
　CentreNET AT-承認メール / CentreNET AT-承認メール Jr.(ジュニア) は、シンプルな操作性のインターネット電子メール・
クライアントソフトウェアです。従来のPOP3/SMTPの他IMAP4rev1にも対応していますので､リモートアクセスに最適なば
かりでなく、ユーザー設定をサーバーに集中させることにより1台のPCを複数のユーザーで使用することも簡単です。また、
文章表現を豊かにするためのリッチテキスト、音声メッセージの送受信など様々な機能を装備しています｡また、CentreNET
AT-承認メールは暗号メール、電子署名、承認 /回覧機能などをサポートしています。

● IMAP4rev1 対応
IMAP4rev1（RFC2060）対応の電子メールクライアントです。
これを利用することによりリモートでのアクセス、共有フォ
ルダ、グループでのパソコンの共有が容易になります。
※ この機能を実現するにはサーバー側も IMAP4rev1 に対応している必要があります。

●ユーザー設定のサーバー集中管理
ユーザー毎にクライアントPCで設定を行う従来のスタンドア
ロン設定に加え、ユーザー毎の設定情報をサーバーで集中管
理するネットワーク設定方式を用意しました。クライアント
PC毎に設定を行う必要がなく、管理者の負担を軽減すること
ができます。ネットワーク設定でインストールを行った場合
には、以下のような利点があります。
※ ネットワーク設定で使用するには IMAP4rev1に対応したメールサーバーとファイル
サーバーが必要です。１台のサーバーで兼用することも可能。

・ユーザー情報の一括登録／削除機能
表計算ソフトで作成したユーザーの一覧表を利用しサーバー
上で多数のユ―ザーを一括登録することが可能です。さらに
『CentreNET AT-Mail Server』と連動することで、サーバーアカ
ウントも同時に登録することができます。初回システム導入
時／年次単位の多数のユーザー更新もスムースに行えます。
・1台のPCを複数ユーザーで共有
ユーザー毎の設定はサーバーで管理されるため、ユーザーが
どのクライアント PCを使用しても、同じ環境で使用すること
ができます。これにより複数ユーザーで１台のPCを共有する
ことが可能となります｡
・アドレス帳共有機能
初回導入時や異動などの場合、作成したアドレス帳を一括配
布し変更することができます。アドレス帳の作成、配布はユー
ザーの一括登録と同時に行うことができ、アドレス帳の共有
を容易にします。
● 英文スペルチェッカー機能
メール上で英語文章のスペルチェックが行えます。

●暗号化/電子署名S/MIME､PGP（AT-承認メールのみ）
暗号化方式としてPGP*1に加え、電子メール暗号化プロトコル
S/MIMEに対応しています。これにより暗号化メッセージや電
子署名の送受信で重要なメッセージも電子メールで安全にや
り取りできるようになります。　
※1承認メールにはPGPの暗号エンジンは搭載しておりません。ダウンロードの詳細はPGP
国際版のホームページ（日本語版）http://ac3.aimcom.co.jp/̃ macpgp/をご覧ください。

●承認/回覧機能（AT-承認メールのみ）
AT-承認メールはメールの回覧/同報機能によりビジネスシー
ンに即した簡易ワークフローを実現しています。メールの送信
者は回覧の順序や、回覧到達時におけるコメントの受け取りの
設定が可能です。またメールの受信者それぞれに対し承認/否
認を問うことができ、その返答は自動的に送付元または次の回
覧先に送信されます。
●表現力のあるメッセージ／テンプレート機能
RTF（リッチテキストフォーマット）形式のサポートにより、文
字のフォントや色の指定など書式設定されたメッセージの送
受信ができます。また、定型文書のテンプレートを登録するこ
ともできます。
●音声メッセージ
マウスの簡単操作で音声メッセージの作成を可能にしました。
受信側も簡単なクリック動作で再生が可能です。
※ PCにはサウンドカード、スピーカー、マイクロフォン等が別途必要です｡

● AT-承認メール Jr.からAT-承認メールへのアップグレード
暗号メール、電子署名、承認/回覧機能が必要な場合『CentreNET
AT-承認メール』へアップグレードしていただくことで対応で
きます（有償）。その際には 『AT-承認メール Jr. 』で使用して
いた環境設定や受信メールなどはそのまま利用できるため簡
単にアップグレードすることが可能です。

