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1 はじめに 

このたびは、マネージドイントラネットサービスをご契約いただき、ありがとうございます。 

 

本マニュアルでは、サービスサーバをメールサーバとして利用し、メールチェックゲートウェイサービスやメ
ールアーカイブサービスと連携させる場合、マネージメントツールにて必要となる手順を記載しています。 

 

お客さまがご加入しているサービスにより、設定値が異なりますので、ご注意ください。 

 

各サービスを利用開始するにあたり、本マニュアルにある設定手順を実施してください。 
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2 全体構成図 

サービスの構成は 4種類あります。該当の構成について、下記にあります各構成図をご覧ください。 

 

 構成１：『マネージドイントラネット』のみ 

 構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』 

 構成３：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』 

 構成４：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メールアーカイ
ブサービス』 

 

 メールチェックゲートウェイサービスとは、ウィルスチェックゲートウェイサー
ビスとスパムチェックゲートウェイサービスの 2つのサービスの総称です。 

いずれかのサービスにご加入のお客さまは、『メールチェックゲートウェイサー
ビス』に関連する設定が必要となります。 

 

構成１：『マネージドイントラネット』のみ 
 

 

 

メール 
ボックス 

 VPN 

 
サービスサーバ 

送信メール(認証無) 
SMTP（25) 

 

受信メール(smtp) 

pop 

送信メール（認証有） 
submission(587) 
SMTP over SSL(465) 

 
外部メールサーバ 外部メールクライアント 

社内メールクライアント 

送信メール(認証有) 
SMTP（25) 
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構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』 
 

メール 
ボックス 

   VPN 

サービス 
サーバ 

 

メールチェック 
ゲートウェイサーバ 

 
 

外部メールサーバ 外部メールクライアント 

社内メールクライアント 

送信メール(認証無) 
SMTP（25) 

 

受信メール(smtp) 

pop 

送信メール（認証有） 
submission(587) 
SMTP over SSL(465) 

 

送信メール(認証有) 
SMTP（25) 



 
  

  

マネージドイントラネット 

メールサーバ・DNS設定マニュアル 

7/37 2022/4/5 Version 2.0 

構成３：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』 
 

 

メール 
ボックス アーカイブ 

データ 

サービス 
サーバ 

送信メール(認証無) 
SMTP（25) 

 

受信メール(smtp) 

pop 

送信メール（認証有） 
submission(587) 
SMTP over SSL(465) 

 
外部メールサーバ 外部メールクライアント 

社内メールクライアント 

VPN 

メール 
アーカイブ 

 

送信メール(認証有) 
SMTP（25) 
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構成４：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メ
ールアーカイブサービス』 
 

 

 

 

メール 
ボックス 

ウィルス・スパム 
チェック 

アーカイブ 
データ 

サービス 
サーバ 

送信メール(認証無) 
SMTP（25) 

 

受信メール(smtp) 

spamレポート(smtp) 

pop 

送信メール（認証有） 
submission(587) 
SMTP over SSL(465) 

 
外部メールサーバ 外部メールクライアント 

社内メールクライアント 

VPN 

メール 
アーカイブ 

 

送信メール(認証有) 
SMTP（25) 
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3 メール送受信設定 
『送信設定』、『SMTP接続許可サブネット』、『中継許可サブネット』の設定値は、ご利用のサービス毎
に異なります。以下の構成を例に設定方法と各サービスの設定値について示します。  

 構成１：『マネージドイントラネット』のみ 
 構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』 
 構成３：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』 
 構成４：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メ

ールアーカイブサービス』 
 
3-1 メール送受信設定の変更 
1. 「サービスサーバ」>「サーバ設定」>「メール」>「送受信設定」の順にクリックしま

す。 

 
2. 「設定変更」ボタンをクリックし、「送受信設定（編集）」画面を開きます。 
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3-2 『送信設定』の設定 

