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運用編：自動削除設定してみましょう

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～るの自動削除設定についてご説明いたします。
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フレッツ・あずけ～るの有料プランをご契約のご契約者（管理者）は、パソコンのブラウザ
から自動削除の設定が可能です。

機能名称 機能概要 参照先

自動削除

本サービス上にバックアップしたファイル／フォ
ルダについて、あらかめ設定した日にち（最終保
存日または手動で指定した日）から指定期間が経
過した時点で削除を行う機能

「１．自動削除」を参照
ください。

本書について０
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自動削除設定画面が表示されます。

※「自動削除設定」ボタン

フレッツ・あずけ～るにバックアップされているファイルを自動削除します。
自動削除の対象とするフォルダ／ファイルを選択し、ファイルの最終更新日、または指定のカウント開始日から一
定期間経過したファイルを自動的に削除することができます。

設定画面が表示されますので、自動削除の設定を行います。

[１]
自動削除の設定で「する」
にチェックを入れます。

[２]
自動削除事前メール通知の設定状況を
確認します。
※自動削除の30日前、15日前、5日前に
事前通知をお知らせする機能の
設定状況となります。

設定を変更したい場合は「変更」を
クリックします。
※詳細は、「Ⅰ．メール通知設定を
変更する場合」を参照ください。

自動削除設定１

１. 自動削除設定（フォルダ選択時）
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Ⅰ．メール通知設定を変更する場合

[1]
自動削除設定画面の自動削除事前メール通知
項目にある「変更」をクリックします。

自動削除事前メール通知設定画面が表示されます。

[２]
自動削除事前メール通知する／しない
を選択します。

[３]
自動削除事前メール通知する場合、
追加する方法を選択します。
※アドレス帳からも選択可能です。
※最大５件まで登録可能です。

[４]
自動削除事前メール通知する場合、
通知先を確認してください。
※「×」をクリックすることで、
通知先を削除することが可能です。

[５]
設定を確認し、「設定する」を
クリックします
※画面が閉じ、自動削除設定画面が表示
されます。

１. 自動削除設定（フォルダ選択時）

自動削除設定１
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[３]
カウント開始日を設定します。

■個々のファイルの保存日にする
選択されているフォルダ内の
個々のファイルの最終保存日が
カウント開始日となります。
※設定されたフォルダ内の全ファイル
とサブフォルダ内の全ファイルが
対象となります。
（設定されたフォルダと
サブフォルダ自体は
削除されません。）

■一律で設定する
カウント開始日を日付指定できます。
※詳細は、「Ⅱ．カウント開始日を
「一律で設定する」場合」
を参照ください。

※設定されたフォルダならびにその
配下の全フォルダ、全ファイルも
削除されます。

Ⅱ．カウント開始日を「一律で設定する」場合

[1]
カウント開始日項目で
「一律で設定する」を選択します。

[２]
日付選択可能となるため、
カウント開始日に指定したい日付を設定
してください。
※カレンダーからも選択可能です。

１. 自動削除設定（フォルダ選択時）

自動削除設定１
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[４]
自動削除の実行を設定します。
※カウント開始日から、何日後、
または何年度に自動削除するか
設定します。

■年指定
１～８年を選択可能です。

■日数指定
0～3000日まで入力可能です。

[５]

注意事項を確認してください。

[６]

注意事項を確認し、問題がなければ、

「上記内容をチェックしました」

にチェックをいれてください。

[７]

「次へ」ボタンクリックしてください。

自動削除設定確認画面が表示されます。

１. 自動削除設定（フォルダ選択時）

自動削除設定１
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以下の場合、確認画面上部にメッセージが表示されますのでご注意ください。

◆指定した削除予定日をすでに超過しているファイルやフォルダが存在する場合
「指定されたフォルダにはデータ保存期間を経過したファイルがすでに存在しています。
設定するとすぐに削除されますが、よろしいですか？」

◆削除予定日が現在から30日以内に設定されるファイルが存在する場合
「削除予定日が30日以内に設定されているファイルが存在しています。
設定してもよろしいですか？」

こんな時は?

