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１1. e-Parcel VCN-AX3.0 概要
このたびは、ｅ・パーセル電子宅配便サービスを導入いただき誠にありがとうございます。本製品
『e-Parcel VCN-AX3.0』は、従来の製品 VCN-AX2.0 と同様に顧客システムの自動化をコンセプトとして開
発された製品であり、また、ｅ・パーセル電子宅配便サービスをお客様の業務システムの中に組み込んで
高度な利用ができるよう、様々な API をご提供いたしております。また、ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェ
アをご利用ユーザだけでなく、ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザご利用ユーザとの相互通信も可能で
す。
Windows プラットフォームで動作し、バックグラウンドで、ファイル/フォルダを自動的に送信する、また、
受信した添付ファイル/フォルダを自動的にフォルダへ移動することができる Windows サービスプログラ
ムです。
ユーザは e-Parcel プログラムの存在を意識することなく、ｅ・パーセル電子宅配便サービスのセキュア自
動化デジタル配送が可能となります。

e-Parcel VCN-AX3.0 とは？
e-Parcel VCN-AX3.0 は、当社が新設計した次世代データ配送エンジンをベースとして、従来の製品
VCN-AX2.0 の持つ各種自動化機能を継承した新しいクライアントソフトウェアです。
※e-Parcel VCN-AX3.0 は、e-Parcel VCN-CommCenter7.0（ソフトウェア）および VCN-Web（ブラウザタイプ）との相互通
信が可能です。従来サーバご利用製品 e-Parcel VCN CommCenter6.0・e-Parcel VCN-AX2.0 との通信はできません。

Windows プラットフォームで動作するサービスプログラムです。サービスとして動作しますので、
Windows へのログオンの必要がありません。e-Parcel VCN-AX3.0 はログオンしなくてもシステムが起動
状態に保ちます。サーバにホットフォルダ・自動受信フォルダを設定し、ネットワーク PC およびサーバか
ら利用する際に便利です。
※Linux,Macintosh プラットフォーム対応製品については、順次リリースを予定しております。

CSV 形式（カンマ区切りテキスト/UTF-8）で作成された送信・受信情報（ホットフォルダ・自動受信エ
ントリー）に従って、ファイル/フォルダを自動的に送受信できます。
設定可能なホットフォルダ・自動受信のエントリー数は、お客様のニーズによりエントリー数の最大
値はライセンス数までＣＳＶ形式で設定可能です。
従来の製品 VCN-AX2.0 の機能も引き続きサポートしています。（次頁参照）
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e-Parcel VCN-AX3.0 の機能と特徴
SSL/TLS の採用 New!
クライアント・サーバ間の通信プロトコルとして SSL/TLS を採用し、認証・暗号化・完全性を保証！
Internet Exproler 及び FireFox 等の Web ブラウザとのデータ送受信も可能
※Web ブラウザでの送受信は一部機能制限があります。

X.509 準拠電子証明書によるクライアント・サーバ相互認証 New!
サーバだけでなくクライアントも X.509 準拠のクライアント電子証明書を採用！サーバ・クライアントの相
互認証を実現（暗号方式はデフォルトで AES 256 ビット鍵）
（なりすまし防止）

End to End データ暗号化 New!
クライアント・サーバ間の暗号化に加え、End to End のクライアント間暗号化をサポート（暗号方式は
AES 256 ビット鍵）また、暗号鍵の共有には PKI（公開鍵基盤）による秘密鍵共有方式を採用。送信者お
よび受信者は第三者に知られることなくデータ暗号化用の一時的な秘密鍵の共有が可能
（盗聴防止）

マイクロブロック・データストリームを新開発 New!
サーバ・クライアント間のデータ配送時に、データを切れ目なく送受信しつつ、データに適宜、目印（マー
カ）を挿入してデータ送受信の進捗をマーカ−マーカ間のブロック単位で監視する、マイクロブロック・デ
ータストリーム技術を新開発し採用。この技術により、データ転送パフォーマンスを損なうことなく、かつ
不安定なネットワーク環境下でのデータ破損に対する迅速なリカバリーを実現