メールクライアントがメールを送信する際に、サービスサーバ側で受信するポートとそれぞれの
受信方法を選択します。以下 3つのポート番号について、それぞれ設定を行うことができます。 

項目 値 

SMTP（25） メールサーバが送受信を行うためのポートで TCP：25ポートを使
用します。 

サブミッションポート
（587） 

メール送信のみを行うポートで TCP：587ポートを使用します。 
ご利用の際は SMTP Auth（認証）が必須となります。 

SMTP over SSL（465） メール送信の際、ユーザとメールサーバ間の通信で SSLを使用して
暗号化する機能です。 
ご利用の際は SMTP Auth（認証）が必須となります。 

 

重要   「メールアーカイブ」をご利用で『サブミッションポート（587）または SMTP 
over SSL（465）機能』をご利用の場合、「メールアーカイブ」を経由する
ことができません。この場合、「サービスサーバ」で直接認証します。 

 「メールチェックゲートウェイ」をご利用で外部メールクライアントより『認
証機能』にてメール送信を行う場合、「メールチェックゲートウェイ」は経
由できません。 

 『STARTTLS』や『SMTP over SSL』など暗号化機能をご利用の場合、別途
SSLサーバ証明書のインストールが必要となります。 

 

 
 

以上で、送信設定の設定は完了です。 
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3-3 『アクセス制御』の設定 

以下の項目について、それぞれ設定を行うことができます。 

項目 説明 

SMTP許可サブネット SMTPで特定の IPアドレスからのみ接続を許可する設定です。 
メールチェックゲートウェイサービスやメールアーカイブサービス
にご加入の場合はこちらに該当サーバの IPアドレスを入力します。 

中継許可サブネット メールの送信許可サブネットを設定する項目です。 
SMTP AUTHをご使用する場合は設定を入れる必要はございません
が、LAN内から自ドメイン以外のメールサーバにメールを送れるよ
うにするため、LAN側サブネットを追加したり、外部のメールサー
バからメール送信を許可する時などに追加する必要がございます。 

 

  SMTP接続制限とメーリングリストや PRA PLUSをご使用する場合、メーリ
ングリストや PRA PLUSのプログラムがローカルホスト内でメールの送受信
を行うため、接続許可サブネットに「127.0.0.1/32」を追加する必要がござ
います。 

 アクセス制御は『SMTP（25）』にのみ有効です。 

 『サブミッションポート（587）』、『SMTP over SSL（465）』には反映
されませんのでご注意ください。 

 

 

以上で、アクセス制御の設定は完了です。 
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3-4 各構成の設定例 
以下に各構成毎の設定例を示します。 

【設定例一覧】 

構成１『マネージドイントラネット』のみのご利用 

メール送信時の SMTP認証なし、暗号化なしの場合はこちら【設定例１】 

メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化なしの場合はこちら【設定例２】 

メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化あり（必須）の場合はこちら【設定例３】 
 
構成２『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』のご利用 

メール送信時の SMTP認証なし、暗号化なしの場合はこちら【設定例４】 

メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化なしの場合はこちら【設定例５】 

メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化あり（必須）の場合はこちら【設定例６】 
 
構成３『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』のご利用 

メール送信時の SMTP認証なし、暗号化なしの場合はこちら【設定例７】 

メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化なしの場合はこちら【設定例８】 

メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化あり（必須）の場合はこちら【設定例９】 
 
構成４『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メールア
ーカイブサービス』のご利用 

メール送信時の SMTP認証なし、暗号化なしの場合はこちら【設定例１０】 

メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化なしの場合はこちら【設定例１１】 

メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化あり（必須）の場合はこちら【設定例１２】 
 

  上記の例は認証や暗号化を必須にする例となっております。認証や暗号化を
強制せずにどちらも受け付けるように設定することも可能です。 

 外部からは認証必須だが、社内からのメール送信時は認証なしの場合 

→各構成例（２、３、５、６、８、９、１１、１２）の中継許可サブネットに「LAN
側サブネット」を追加することで社内 PC から認証しなくともメール送信が行え
るようになります。 