　'99年3月現在

インターネット�
プロバイダー�

電話回線�

件名を見て読みたいメール�
だけをダウンロード�

モバイル�
外出先�

UNIXメール�
サーバー� AT-Mail Server

モデム／TA

SMTP IMAP4/SMTP

POP3/SMTP POP3/SMTP
Fire Wall



メール送信（SMTP）　     ・設定項目：宛先(To)、写し(Cc)､Bcc､　
 　                                               返信先(reply-to)､題名(subject)､
                                                    ユーザー指定ヘッダ5個設定可能　
　　　　　　　　　　　　・ファイルからのテキスト挿入
　　　　　　　 　　　　　・クリップボードからの引用付き貼り付け  　
　 　   　　　　　　　　　・署名：自動添付（自動添付禁止）、
　　　　　　　　　　　        　　　 署名は3種類まで設定可能      　
　　　　　　　　　　　　・送信メールのoutboxへの自動保存
　　　　　　　　　　　　・転送でのMIMEカプセル化
　　　　　　　　　　　　・Base64、BinHex4.0、uuencodeに対応
メール受信（IMAP4）　　 ・着信メールの問い合わせ時間：設定可能 (3分～）
　　　　　　　　　　　　・サーバーにあるメール 検索機能   　
　　　　　　　　　　　　・サーバー側でのフォルダ管理        　　
　　　　　　　　　　　　・着信時のアクション：
                                                     ウィンドウのポップアップ、
                                                     サウンド、アイコンの変化
　　　　　　　　　　　　・受信メッセージを別ウィンドウで表示
　　　　　　　　　　　　・メールアドレス・URLを下線/色付きで表示
メール受信（POP3）　　   ・APOPに対応
　　　　　　　 　　　　　・着信メールの問い合わせ時間：設定可能 (3分～）
　           　　　　　　　　　・サーバーにメールを残すかの選択
　　　　　　　　　　　　・着信時のアクション：                         　　
                                                    ウィンドウのポップアップ、サウンド、
　                                                アイコンの変化　　
　　　　　　　　　　　　・受信メッセージを別ウィンドウで表示
　　　　　　　　　　　　・メールアドレス・URLを下線/色付きで表示
メールブラウザ　　　　　 ・メールの削除、印刷、転送、返信　
　　　　　　　　　　　　・サブジェクトのMIMEヘッダ対応　
　　　　　　　　　　　　・ヘッダの表示/非表示　
　　　　　　　　　　　　・番号、題名、日時、発信者、サイズでの  ソート
送信メッセージ　　　　　・フォント名、サイズ、文字、色の設定　
                                                  （リッチテキストの対応）
　　　　　　　　　　　　・英文スペルチェッカー搭載
マルチユーザー対応　　　・複数のユーザー情報をファイルサーバで一元管理
     　　　　　　　　　　　  ・CSVファイルを使用した複数ユーザーの設
　　　　　　　　　　　　   定情報を一括登録

　　　　　　　　   　   ・送信メールの優先順位付けが可能　
                                             （高い、普通、低い、なし）
      　　　           　　      ・WAVE形式の音声メッセージサポート
回覧機能　　　 　   　     ・稟議書タイプ、報告書タイプ、
（AT-承認メールのみ）    賛否の確認タイプから選択      　　
　　　　　　　　　　　・回覧ルート指定、途中経過通知の　　
　                                    　   有無指定が可能                            　　
受信（回覧）メールに   ・承認時：次の回覧先へコメント付き
対する承認機能　                               で自動送信　　　
(AT-承認メールのみ）   ・否認時：発信者へコメント付きで
                                                               否認メッセージを送信
受信メールのフォルダ  ・フォルダによる階層管理、分類、
管理                                       自動振り分け、フォルダ間の移動、
                                               複写                                            　　
暗号化・電子署名           ・S/MIME：
（AT-承認メールのみ）    本文および添付ファイルの暗号化/
                                               復号化、電子署名
　　　                                                       *回覧機能時を除く
　　      　　　　　　　  ・PGP：
  　　　　　　　　　　　  本文の暗号化 / 復号化、電子署名
　      　　　　　　　　　　　 *リッチテキスト形式の文書使用時を除く
テンプレート機能   　    ・定型文書の登録・参照
                                           ・ルート情報の登録・参照