End to End HMAC 完全性検証・否認防止システム New!
HMAC（keyed-Hashing for Message Authentication Code の略）とは、データのハッシュ値を鍵で暗号化
し、ハッシュ値の改ざんを防止する仕組みのことです。HMAC により End to End で完全性を検証すると
共に、このハッシュ値をサーバで検証することにより否認防止を行うという、新開発の否認防止システム
を採用！
（改ざん防止）（受取否認防止）
管理者向けツールとして HTTP または HTTPS(TLS1.0) ベースのオンライン インターフェイス
『VCN-AX 管理 コンソール』をご用意しました。Web ブラウザから「VCN-AX 3.0 Management Console」
画面へアクセスし、送受信履歴、各種システム設定情報が閲覧・設定できます。
動作設定いただくことにより、定期的に送受信履歴を自動でクリーンアップすることができます。無停
止連続動作でもメンテナンスフリーです。
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従来の自動受信時外部アプリケーション起動機能に加えホットフォルダからの送信時外部アプリケ
ーション起動機能を搭載 New!
ホットフォルダ・自動受信機能が動作した際、送信または受信したものと同じ件名・メッセージを
E-mail 通知することができます。
再送信機能により、同一の宛先に同一のファイルを再度送信できます。
優先送受信機能により、大きなサイズのファイルの送受信中に、緊急のファイル/フォルダを割り込
んで送受信することが可能です。
受信中止機能により、未受信のアイテムについて、受信（ダウンロード）を中止することが可能です。
e-Parcel VCN-AX3.0 と組み合わせてファイル・フォルダを e-Parcel 送信する手動送信プログラム

を搭載しました。GUI をもつ「送信ダイアログ」を起動し、手動でデータを送信することが可能です。
コマンドライン(axclient.exe)による API をマルチプラットフォーム対応で機能拡張し、オプションで搭
載しました。これにより、従来のコマンドラインからの送信機能、送受信履歴出力機能に加え、特定のア
イテムを指定して再送信・優先送受信・キャンセル・削除・メッセージ出力・添付ファイル/フォルダの一覧
出力および指定場所へ移動などコマンドによる様々な操作が可能となります。
※詳細につきましては、『e-Parcel VCN-AX3.0 コマンドライン仕様書』を参照ください。

Web 2.0 タイプ[HTTP または HTTPS(TLS1.0) ベース]の API がサポートされています。
※別途、仕様書をご提供させていただきますので、弊社までお問合せください。

本マニュアル『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル１ インストール編』は、e-Parcel VCN-AX3.0 を導入
されるお客様を対象に、ｅ・パーセルサービスをご利用いただく前の準備についてご案内したものです。
クライアント電子証明書とソフトウェアのインストールを手順に従ってお進めください。
また、併せて、『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル２ 管理コンソール＆設定編』では、豊富な機能を
持つ e-Parcel VCN-AX3.0 のサービスを快適にご利用いただくため、詳細な設定方法についてご案内し
ております。是非ご活用いただきますようお願い申し上げます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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e-Parcel VCN-AX3.0 ご利用開始までの流れ
お客様のイーパーセル ID 登録が完了後、イーパーセル㈱より登録完了通知Ｅメールを送信いたします。

このマニュアル

です。

１．ソフトウェアのインストール
参照：『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル１ インストール編』
P 8〜１4． ３．ソフトウェアのインストール

①P8. クライアント電子証明書のダウンロードとインストール
※ダウンロードしたお客様のクライアント電子証明書を Windows（IE）へインストールします。

②P11.ソフトウェアのダウンロードとインストール
※インストール後、ソフトウェアへのクライアント電子証明書およびネットワーク設定を自動で
セットアップし、サービスが開始します。

マニュアル２

参照

２．システム設定・送受信情報の設定
参照：『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル２ 管理コンソール＆設定編』
P 4〜 8． １．VCN-AX 管理コンソール
P 9〜32． ２．システム設定
システム設定を行うために
ここで「管理コンソール」へアクセスします。

③P5. 管理コンソールへのアクセス方法
管理コンソール メニュー

④P9. オプション設定（任意）

システム設定＞オプション設定

※必要に応じて動作設定やネットワーク設定などのオプション設定の変更を行います。

⑤P20. ホットフォルダの設定

システム設定＞ホットフォルダ
※ホットフォルダエントリー(FolderConfig.csv)の設定を行います。

⑥P26. 自動受信の設定

システム設定＞自動受信

※自動受信エントリー(ReceiveAuto.csv)の設定を行います。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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マニュアル２

参照

３．e-ParcelVCN-AX3.0 サービス開始
参照：『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル２ 管理コンソール＆設定編』
P33〜37． ３．VCN-AX サービス開始
システム設定の内容を反映させるために
ここでサービスを再起動します。

⑦P33. サービス再起動方法
実際に e-Parcel VCN-AX3.0 にてデータ送受信が開始できます！

⑧P34. データ自動送受信の動作解説

クライアント電子証明書の変更・再設定

操作マニュアル１
P15
P16

手動セットアップ
証明書をインポート
e-Parcel VCN ‒AX3.0 ソフトウェア
ソフトウェアのバージョンアップ
ソフトウェアのアンインストール（削除）
送受信履歴・ログの参照