[８]
自動削除設定確認画面が表示されます。
設定内容を確認してください。

[9]
設定内容に問題が無い場合は、

「設定する」ボタンを

クリックしてください。

自動削除設定が実施され、

画面が閉じます。

１. 自動削除設定（フォルダ選択時）

自動削除設定１

注意事項!

下記のフォルダ配下のファイル／フォルダは、自動削除設定できません。
・「契約者間同期フォルダ」
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自動削除設定画面が表示されます。

設定画面が表示されますので、自動削除の設定を行います。

自動削除設定画面が表示されます。

[２]
自動削除事前メール通知の設定状況を
確認します。
※自動削除の30日前、15日前、5日前に
事前通知をお知らせする機能の
設定状況となります。

設定を変更したい場合は「変更」を
クリックします。

※詳細は、１. 自動削除設定（フォルダ
選択時）の「Ⅰ．メール通知設定を
変更する場合」を参照ください。

[１]
自動削除の設定で「する」
にチェックを入れます。

２.自動削除設定（ファイル選択時）

自動削除設定１
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Ⅲ．カウント開始日を「ファイルの保存日以外を設定する」場合

[２]
日付選択可能となるため、
カウント開始日に指定したい日付を設定
してください。
※カレンダーからも選択可能です。

[３]
カウント開始日を設定します。

■ファイルの保存日（最終保存日）にする
選択されているファイルの最終保存日が
カウント開始日となります。

■ファイルの保存日以外を設定する
カウント開始日を日付指定できます。
※詳細は、「Ⅲ．カウント開始日を
「ファイルの保存日以外を設定する」
場合」を参照ください。

[1]
カウント開始日項目で
「ファイルの保存日以外を設定する」を
選択します。

２.自動削除設定（ファイル選択時）

自動削除設定１
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[４]
自動削除の実行を設定します。
※カウント開始日から、何日後、
または何年度に自動削除するか
設定します。

■年指定
１～８年を選択可能です。

■日数指定
0～3000日まで入力可能です。

[５]

注意事項を確認してください。

[６]

注意事項を確認し、問題がなければ、

「上記内容をチェックしました」

にチェックをいれてください。

[７]

「次へ」ボタンクリックしてください。

自動削除設定確認画面が表示されます。

２.自動削除設定（ファイル選択時）

自動削除設定１
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以下の場合、画面上部にメッセージが表示されますのでご注意ください。

◆指定した削除予定日をすでに超過しているファイルやフォルダが存在する場合
「指定されたフォルダにはデータ保存期間を経過したファイルがすでに存在しています。
設定するとすぐに削除されますが、よろしいですか？」

◆削除予定日が現在から30日以内に設定されるファイルが存在する場合
「削除予定日が30日以内に設定されているファイルが存在しています。
設定してもよろしいですか？」

こんな時は?

[８]
自動削除設定確認画面が表示されます。
設定内容を確認してください。

[9]
設定内容に問題が無い場合は、

「設定する」ボタンを

クリックしてください。

自動削除設定が実施され、

画面が閉じます。

２.自動削除設定（ファイル選択時）

自動削除設定１

注意事項!

下記のフォルダは配下のファイル／フォルダは、自動削除設定はできません。
・「契約者間同期フォルダ」配下
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自動削除設定画面で、自動削除の解除が可能です。

[１]
自動削除設定を解除したい
フォルダ／ファイルを選択肢、
「自動削除設定」をクリックします。

[２]
自動削除設定画面が表示され、
現在の自動削除設定が表示されます。

自動削除の設定で「しない」
にチェックを入れます。

３.自動削除設定解除

自動削除設定１
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[３]

注意事項を確認してください。

[４]

注意事項を確認し、問題がなければ、

「上記内容をチェックしました」

にチェックをいれてください。

[５]

「次へ」ボタンクリックしてください。

自動削除設定確認画面が表示されます。

[６]
自動削除設定確認画面が表示されます。
設定内容を確認してください。

[７]
設定内容に問題が無い場合は、

「設定する」ボタンを

クリックしてください。

自動削除設定の解除が実施され、

画面が閉じます。

３.自動削除設定解除

自動削除設定１
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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。