仕様

○CentreCOMとCentreNET はアライドテレシス（株）の登録商標です。○Windows 95は、Microsoft Windows 95 Operating systemの略称です。○Windows 98
は、Microsoft Windows 98 Operating systemの略称です。○Windows NTは、Microsoft Windows NT Operating systemの略称です。○Windows NTは、米国
Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。○MS、MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
○Microsoft及びWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。○PentiumはIntel Corporationの登録商標です。 ○S/PAY、
BSAFE(tm)、RSA公開鍵暗号システムはRSAデータセキュリティInc.の商標です。○Contains encryption software licensed from RSA Data Security,Inc. ○Adobe
およびAcrobatはアドビシステム社の商標です。○”VeriSign(tm)”はベリサイン社のトレードマークです。○”Digital ID(sm)”および”Digital ID Center(sm)”
はベリサイン社のサービスマークです。○会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。○仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合がありま
す。○ご使用の際は必ず製品に添付されたマニュアルを読んで、正しく安全にご使用ください。
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正式名称、バージョン CentreNET AT-承認メール  Ver.1.0　/　CentreNET AT-承認メール Jr.  Ver.1.0
動作環境 対応 PC ： DOS/V パソコン（OADG 仕様パソコン）
　　　　　　　　　　 　NEC  PC-98 シリ－ズまたは98互換機

対応 OS ：日本語MS-Windows®95/98、日本語MS-WindowsNT®3.51/4.0　（Server / Workstation）
対応 ネットワーク環境：上記OS標準装備のWindows Socket Version1.1（32bit 版）以上

　ネットワークプロトコルがTCP/IPであること。
CPU ：i486 66MHz以上（Pentium 133MHz以上を推奨）
メモリー ：Windows®95  16MB 以上（24MB 以上を推奨）

　　　　　　　 　Windows®98  24MB 以上（32MB 以上を推奨）
　　　　　　　　　　　　　　　　 　WindowsNT® 24MB 以上（32MB 以上を推奨）
　　　 必要ディスク容量 ： 15MB以上（20MB 以上を推奨）
              　　　 　　　　 　※音声機能を使用する場合、別途OSがサポートするサウンドカード､スピーカーマイクロフォンが必要になります。

コンフィグレーション

本製品にて暗号プロトコルにS/MIMEをご使用になる場合、
認証局の提供する認証サービスのご利用を推奨いたします。

｢AT- 承認メｰル｣オプション
　　　証明書発行ライセンス（日本ベリサイン用）
本ライセンスにて、日本ベリサイン株式会社の提供する認証サー
ビスが利用できます。

※本オプションでは、１証明書の認証サービスを一年間利用で
　きるサービス料金が含まれています。
　また、１クライアントを複数人数でご使用される場合には必要
　人数分をご購入下さい。

ネットワーク構築などのご相談は� 価格、その他製品に関しましてはホームページをご覧ください�
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〈本　　　　社〉〒１４１-８６３５ 東京都品川区東五反田4-6 -6高輪台グリーンビル TEL  03 -3443 -5640（代表） FAX  03 -3443 -2443�
〈北海道事業所〉〒060 -0807  札幌市北区北七条西4-17 -1竹山ビル TEL  011 -716 -3121（代表） FAX  011 -716 -3126�
〈東北事業所〉　〒980 -0022  仙台市青葉区五橋1-7 -15ピースビル五橋 TEL  022 -225 -1510（代表） FAX  022 -225 -1330�
〈中部事業所〉　〒460 -0002  名古屋市中区丸の内3-18 -22丸の内CTビル TEL  052 -972 -0175（代表） FAX  052 -972 -0170�
〈西日本事業所〉〒532 -0011  大阪市淀川区西中島6-1 -1新大阪プライムタワー TEL  06 -6304 -7717（代表） FAX  06 -6304 -7815�
〈九州事業所〉　〒812 -0011  福岡市博多区博多駅前2-17 -26オオエスビル TEL  092 -481 -2200（代表） FAX  092 -481 -2212�
〈沖縄営業所〉　〒900 -0015  沖縄県那覇市久茂地2-8-1 沖縄大京ビル TEL  098-863-7288（代表） FAX  098 -863 -7299�
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