管理コンソール メニュー
受信トレイ/送信トレイ

送受信履歴の参照・各種操作

操作マニュアル１
P17
P18
操作マニュアル２
P38/P42

*参考： P47 送受信ステータスコード一覧表

システムログ参照

システム設定＞システムログ

ユーザ認証情報

電子証明書のプロパティ参照
ログイン・新パスワードの認証

管理コンソール メニュー
認証情報
認証情報

送信ダイアログ起動による手動送信機能

送信ダイアログ

P32
操作マニュアル２
P48
P49
操作マニュアル２
P51

ユーザ登録情報照会/変更・パスワード変更・パスワードプロテクト設定・送受信履歴 Web 照会
「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」へアクセスし、操作を行ってください。
※参照：操作マニュアル２ P54 付録１．ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ利用方法
クライアント電子証明書・ソフトウェアのダウンロード・パスワードお忘れの方
「ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」へアクセスし、操作を行ってください。
※参照：操作マニュアル２ P67 付録２．パスワードお忘れの方
オプション機能（各種 API 仕様書）

コマンドラインツール(axclient.exe)につきましては、 『e-Parcel VCN-AX3.0 コマンドライン仕
様書』を参照ください。Web 2.0 タイプ（HTTP・HTTPS ベース）による API を使用した開発を
ご要望のお客様は、別途仕様書をご提供させていただきます。弊社営業またはカスタマ
ーサポート(support@e-parcel.co.jp)までお問合せください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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２2. e-Parcel VCN-AX3.0 必要動作環境
ｅ・パーセル電子宅配便クライアントソフトウェア e-Parcel VCN-AX3.0 をご利用のために、以下の環境を
準備していただく必要があります。

e-Parcel VCN-AX3.0

ソフトウェア名

OS

Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7(32bit 版)
日本語版

ネットワーク環境

当社サーバへのインターネットアクセスが可能な環境

メモリ

プログラム用として 64MB 以上の空き容量

インストール用として 15MB 以上の空き容量
ハードディスク容量

その他

※添付データ保管のためのディスク容量は別途確保していただく必
要があります。

※快適にご利用いただくために Internet Explorer はできるだけ最新
バージョンに近いものを、またメモリやハードディスク容量はでき
るだけ多めにご用意いただくことをお勧めいたします。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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ソフトウェアのインストール

e-Parcel VCN-AX3.0 ソフトウェアのダウンロードおよびインストール手順をご案内いたします。
事 前 準 備 ① ： Windows 2000, XP, 2003 を ご 利 用 の 場 合 は 、 予 め Administrator 権 限 （ も し く は
Administrator 権限の付加されたユーザー）のいずれかで Windows へログオンしてください。Windows
Vista, 2008, 7 を Administrator 権限のないユーザー権限でご利用の場合は、クライアントソフトインスト
ール時に Administrator ID およびパスワードが必要となりますので予めご確認ください。
事前準備②：ご契約後、お客様のイーパーセル ID 登録完了時に、弊社カスタマーサポートより「登録完
了のお知らせ」メールを送信いたします。メールの記載内容と、「ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダ
ウンロードサイト」URL をご確認ください。

3-1. クライアント電子証明書のダウンロードとインストール
１．Web ブラウザ Windows Internet Explorer（IE）をご利用になり、「ｅ・パーセル電子宅配便ソフ
トウェアダウンロードサイト」URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ へアクセスし、「ソフトウェアダウンロ
ード＆インストール」メニューをクリックしてください。表示されたページの下段「電子宅配便ソフトウ
ェアダウンロード」ボタンをクリックしてください。
※ご注意： 後ほどソフトウェアの自動セットアップを行うために、クライアント電子証明書を Windows（IE）へインス
トール（インポート）する必要があります。ここでは、Web ブラウザとして、Windows Internet Explorer
（IE）をご利用ください。

２．STEP１．画面では、お客様のイーパーセル ID と初期パスワード（「登録完了のお知らせ」メールへ
記載）を入力し ログイン ボタンをクリックしてください。
※初期パスワードは、クライアント電子証明書インストール後に STEP5 にて「電子宅配便 Web ブラウザ」URL へア
クセスしお客様自身で決められたパスワードへ変更いただきます。
※ライセンス変更やイーパーセル ID 変更により再度クライアント電子証明書をダウンロードするなど、既存のお客
様がすでにパスワードを変更している場合は、お客様自身で設定したパスワードを入力してください。

お客様のイーパーセル ID
を入力してください。

お知らせメール記載
の初期パスワード
を入力してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

入力してクリック！

8

e-Parcel VCN-AX3.0 Installation Manual

EP-PM-MN-0316

３．STEP２．画面へ進みます。お客様のご利用のクライアントソフトウェアを選択します。ここでは、必
ず「e-Parcel VCN-AX3.0」を選択し 次へ ボタンをクリックしてください。