 暗号化を必須とせず、送信ポートによって使い分ける場合 

→各構成例（３、６、９、１２）の送信設定項目にてサブミッションポートを「使
用する／使用する／使用する」と設定することで、暗号化を使用するポート
（587）と使用しないポート（465）で分けてご利用いただくことが可能です。 
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【設定例 1】構成１：『マネージドイントラネット』のみのご利用で、メール送信時の SMTP 認証なし、
暗号化なしの場合       DNS設定は、DNS構成 1へ 

 

【設定例 2】構成 1：『マネージドイントラネット』のみのご利用で、メール送信時の SMTP認証あり（必
須）、暗号化なしの場合      DNS設定は、DNS構成 1へ 
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【設定例 3】構成 1：『マネージドイントラネット』のみのご利用で、メール送信時の SMTP認証あり（必

須）、暗号化あり（必須）の場合     DNS設定は、DNS構成 1へ 

 
【設定例 4】構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』のご利用

で、メール送信時の SMTP認証なし、暗号化なしの場合   DNS設定は、DNS構成２へ 
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【設定例 5】構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』のご利用

で、メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化なしの場合  DNS設定は、DNS構成２へ 

 
【設定例 6】構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』のご利用

で、メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化あり（必須）の場合  DNS設定は、DNS構成２へ 
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【設定例 7】構成 3：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』のご利用で、メール

送信時の SMTP認証なし、暗号化なしの場合    DNS設定は、DNS構成３へ 

 
【設定例 8】構成 3：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』のご利用で、メール

送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化なしの場合    DNS設定は、DNS構成３へ 
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【設定例 9】構成 3：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』のご利用で、メール

送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化あり（必須）の場合   DNS設定は、DNS構成３へ 

 
【設定例 10】構成４：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メ

ールアーカイブサービス』のご利用で、メール送信時の SMTP認証なし、暗号化なしの場合 

DNS設定は、DNS構成４へ 
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【設定例 11】構成４：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メ

ールアーカイブサービス』のご利用で、メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化なしの場合 

DNS設定は、DNS構成４へ 

 
【設定例 12】構成４：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メ

ールアーカイブサービス』のご利用で、メール送信時の SMTP認証あり（必須）、暗号化あり（必須）の場

合       DNS設定は、DNS構成４へ 
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3-5 メール送受信設定の保存 

1. 「送受信設定(編集)」画面で「保存」ボタンをクリックします。実際の設定はこの時に

反映されます。 

 
2. 「保存」ボタンをクリック後、設定完了メッセージが表示されます。 

 
以上で、メール送受信設定の保存は完了です。 
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4 DNS設定 

マネージドイントラネットの DNSをお使いの場合、各メールサービスを利用するにあたり DNS の設

定変更が必要となります。設定値は、ご加入のメールサービスにより異なります。以下に、設定方法

と各サービスの設定値について示します。 

4-1  DNS設定変更 

1. 「サービスサーバ」＞「サーバ設定」＞「DNS」の順にクリックします。 

 

2. 「設定変更」ボタンをクリックし、「DNS（編集）」画面を開きます。 
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3. EditController の「詳細編集」ボタンをクリックします。 
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4-2 レコードの変更 
「MXレコード」や「Aレコード」の情報は、ご加入のメールサービスにより異なります。 

各メールサービス毎の設定値については、「4-3各サービスの DNS設定表と設定例」をご覧くだ

さい。 

 
以上で、レコードの変更は完了です。

設定値は、「4-3各サービスの DNS設定表と設定例」を 

ご覧ください 
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4-3 各サービスの DNS設定表と設定例 

各構成・サービスの DNS設定表と設定例については以下の内容となります。 

構成 利用サービス 

DNS設定 

MXレコード 
メールサーバ
(FQDN)の値 

Aレコードの値 

構成１ マネージドイントラネットのみ サービスサーバの

サーバ名(FQDN) 

