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運用編：基本機能

このたびはフレッツ・あずけ～るをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

本ガイドではフレッツ・あずけ～るの基本機能についてご説明いたします。

◆フレッツ・あずけ～るＰＲＯプランについては、別途

「フレッツ・あずけ～るＰＲＯプランご利用ガイド 導入編」をご参照下さい。

第８．０版

フレッツ・あずけ～る ご利用ガイド

http://www.ntt-east.co.jp/?link_eastid=ins_h001


ご利用ガイドについて

①：サービス概要編 ②：導入編

③ ：運用編基本機能 ④：運用編各機能

フレッツ・あずけ～るサービスの概要 ご利用開始するまでの手順についての説明
フレッツ・あずけ～るご契約後にご覧ください。

ファイル操作や自動バックアップの基本的な機能の説明
フレッツ・あずけ～るご利用開始後、まずは本資料をご
覧ください。

フレッツ・あずけ～る各機能の説明
フレッツ・あずけ～るが提供する各種機能をご
利用になる際にご覧ください。

本書



版 年月 改訂内容 改訂箇所

8.0版 2020年7月 Webブラウザ編7.0版を機能別に分冊しました

手順簡略化に伴い、ファイルのバックアップおよびファイルの削除の操作手順
を更新しました。

第2章 1節

第2章 4節

改定履歴
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本書では、フレッツ・あずけ～るの基本機能について、以下の順で説明します。

※ご利用開始状態になっていない場合は、「フレッツ・あずけ～るご利用ガイド 導入編」
を参照しご利用を開始してください。

①パソコンのブラウザから
ログイン

②パソコンのブラウザから
ファイル操作

③あずけ～る専用ツールから
自動バックアップ

※すでにログイン済みの場合は、②に進んでください。

はじめに０
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パソコンのブラウザでフレッツ・あずけ～るにログインし、オンラインストレージ領域内の
ファイルを操作します。

パソコンのブラウザからログイン１

ログインID,パスワードを入力し、ログインします

※フレッツ・あずけ～る ログイン画面
https://www.azukeru.flets-east.jp/pc/li/login/

メイン画面が表示されたらログイン完了となります



6

★フレッツ・あずけ～るにログイン後、下記お知らせが表示されます。

①容量のお知らせ ②NTT東日本からのお知らせ
※月始めのご利用時に使用容量をお知らせします。 ※NTT東日本のフレッツ・あずけ～るから

お得な情報などをお知らせします。

③同期フォルダ更新のお知らせ(※有料プランのみ)
※メンバーに登録されている同期フォルダ内で
更新があった場合にお知らせします。

お役立ち情報

パソコンのブラウザからログイン１
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フレッツ・あずけ～るのファイル操作の基本操作として、以下の順でファイル操作を実施し
ます。

(１)ファイルのバックアップ

(２)ファイルのダウンロード

(３)フォルダ作成

(４)ファイル削除

ファイル操作２
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手順の流れ

バックアップ
ファイルの選択
・タグ付け

１

マイフォルダ画面

（１）ファイルのバックアップ

「ファイルの選択」ボタンをクリックし、バックアップするファイルを選択します

ファイル操作２

バックアップ完了

２

マイフォルダ画面より「ファイルをバックアップ」ボタンをクリックします

マイフォルダにファイルをバックアップします。
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（１）ファイルのバックアップ

バックアップ対象ファイルの確認を行い、「バックアップする」ボタンをクリックします
※必要に応じてタグを指定してください

※選択したファイルを対象ファイルから削除したい場合、「削除」ボタンをクリックしてください。

★タグとは？

・あずけ～る上でファイルを検索できるように
するために、任意のタグを付与可能です。

ファイル操作２
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（１）ファイルのバックアップ

マイフォルダ画面が表示されます
バックアップされたファイルを確認してください

ファイル操作２
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手順の流れ

パソコンの
保存先選択

ダウンロード完了

１フォルダ画面等
ダウンロードするファ
イル／フォルダ選択

２

（２）ファイルのダウンロード

マイフォルダに保存されたファイルをダウンロードします。
ダウンロードするファイルを選択し、ダウンロードを実行してください。

ダウンロードするファイルを選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします

画面下部に保存用の画面が表示されるため、「保存」ボタンをクリックします
※以下はEdgeの表示例です

ダウンロードしたいファイルの
チェックボックスをチェック

します。

ファイル操作２
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（２）ファイルのダウンロード

ファイルの保存先のフォルダを開き、ファイルがダウンロードされていることを確認して
ください

ファイル操作２
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マイフォルダにフォルダを作成します。

手順の流れ

フォルダ名入力 作成完了

１ ２

フォルダ画面等

（３）フォルダ作成

フォルダ名作成入力画面が表示されるので、フォルダ名を入力し、「作成する」ボタンを
クリックします

ファイル操作２

「新規フォルダ作成」ボタンをクリックします
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（３）フォルダ作成