STEP２.
ご利用のクライアントソフトウェアでは
「e-Parcel VCN-AX3.0」を選択してくだ
さい。

クリック！

４．STEP３．画面へ進みます。ここでは、お客様に安心してダウンロードいただくために、ご覧の Web
サイトが安全かを確認します。よろしければ 次へ ボタンをクリックしてください。
５．STEP４．画面では、お客様のクライアント電子証明書をダウンロードし Windows(IE)へのインストー
ルを行います。ここでは、「*以前のバージョンをご利用の方はこちら（旧バージョン用）」を選択し、
旧バージョン用 ボタンをクリックしてください。ブラウザへファイルのダウンロード画面が表示され
ますので、「ファイルを開く」を選択してください。STEP４．画面でご案内の「クライアント電子証明書
インストール手順」に従い、インストール（インポート）操作をお進めください。
インストール完了後は、 次へ ボタンをクリックしてください。
(クライアント電子証明書のファイル名：e-Parcel_お客様のイーパーセル ID.p12)
注）操作の途中で表示される、クライアント電子証明書の“ファイル名”は変更しないでください。
６． STEP５．では、電子宅配便 Web ブラウザ URL へアクセスし、パスワードの変更を行っていただき
ます。アクセスできれば、クライアント電子証明書の Windows(IE)へのインストールおよびお客様
のネットワーク設定が正常であることが確認できます。まず、STEP５．画面でご案内の手順に従い、
ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ ボタン（赤色）をクリックしてください。または、Windows
Internet Explorer（IE）の URL アドレスバーへ下記 URL を直接入力しアクセスしてください。
ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ URL： https://secure.e-parcel.ne.jp/
Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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７．「証明書の確認」または「証明書の選択」画面が開きます。ここでは、先に Windows (IE)へインスト
ールしたお客様のクライアント電子証明書が表示されます。クリック選択後、 OK ボタンをクリック
してください。「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」画面が開きます。
８．「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」画面の「登録情報」メニューへお客様のユーザ登録情報が
表示されます。この画面で、お客様の初期パスワードの設定変更を行います。
パスワードを変更する場合は、「新パスワード」と「新パスワード（再入力）」欄へ新しいパスワードを
入力し 適用 ボタンをクリックしてください。
※新パスワードは、半角英数字混合 6 文字以上 20 文字以下で設定をお願いします。英字は、大文字
小文字を区別します。

注）「新規作成」メニュー
が表示された場合は、
この画面からデータを
送信しないでください。
このメニューは Web ブ
ラウザをご利用のお客
様用の送信画面です。

新パスワード入力！

※パスワードは
半角英数混合
6 文字以上
20 文字以下
入力完了後
クリック！

※ソフトウェアをご利用のお客様は、「ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」では「登録情報」メニューをご利
用いただけます。ブックマークへ登録してご活用ください。今後、ユーザ情報に関わる各操作（ユーザ登録
情報の照会/変更・パスワード変更・パスワードプロテクト設定変更）を行う場合は、「ｅ・パーセル電子宅配
便 Web ブラウザ」URL へアクセスし「登録情報」メニューにて操作を行ってください。
参照：操作マニュアル２ P54 付録１．ｅ・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ利用方法

パスワード変更後は、元の STEP5.画面へ戻り、画面下にある 次へ ボタンをクリックし STEP６へお進
みください。引き続き e-Parcel VCN-AX3.0 のダウンロードとインストール操作へ進みます。
Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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3-2. ソフトウェアのダウンロードとインストール
ソフトウェアのダウンロードとインストール
１．STEP６．画面では、クライアントソフトウェアのダウンロードを行います。
ダウンロード ボタンをクリックしてください。「ファイルのダウンロード」画面が
表示されますので「保存」を選択してください。
※Internet Explorer9 をご利用の場合、「保存」を選択するとお客様の IE へ設定してある「ダウンロード」フォルダ（デフォ
ルト：C:\Users\（Windows ログオンユーザ名）\Downloads）へ自動的にダウンロードされます。

「名前を付けて保存」画面が表示された場合は、“保存する場所”を選択し 保存 ボタンをクリックして
ください。指定された場所にダウンロードされます。
２． ダウンロード完了後、e-Parcel VCN-AX3.0 の
インストールを開始します。先程、ダウンロードした
e-Parcel VCN-AX3.0 ソフトウェアのインストーラ
ファイルを確認し、ダブルクリックしてください。
（ファイル名：SetupVcnAx̲3.0.xxxx̲JP.exe）
※ここで「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、
「実行」ボタンをクリックしてください。

InstallShield ウィザード画面が表示されます
ので 次へ（N）> ボタンをクリックしてください。
３．「e-Parcel ライセンスご提供約款」が表示
されます。内容をご確認の上、同意いただ
けましたら「使用許諾契約の条項に同意
します（A）」を選択し、 次へ（N）> ボタンを
クリックしてください。