サービスサーバの

WAN側 IP 

(※注 2) 

構成２ マネージドイントラネット ＋ 

メールチェックゲートウェイサービス 

メールチェックゲ

ートウェイサーバ

名 

(※注 1) 

必要なし 

構成３ マネージドイントラネット ＋ 

メールアーカイブサービス 

メールアーカイブ

サーバのサーバ名

(FQDN) 

メールアーカイブサ

ーバのWAN側 IP 

(※注 2) 

構成４ マネージドイントラネット ＋ 

メールアーカイブサービス ＋ 

メールチェックゲートウェイサービス 

メールチェックゲ

ートウェイサーバ

名 

(※注 1) 

必要なし 

 

 ※注 1 

 メールチェックゲートウェイサービス開通時に、弊社からお客さま宛に
「【bit-drive】メールチェックゲートウェイサービス開始のお知らせ」とい
った件名で、開通メールを送付しております。 

 開通メールには、お客さまに割り当てられているメールチェックゲートウェ
イのサーバ名の記述がございます。 

 『vcgwpX.bit-drive.ne.jp』と『vcgwsY.bit-drive.ne.jp』と 2 つのサーバ
名がございます。(Xと Yは数字) 

※注 2 

 WAN側 IPアドレスの確認方法は、『4-5 WAN側 IPアドレスの確認』をご
覧ください。 
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以下に、各サービスの設定例を示します。ここで示す「ドメイン名」、「レコード名」、
「IP アドレス」はすべて設定例となっております。実際の設定では、お客さまの環境に
合わせた設定値にしてください。 

 
 構成１：『サービスサーバ』 

追加するレコードは以下となります。 

項目 入力値 

レコード MX 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

優先度 10 

メールサーバ(FQDN) お客さまメールサーバ(FQDN) 

レコード A 

ホスト名 お客さまメールサーバ(FQDN) 

IPアドレス サービスサーバのWAN側 IPアドレス 
 

 

 構成２：『サービスサーバ』＋『メールチェックゲートウェイサーバ』 

追加するレコードは以下となります。 

項目 入力値 

レコード MX 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

優先度 10 

メールサーバ

(FQDN) 

プライマリメールチェックゲートウェイサーバ名 
【ゲートウェイサーバ名の例】vcgwpX.bit-drive.ne.jp. (Xは数字) 

レコード MX 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

優先度 20 

メールサーバ

(FQDN) 

セカンダリメールチェックゲートウェイサーバ名 
【ゲートウェイサーバ名の例】vcgwsY.bit-drive.ne.jp. (Yは数字) 

サービスサーバのWAN側 IPアドレス 



 
  

  

マネージドイントラネット 

メールサーバ・DNS設定マニュアル 

25/37 2022/4/5 Version 2.0 

 

 

 構成３：『サービスサーバ』＋『メールアーカイブサーバ』 

追加するレコードは以下となります。 

項目 入力値 

レコード MX 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

優先度 10 

メールサーバ(FQDN) お客さまメールサーバ(FQDN) 

レコード A 

ホスト名 お客さまメールサーバ(FQDN) 

IPアドレス メールアーカイブサーバのWAN側 IPアドレス 
 

 メールアーカイブサーバのWAN側 IPアドレス 
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 構成４：『サービスサーバ』＋『メールチェックゲートウェイサーバ』＋『メールアーカイ

ブサーバ』 

追加するレコードは以下となります。 

項目 入力値 

レコード MX 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

優先度 10 

メールサーバ

(FQDN) 

プライマリメールチェックゲートウェイサーバ名 
【ゲートウェイサーバ名の例】vcgwpX.bit-drive.ne.jp. (Xは数字) 

レコード MX 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

優先度 20 

メールサーバ

(FQDN) 