フォルダ作成が完了するとマイフォルダが表示されますので、作成したフォルダが表示さ
れることを確認してください

ファイル操作２
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マイフォルダからファイルを削除します。

手順の流れ

削除確認 削除完了

１フォルダ画面等
削除するファイル／
フォルダ選択

２

（４）ファイル削除

削除するファイルを選択し、「削除」ボタンをクリックします

削除するファイル／フォルダを確認し、「削除する」ボタンをクリックします

ファイル操作２
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（４）ファイル削除

ブラウザからの基本的なファイル操作説明は以上です。

続いて、あずけ～る専用ツールからの
自動バックアップ設定について説明します。

削除が完了するとマイフォルダ画面が表示されます
マイフォルダ画面でファイルが削除されていることを確認します

ファイル操作２
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あずけ～る専用ツールの自動バックアップ設定を以下の順で実施します。

(2)ログイン

(3)自動バックアップ設定

(1)あずけ～る専用ツールの
ダウンロード・インストール

(4)自動バックアップ実行確認

あずけ～る専用ツール３
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（１）あずけ～る専用ツールのダウンロード・インストール

あずけ～る専用ツールご利用には、ダウンロードとインストールが必要となります。

ダウンロードサイトにアクセスし、ダウンロードを実施します。

※あずけ～る専用ツールダウンロードサイト
https://flets.com/azukeru/login/download.html

あずけ～る専用ツールの「インストールはこちら」をクリックし、ダウンロードします

あずけ～る専用ツール３

お使いのPCがWindowsの場合は「FletsAzukeruPC_Setup.exe」を、Macの場合は
「FletsAzukeruPC_Setup.pkg」を実行します。画面に表示される手順に従ってインス
トールを実施してください



19

（２）ログイン

あずけ～る専用ツールでログインするために、あずけ～る専用ツールを起動します。

デスクトップに表示されている「あずけ～る専用ツール」のアイコンをダブルクリックし、
ツールを起動します

あずけ～る専用ツール３

ログインID,パスワードを入力し、ログインします
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（３）自動バックアップ設定

ログイン後、自動バックアップ設定が表示されます。
以下の手順で自動バックアップ設定を行ってください。

パソコン名など、どのパソコンからのバックアップか判別できる名前を入力し、
「次へ」ボタンをクリックします ※①保存先フォルダ設定(機器設定)]

自動バックアップするパソコン上のフォルダを指定し、「次へ」ボタンをクリックします
※②バックアップ元フォルダ設定

あずけ～る専用ツール３
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（３）自動バックアップ設定

自動バックアップの周期とバックアップ実行時間を指定し、「設定完了」ボタンをクリッ
クします

「毎日」か「曜日」を
指定してください

バックアップ実行時間を
指定してください

※３つまで指定可能です

ファイル／フォルダリスト画面が表示されたら、自動バックアップ設定は完了です

あずけ～る専用ツール３

あずけ～る上に自動バックアップが実行されるフォルダは
以下となります

オンラインストレージ
/自動バックアップフォルダ
/[①保存先フォルダ設定(機器設定)]

/[②バックアップ元フォルダ設定]で設定したフォルダ

※（[①保存先フォルダ設定(機器設定)]を「MBP」に、
[②バックアップ元フォルダ設定]で設定したフォルダを
「Documents」に設定した例です。）
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（４）自動バックアップ実行確認

自動バックアップ実行結果の確認として、実行履歴を確認します。

「メニュー」をクリック後、「履歴表示」をクリックし、自動バックアップの履歴画面を
表示します

実行した自動バックアップが
完了したことを

確認してください。

確認したい自動バックアップの「詳細」ボタンをクリックし、各ファイル／フォルダの自
動バックアップ結果を確認します

各ファイル／フォルダの
自動バックアップが
完了したことを

確認してください。

あずけ～る専用ツール３
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（４）自動バックアップ実行確認

実際に自動バックアップが保存されているフォルダを参照し、
自動バックアップの実行確認をします

自動バックアップは以下のフォルダに保存されます。

オンラインストレージ
/自動バックアップフォルダ

/[①保存先フォルダ設定(機器設定)]
/[②バックアップ元フォルダ設定]で設定したフォルダ

あずけ～る専用ツールでフォルダを開き、バックアップ元フォルダと同じファイルが自動
バックアップが実行されているか確認してください

（[①保存先フォルダ設定(機器設定)]を「MBP」に、
[②バックアップ元フォルダ設定]で設定したフォルダを「Documents」
に設定した例です。）

あずけ～る専用ツール３
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0120-580600

フレッツ・あずけ～るに関するお問い合わせ先

お問い合わせセンタ

【午前９：００～午後９：００（年末年始を除き、年中無休）

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※サービスのお申込はできません。