選択！

４．ユーザ名、所属欄にお客様の PC・サーバ
へ設定されている情報が表示されます。
ご確認後、 次へ（N）> ボタンをクリック
してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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５．「インストール先のフォルダ」画面が表示されます。
ご確認後、デフォルトで指定された場所
（C:\Program Files\e-Parcel\ VCN-AX 3.0\)
でよろしければ 次へ（N）> ボタンをクリックして
ください。
変更する場合は 変更（C）... ボタンをクリックし
変更先のフォルダを指定してください。

６．「データベース フォルダ」画面が表示されます。
ご確認後、デフォルトで指定された場所
（データベースの場所：C:\e-Parcel\VCN-AX\db\)
でよろしければ 次へ（N）> ボタンをクリックして
ください。
変更する場合は 変更（C）... ボタンをクリックし
変更先のフォルダを指定してください。

７．「データフォルダ」画面が表示されます。
ご確認後、デフォルトで指定された場所
（データ保存場所：C:\e-Parcel\VCN-AX\data\)
でよろしければ 次へ（N）> ボタンをクリック
してください。
変更する場合は 変更（C）... ボタンをクリックし
変更先のフォルダを指定してください。

８．「プログラムをインストールする準備ができました」
画面が表示されます。 インストール(I) ボタンを
クリックしインストールを開始してください。
※Windows Vista, 2008, 7 のユーザの方で、UAC 画面
が表示された場合は、Administrator ID とパスワード
を入力して先にお進みください。または、Administrator
グループユーザーでログオンしている場合は、「許可」
を選択して先にお進みください。
「e-Parcel VCN-AX3.0 をインストールしています。」
画面が表示されます。インストールが完了し、次頁９．
の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。
Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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自動セットアップ
９．「証明書の確認」または「証明書の選択」画面が自動起動されます。
ここでは、先に Windows（IE）へインストール
したお客様のクライアント電子証明書が
表示されます。クリック選択後、 OK ボタンを
クリックしてください。
Windows（IE）へ設定されているクライアント
証明書およびネットワーク設定を自動検出し
VCN-AX 3.0 ソフトウェアへセットアップします。
クリック選択！
クリック！

１０．もし、お客様の Web ブラウザへプロキシサーバが設定されており、ユーザ認証を必要とする場合は、
自動セットアップ時に「プロキシ認証要求」画面が表示されます。プロキシ ユーザ名とパスワード
を入力し OK ボタンをクリックしてください。
※プロキシ認証に必要なユーザ名とパスワード
が不明な場合は、お客様のネットワーク管理者
と連絡をとり、適切な情報を収集した上で入力
してください。
※“この認証情報を記憶する”へチェックを入れると、
次回から自動セットアップやサーバログインの
都度、「プロキシ認証要求」画面が表示されなく
なります。

この画面が表示されないお客様は、
そのまま１１．へお進みください。
１１．「セットアップを実行しています。」と表示され、
その後、「セットアップが完了しました。」と
表示されれば正常に自動セットアップは
終了です。１２．へお進みください。

※以前にインストール歴があるイーパーセル ID をご利用のお客様につきましては、下図警告画面が表
示される場合があります。送受信途中のアイテムがあるケースなど、インストール後、そのアイテムに
ついては送受信ができなくなります。よろしければ[OK]ボタンをクリックして操作を続けてください。
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e-Parcel VCN-AX3.0 サービス開始
１２．ここで、自動的に e-Parcel VCN-AX3.0 サービス
が開始されます。その後、「InstallShield
ウィザードを完了しました」画面が表示されます
ので 完了（F） ボタンをクリックしてください。
１３．タスクバーへ

イーパーセルアイコン※が

表示され、デスクトップには「e-Parcel
VCN-AX3.0」ショートカットが作成され
ますのでご確認ください。
【参考】タスクバーアイコン表示
タスクバーのイーパーセルアイコンは、e-Parcel
VCN-AX3.0 がオンライン・オフライン・アイテム受信
時に表示が変ります。

…サービス開始・オンライン

タスクバー アイコン※
e-Parcel VCN-AX3.0 オンライン状態

…サービス停止・オフライン（グレー）
…アイテム受信時（点滅）

デ ス ク ト ッ プ に は
e-Parcel VCN-AX3.0
ショートカットが作成され
ます。

※Windows7 をご利用の方で、タスクバーにアイコンが表示されない場合、Windows「スタート」メニュー＞コン
トロールパネル＞デスクトップのカスタマイズ＞「タスクバーのアイコンのカスタマイズ」を行ってください。設
定画面のアイコン一覧より“VCN-AX Manager[VCN-AX 3.0]”を選択し「アイコンと通知を表示」に変更します。
設定変更後、タスクバーに図のアイコンが表示されるようになります。