セカンダリメールチェックゲートウェイサーバ名 
【ゲートウェイサーバ名の例】vcgwsY.bit-drive.ne.jp. (Yは数字) 
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4-4 レコードの保存 
1. レコードの編集が終了したら、「設定内容を反映して戻る」ボタンをクリックし、「DNS

（編集）」画面に戻ります。 

 

2. 「DNS（編集）」画面で「保存」ボタンをクリックします。実際の設定はこの時に変更さ
れます。 
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3. 「保存」ボタンをクリック後、設定完了メッセージが表示されます。 

 
 以上で、レコードの保存は完了です。 
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4-5 (参考情報) WAN側 IPアドレスの確認 
サービスサーバの、WAN 側 IPアドレスを確認する手順について示します。また、サービスサー

バ以外のサーバについても、同様の手順にてWAN側 IPアドレスを確認することができます。 

1. 「サービスサーバ」＞「運用管理」＞「ステータス」＞「システムステータス」の順に
クリックします。 

 
2. WAN側 IPアドレスを確認します。 
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4-6 (参考情報) SPFレコードの設定について 
SPFレコード設定については、以下の内容となります。 

  SPF レコードの設定は、送信ドメイン認証を行いたいお客さまのみ実施くだ
さい。サービスを開始するうえで必須の項目ではなく、補助的な設定となり
ます。 

 

 SPFとは 

 送信ドメイン認証 SPFレコードとは、メールを送信するサーバの情報を DNS
サーバ上で公開し送信されたメールのドメイン名とDNSサーバのSPFレコー
ド(メール送信元 IPアドレス)との整合性を受信サーバ側で確認することで、
そのメールが正当なメールサーバから送信されたものかを認証する技術で
す。 

 これにより、正当なメールサーバから送信されたメールと「なりすましメー
ル」とを判別することが可能となります。そのためには送信されているメー
ルのドメイン (エンベロープ From) と送信 IPアドレスの関連を SPFレコー
ドに記述していただく必要がございます。 

 メールチェックゲートウェイサービスでは、現在のところ SPF 認証を行って
おりません。 

 

構成 利用サービス 
DNS設定 

TXTレコードのテキスト 

構成１ マネージドイントラネットのみ "v=spf1 ip4:サービスサーバの IP アド

レス ~all" 

構成２ マネージドイントラネット ＋ 

メールチェックゲートウェイサービス 

"v=spf1 

include:_mcgwspf.bit-drive.ne.jp 

ip4:サービスサーバの IPアドレス ~all" 

構成３ マネージドイントラネット ＋ 

メールアーカイブサービス 

"v=spf1 ip4:サービスサーバの IP アド

レス ~all" 

構成４ マネージドイントラネット ＋ 

メールアーカイブサービス ＋ 

メールチェックゲートウェイサービス 

"v=spf1 

include:_mcgwspf.bit-drive.ne.jp 

ip4:サービスサーバの IPアドレス ~all" 
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以下に、サービス毎の SPFレコードの入力例を示しますので、参考にして設定をお願いします。 

 

 構成１：『マネージドイントラネット』のみ 

項目 入力値 

レコード TXT 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

テキスト "v=spf1 ip4:サービスサーバのWAN側 IPアドレス ~all" 

 

 
 

 

 構成２：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』 

項目 入力値 

レコード TXT 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

テキスト "v=spf1 include:_mcgwspf.bit-drive.ne.jp ip4:サービスサーバ
のWAN側 IPアドレス ~all" 
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 構成３：『マネージドイントラネット』＋『メールアーカイブサービス』 

項目 入力値 

レコード TXT 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

テキスト "v=spf1 ip4:サービスサーバのWAN側 IPアドレス ~all" 

 

 
 

 構成４：『マネージドイントラネット』＋『メールチェックゲートウェイサービス』＋『メ

ールアーカイブサービス』 

項目 入力値 

レコード TXT 

ドメイン名 お客さまドメイン名 

テキスト "v=spf1 include:_mcgwspf.bit-drive.ne.jp ip4:サービスサーバ
のWAN側 IPアドレス ~all" 

