール
アドレス５］まで、通知先のアドレスを最大５箇
所まで設定できます。

8［メール本文］を選択し、［確認 /変更］
を押します。

9 表示されたキーボードでメールに付加
するコメントを入力し、［決定］を押し
ます。
補足
コメントは、半角 512 文字（全角 256 文字）以内
で設定します。

10［決定］を押します。
11［仕様設定 /登録］画面が表示されるま

で［閉じる］を押します。

12［閉じる］を押すと［再起動］画面が表
示されるので、［はい（再起動する）］
を押します。
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ここでは、CentreWare Internet Services での設
定方法を説明します。

ポートを起動する
1 Web ブラウザーのアドレス入力欄に、
本体の IP アドレス、またはインター
ネットアドレスを入力し、〈Enter〉キー
を押します。

2［プロパティ］タブを開き、表示された
画面で機械管理者IDとパスワードを入
力して［OK］をクリックします。

3［ネットワーク設定］＞［ポート起動］
をクリックします。

4［メール通知］のチェックボックスを
チェックし、［新しい設定を適用］をク
リックします。
補足
［メール通知］は、［メール送信］が停止していて
も設定が有効になります。

5 再起動を促す画面が表示されるので、
［再起動］をクリックします。

6［OK］をクリックします。

CentreWare Internet Servicesによる設定
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送信メールサーバー（SMTP
サーバー）/ 本体のメールアド
レスを設定する
1 本機が再起動したら、Webブラウザー
の再読み込みをします。

2 表示された画面で機械管理者IDとパス
ワードを入力して［OK］をクリックし
ます。

3［ネットワーク設定］＞［プロトコル設
定］＞［SMTP］を選択します。

「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

4［SMTP サーバー IP アドレス（ホスト
名）］に SMTPサーバーのアドレスを、
英数字と［.］（ピリオド）、［-］（ハイフ
ン）で、半角 128文字以内で入力しま
す。
補足
使用環境に応じて、［送信ポート番号(メール/イ
ンターネットファクス )］、［SMTP - SSL/TLS 通
信］を設定します。

5［本体メールアドレス］に本体のメール
アドレスを入力します。

6 画面下部にある［新しい設定を適用］
をクリックします。

7 再起動を促す画面が表示されるので、
［再起動］をクリックします。

8［OK］をクリックします。
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ジョブ終了時のメール通知を
設定する
1 本機が再起動したら、Webブラウザー
の再読み込みをします。

2 表示された画面で機械管理者IDとパス
ワードを入力して［OK］をクリックし
ます。

3［一般設定］＞［メール通知設定］＞
［ジョブ終了時のメール通知設定］を選
択します。

4［通知先メールアドレス］にメールを送
信するメールアドレスを入力します。
メールアドレスは、5 箇所まで指定で
きます。
補足
［プロパティ］＞［サービス設定］＞［メール］
＞［一般］＞［ドメインによる送受信制限］で、
［送受信拒否するドメインを指定］を設定してい
る場合は、設定したドメイン以外のメールアドレ
スは指定できません。

5［通知対象ジョブ］の［ファクス］に
チェックをつけ、［通知条件］でメール
通知の条件を選択します。

6［本文］にメールに付加するコメントを
入力します。
補足
コメントは、半角 512 文字（全角 256 文字）以内
で設定します。

7［ファクス送信原稿の添付］で、メール
にファクス送信原稿を添付するかどう
かを選択します。モニターレポートと、
ここで選択した画像がPDFファイルと
してメールに添付されます。

8 画面下部にある［新しい設定を適用］
をクリックします。

注意！
通知先メールアドレスは、少なくとも1つ
は必ず設定してください。
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9 再起動を促す画面が表示されるので、
［再起動］をクリックします。

10［OK］をクリックします。

ダイレクトファクスの送信結果
を通知する場合
［ジョブ終了時のメール通知設定］での設定は、通
常のファクスとダイレクトファクスの両方に有効
です。
ダイレクトファクスの場合、仕様設定画面や
CentreWare Internet Services で機械管理者が設
定した5箇所とファクスドライバーで設定した１箇
所に、メールが送信されます。
ファクスドライバーでメールの通知先を設定する
方法を説明します。

補足
以降、Windows® 7/8の設定手順を例に説明しま
す。

1［デバイスとプリンター］を開きます。
■Windows® 7 の場合
(1) コンピューターのスタートメニューから、
［すべてのプログラム］＞［デバイスとプリ
ンター］を選択します。

■Windows® 8 の場合
(1) デスクトップ画面で、［ ］+［X］キーを
押します。

(2) デスクトップ画面の左下に表示されたメ
ニューから［コントロールパネル］を選択
します。

(3)［ハードウェアとサウンド］の［デバイスと
プリンターの表示］をクリックします。
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2 ファクスアイコンを右クリックし、［印
刷設定］を選択します。

3［詳細設定］タブを開きます。

4［ジョブ終了をメールで通知］にチェッ
クをつけ、［メールアドレス］に、メー
ルを送信するメールアドレスを入力し
ます。

5［OK］をクリックします。

■ メール通知として、以下の添付文書がつきます
通知メール

モニターレポート

モニターレポートと送信された原稿画像を
PDFファイルとしてメールに添付

1ページ目 2ページ目

＊：［ファクス送信原稿の添付］の設定によって、次のイメージが添付されます。
　・先頭1ページのみ　・先頭2ページ　・全ページ

ファクス送信原稿イメージを添付*

宛先と
送信結果

1ページ目の
原稿イメージ
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