e-Parcel VCN-AX3.0 サービスが追加かつ開始されていることを確認する場合は、Windows「スタート」メ
ニュー＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ（パフォーマンスとメンテナンス）＞管理ツール＞
「サービス」画面を起動してください。（この画面にて、サービス開始・停止・再起動の操作ができます。）
サービス開始中

e-Parcel VCN-AX3.0

これでインストール操作は完了です。引き続き、『e-Parcel VCN-AX3.0 操作マニュアル２ 管理コンソー
ル＆設定編』をご参照のうえ、データを送受信するためのシステム設定へお進みください。e-Parcel
VCN-AX3.0 の動作をお客様の運用に適合するよう必要に応じてオプション設定を行います（任意）。また、
ホットフォルダ・自動受信のエントリー設定（送信・受信情報設定）を行います（必須）。
Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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【参考】クライアント電子証明書の変更・再設定方法
既存のお客様が e-Parcel VCN-AX3.0 をインストールしご利用中に、ライセンス変更やイーパーセル ID
変更（変更登録）により、クライアント電子証明書を新たにソフトウェアへ設定する必要がある場合、次
の手順に従い自動セットアップまたは手動にて変更・再設定を行ってください。
注）新規にイーパーセルIDを作成（新規登録）した場合は、旧イーパーセルIDの送受信履歴を引継ぐことはで
きません。よろしければ、操作をお進めください。
Caution: データの送受信中は、クライアント電子証明書の変更・再設定は避けてく
ださい。データを送受信されている場合は、送受信完了を確認後に、クライアント電子
証明書の変更・再設定操作を行ってください。

１．自動セットアップする場合
「自動セットアップ」では、あらかじめ Windows（IE）へ設定されているクライアント電子証明書およ
びネットワーク設定を自動検出しソフトウェアへセットアップします。
①クライアント電子証明書のダウンロードと Windows(IE)へのインストールを行います。
Webブラウザ Windows Internet Explorer（IE）をご利用になり、「ｅ・パーセル電子宅配便
ソフトウェアダウンロードサイト」URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ へアクセスし、「電子宅配便
サービス 操作メニュー」の クライアント電子証明書ダウンロード ボタンをクリックしてください。
※詳細は、３．ソフトウェアのインストールの下記ページを参照ください。
P8-10 3-1.クライアント電子証明書のダウンロードとインストール 手順１〜８
②Windows タスクバーのイーパーセルアイコンを
右クリックし表示されたメニューより
「自動セットアップ(A)」を選択してください。
※Windows「スタート」メニュー＞すべてのプログラム＞
e-Parcel＞VCN-AX 3.0＞自動セットアップ
からも操作可能です。
注）重要：Windows Vista, 2008, 7 のユーザの方は、
「自動セットアップ」操作を行う前に、
Windows「スタート」メニュー＞コントロールパネル＞
システムとセキュリティ（パフォーマンスとメンテナンス）＞
管理ツール＞「サービス」画面で、e-Parcel VCN-AX3.0
「サービスの停止」操作を手動で行ってください。

タスクバーアイコンを
右クリック！
メニューが表示されるので
「自動セットアップ」を選択
する。

③自動セットアップを開始します。セットアップ中は、e-Parcel VCN-AX3.0 サービスが停止します。
※詳細は、３．ソフトウェアのインストールの下記ページを参照ください。
P１3 [自動セットアップ] 手順９〜１１
④自動セットアップの完了後、自動的に e-Parcel VCN-AX3.0 サービスが開始します。これで、クラ
イアント電子証明書の変更・再設定操作は完了です。
注）重要：Windows Vista, 2008, 7 のユーザの方は、自動セットアップ完了後に、Windows「スタート」
メニュー＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ（パフォーマンスとメンテナンス）＞管理ツ
ール＞「サービス」画面で、e-Parcel VCN-AX3.0「サービスの開始」操作を手動で行ってくださ
い。
Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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２．手動でセットアップする場合（証明書のインポート）
クライアント電子証明書とネットワーク設定を個別に設定している場合、（例えば、管理コンソール
の「システム設定」＞「オプション設定」画面で、手動でプロキシ設定をしている場合など）、クライア
ント電子証明書のみ手動で設定することも可能です。
①クライアント電子証明書のダウンロードのみ（保存）を行います。
「ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ へ
アクセスし、「電子宅配便サービス 操作メニュー」の クライアント電子証明書ダウンロード ボタ
ンをクリックしてください。クライアント電子証明書ファイルを保存します。
※詳細は、３．ソフトウェアのインストールの下記ページを参照ください。
P8-9 3-1.クライアント電子証明書のダウンロードとインストール 手順１〜５
注）手動セットアップする場合、P9.手順５では、クライアント電子証明書ファイルのダウンロード時に、
必ず保存をしてください（[保存]ボタンをクリックする）。インストールする必要はありません（ファイル
を[開く]ボタンをクリックしない）。
※Internet Explorer9 をご利用の場合、「保存」を選択するとお客様の IE へ設定してある「ダウンロード」フォ
ルダ（デフォルト：C:\Users\（Windows ログオンユーザ名）\Downloads）へ自動的にダウンロードされま
す。