 

 

 

 以上で、SPFレコードの設定は完了です。 
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5 リレー設定 

リレー設定をすることで、サービスサーバが受信したメールをほかのメールサーバに転送する

ことが可能です。 

  本設定は、メールチェックゲートウェイサーバや別のメールサーバに、メー
ルを転送する場合に必要な設定となります。サービスサーバから別のメール
サーバに転送しない場合には、設定する必要はございません。 

 

5-1 リレー設定変更 

1. 「サービスサーバ」＞「サーバ設定」＞「メール」＞「リレー設定」の順にクリックし
ます。 

 

2. 「設定変更」ボタンをクリックし、「リレー設定（編集）」画面を開きます。 
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5-2 他ドメインのリレー先の設定 

「他ドメインのリレー先(上位リレー)」に必要な情報を設定します。 
設定値については、「5-3 各サービスのリレー設定表」をご確認ください。 
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5-3 各サービスのリレー設定表 

各構成毎のリレー設定は、以下の内容となります。 
 

構成 利用サービス 
リレー設定 

他ドメインのリレー先(上位リレー) 

構成１ マネージドイントラネットのみ 基本的に、設定の必要はありません。 

ただし、別のメールサーバへ転送する場

合、転送先メールサーバのホスト名を記

述します。 

構成２ マネージドイントラネット ＋ 

メールチェックゲートウェイサービス 

メールチェックゲートウェイ サーバ名

(※注) 

構成３ マネージドイントラネット ＋  

メールアーカイブサービス 

基本的に、設定の必要はありません。 

ただし、別のメールサーバへ転送する場

合、転送先メールサーバのホスト名を記

述します。 

構成４ マネージドイントラネット ＋ 

メールアーカイブサービス ＋  

メールチェックゲートウェイサービス 

メールチェックゲートウェイ サーバ名

(※注) 

 

 
※注 

 メールチェックゲートウェイサービス開通時に、弊社からお客さま宛に
「【bit-drive】メールチェックゲートウェイサービス開始のお知らせ」とい
った件名で、開通メールを送付しております。 

 この開通メールに、お客さまに割り当てられているメールチェックゲートウ
ェイのサーバ名の記述がございます。『vcgwpX.bit-drive.ne.jp』と
『vcgwsY.bit-drive.ne.jp』と 2つのサーバ名がございます。(Xと Yは数字) 

 リレー設定では『vcgwpX.bit-drive.ne.jp』(Xは数字)のサーバ名のみ使用し
ます。 

 『vcgwsY.bit-drive.ne.jp』(Yは数字)のサーバ名は使用いたしません。 

 【ゲートウェイサーバ名の例】 vcgwpX.bit-drive.ne.jp (X は数字) 
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5-4 リレー設定の保存 

 

  構成２と構成４のみ、本設定が必要となります。 

1. 「保存」ボタンをクリックし、設定を保存します。実際の設定はこの時に変更されます。 

 

2. 「保存」ボタンをクリック後、設定完了メッセージが表示されます。 

 

以上で、リレー設定の保存は完了です。 
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6 各種参考情報 

弊社が提供しているマニュアル・よくあるお問い合わせ内容については、以下のページを参照し
てください。 

 

 マネージドイントラネットに関するマニュアル・ソフトウェアダウンロード 

https://www.bit-drive.ne.jp/support/download/index.html 

 

 マネージドイントラネットに関するよくあるご質問(FAQ) 

https://faq2.bit-drive.ne.jp/support/traina-faq/ 

 

 その他、弊社が提供しているサービスに関するマニュアル・よくあるお問い合わせ 

https://www.bit-drive.ne.jp/support/index.html 

 

 

https://www.bit-drive.ne.jp/support/download/index.html
https://faq2.bit-drive.ne.jp/support/traina-faq/
http://www.bit-drive.ne.jp/support/index.html
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