②Windows タスクバーのイーパーセルアイコンを
右クリックし表示されたメニューより
「証明書をインポート(C) 」を選択してください。
※Windows「スタート」メニュー＞すべてのプログラム＞
e-Parcel＞VCN-AX 3.0＞証明書をインポート
からも操作可能です。
注）重要：Windows Vista, 2008, 7 のユーザの方は、
「証明書をインポート」操作を行う前に、
Windows「スタート」メニュー＞コントロールパネル＞
システムとセキュリティ（パフォーマンスとメンテナンス）＞
管理ツール＞「サービス」画面で、e-Parcel VCN-AX3.0
「サービスの停止」操作を手動で行ってください。

タスクバーアイコンを
右クリック！
メニューが表示されるので
「証明書をインポート」を
選択する。

③「電子証明書ファイルを選択」画面が表示されます。①で保存した場所にあるクライアント電子証
明書ファイルを選択し 開く ボタンをクリックしてください。
(クライアント電子証明書のファイル名：e-Parcel_お客様のイーパーセル ID.p12)
注）操作の途中で表示される、クライアント電子証明書の“ファイル名”は変更しないでください。
④パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力し OK ボタンをクリックしてください。
⑤セットアップを開始します。セットアップ中は、e-Parcel VCN-AX3.0 サービスが停止します。
⑥セットアップの完了後、自動的に e-Parcel VCN-AX3.0 サービスが開始します。これで、クライア
ント電子証明書の変更・再設定操作は完了です。
注）重要：Windows Vista, 2008, 7 のユーザの方は、証明書インポート完了後に、Windows「スター
ト」メニュー＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ（パフォーマンスとメンテナンス）＞管
理ツール＞「サービス」画面で、e-Parcel VCN-AX3.0「サービスの開始」操作を手動で行ってくだ
さい。
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ソフトウェアのバージョンアップ

現在、e-Parcel VCN-AX3.0をご利用のお客様が、e-Parcel VCN-AX3.0 のバージョンアップをされる場合は、
次の手順に従い操作をお進めください。
Caution: データの送受信中は、e-Parcel VCN-A3.0X のバージョンアップは避けてく
だ さ い 。 デ ー タ を 送 受 信 さ れ て い る 場 合 は 、 送 受 信 完 了 を 確 認 後 に 、 e-Parcel
VCN-AX3.0 のバージョンアップ操作を行ってください。

１．現在ご利用のe-Parcel VCN-AX3.0 ソフトウェアを削除します。
次章P18 ５．ソフトウェアのアンインストール（削除）の操作を行ってください。
※ソフトウェアのバージョンアップにあたり、システム設定・送受信履歴を引継ぎe-Parcel VCN-AX3.0ソフト
ウェアを再インストールする場合も、まず始めに、手順に従い現在ご利用のソフトウェアを必ずアンインス
トールしてください。
２．最新バージョンのe-Parcel VCN-AX3.0 ソフトウェアのダウンロードとインストールを行います。お客様
の今後のご利用状況により、A または B いずれかの操作へお進みください。
ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイトURL：https://www.e-parcel.ne.jp/
※Webブラウザ Windows Internet Explorer（IE）をご利用になり、「ｅ・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウン
ロードサイト」URLへアクセスし、「ソフトウェアダウンロード＆インストール」メニューの「電子宅配便ソフトウ
ェアダウンロード」ボタンをクリックします。必要に応じて、クライアント電子証明書およびソフトウェアのダウ
ンロード・インストール操作へ進みます。
A. 従来のイーパーセルIDを引き続きご利用の場合（パソコンの変更なし）
e-Parcel VCN-AX3.0ソフトウェアのみダウンロード・インストール操作を行います。
※詳細は、３．ソフトウェアのインストールの下記ページを参照ください。
①P8-9 3-1.クライアント電子証明書のダウンロードとインストール - 手順１〜４
②手順５〜８はスキップします。（クライアント電子証明書のダウンロードとインストールは必要あり
ません。）Ｗｅｂサイトの「次へ」ボタンをクリックしＳＴＥＰ６．画面までお進みください。
③P11-14 3-2.ソフトウェアのダウンロードとインストール - 手順１〜１３
B. イーパーセルID変更（変更登録/新規登録）・ライセンス変更およびパソコンの変更がある場合
ソフトウェアバージョンアップと併せてイーパーセルIDの変更登録・新規登録やライセンス変更、
また、ご利用のパソコンを変更するなどクライアント電子証明書の設定変更の必要があるお客様
は、クライアント電子証明書とe-Parcel VCN-AX3.0ソフトウェア両方のダウンロード・インストール
操作を行ってください。
注）新規にイーパーセルIDを作成（新規登録）した場合は、旧イーパーセルIDの送受信履歴を引継ぐこと
はできません。
※詳細は、３．ソフトウェアのインストールの下記ページを参照ください。
①P8-10 3-1.クライアント電子証明書のダウンロードとインストール - 手順１〜８
②P11-14 3-2.ソフトウェアのダウンロードとインストール - 手順１〜１３
※その他ご不明な点につきましては、お客様のイーパーセル ID を明記のうえイーパーセル（株）カスタマ
ーサポートまで E-mail(support@e-parcel.co.jp)にてお問合せください。
Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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ソフトウェアのアンインストール（削除）

e-Parcel VCN-AX3.0 をアンインストール（削除）する場合は、次の手順に従い操作をお進めください。
※バージョンアップ等によりe-Parcel VCN-AX3.0ソフトウェアを再インストールする場合も、まず始めに、手順に
従い現在ご利用のソフトウェアを必ずアンインストールしてください。
Caution: データの送受信中は、e-Parcel VCN-A3.0X のアンインストール（削除）は
避けてください。データを送受信されている場合は、送受信完了を確認後に、
e-Parcel VCN-AX3.0 のアンインストール（削除）操作を行ってください。

１．「VCN-AX管理コンソール」
を開いている場合は、Web
画面を閉じてください。
Windows「スタート」メニュー＞
すべてのプログラム＞
e-Parcel＞VCN-AX 3.0＞
削除 VCN-AX 3.0

Windows「スタート」メニュー
「すべてのプログラム」＞
「e-Parcel」＞「VCN-AX 3.0」＞
「削除 VCN-AX 3.0」をクリック選択！

をクリック選択してください。

２．ダイアログボックスが表示されます。
よろしければ はい(Y) をクリックしてください。
アンインストール（削除）が開始されます。

※この時、サービス起動中の場合は、下図が
表示される場合があります。[OK]ボタンを
クリックすると削除が開始されます。

※この時、サービス停止中の場合は、右図が
表示される場合があります。
「…アプリケーションを自動的に終了して…」が
チェックされているのを確認後、[OK]ボタンを
クリックしてください。削除が開始されます。
Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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３．e-Parcel VCN-AX3.0サービスが
起動していた場合は、サービス
停止後アンインストールが実行
されます。しばらくお待ちください。

４．e-Parcel VCN-AX3.0ソフトウェアのアンインストール完了後、３．の画面が閉じ、Windowsタスクバーの
イーパーセルアイコンとデスクトップのショートカットが削除されます。ここで、コンピュータの再起動を促
すダイアログボックスが表示されます。 はい(Y) をクリックしコンピュータを再起動してください。

５．コンピュータの再起動後、お客様の今後のご利用状況により、下記 a または b いずれかの操作へ
お進みください。
a. ソフトウェアを再インストールする場合（パソコンの変更なし/システム設定・送受信履歴を継承）
システム設定・送受信履歴など引継ぎ、従来ご利用の同パソコンへソフトウェアを再インストールす
る場合（バージョンアップ時）など、前章 P17 ４．ソフトウェアのバージョンアップ 手順２．A または B
いずれかの操作へお進みください。
注）バージョンアップをされる場合など、システム設定や過去の送受信履歴やホットフォルダ・自動受信エ
ントリー等を引き継ぐ場合は、下記ファルダは、削除しないでください。
インストールディレクトリ（デフォルト：C:\Program Files\e-Parcel \VCN-AX 3.0）
データベースフォルダ/データ保存場所（デフォルト：C:\e-Parcel\VCN-AX）
b. システム設定・送受信履歴の削除およびソフトウェアを使用しない場合（履歴削除）
ソフトウェアを再インストールする場合でも、システム設定・送受信履歴等のデータを削除したい
お客様・ソフトウェアを今後は利用しないお客様は、下記をフォルダごとすべて削除してください。
これで、アンインストール作業は完了です。
・ インストールディレクトリ
（デフォルト：C:\Program Files\e-Parcel \VCN-AX 3.0）
・ データベースフォルダ/データ保存場所
（デフォルト：C:\e-Parcel\VCN-AX）
・ 一時フォルダ
（デフォルト：C:\e-Parcel\VCN-AX\temp）
※一時フォルダは、システム設定「オプション設定」の[ホットフォルダ配置]がデフォルト（ホットフォ
ルダ配置=C:）の場合は、Cドライブへ上記フォルダが自動的に作成されます。
Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.
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