
NCHソフトウェア

Classic FTP ファイル転送ソフト

このマニュアルは以下の製品用に作成されています：

Classic FTP ファイル転送ソフト バージョン4.xx

©NCHソフトウェア



テクニカル　サポート
Classic FTP 
ファイル転送ソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ連絡する前に、該当
するトピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見つからない場合は、

www.nchsoftware.com/classic/jp/support.html にて、最新のClassic FTP 
ファイル転送ソフト
オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案
Classic FTP 
ファイル転送ソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェアへの提案がござい
ましたら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでください。当社のソフトウ
ェアプロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われています。お客様の
提案が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたします。

www.nchsoftware.com/classic/jp/support.html
www.nch.com.au


Classic FTP ファイル転送ソフト

目次
はじめに ............................................................................................................................................... 2
サイトに接続する .............................................................................................................................. 4
ファイルとフォルダを転送する ..................................................................................................... 5
時間短縮ツール .................................................................................................................................. 6
トラブルシューティング .................................................................................................................. 8
ショートカットキー一覧 .................................................................................................................. 9
NCH ソフトウェア総合パッケージ .............................................................................................. 10
ソフトウェアライセンス規約 ......................................................................................................... 11

各画面について
サイト管理 ........................................................................................................................................... 13

サイトをエクスポートする ............................................................................................................. 14
ファイルの状況 .................................................................................................................................. 15
ユーザーログイン .............................................................................................................................. 16
クイック接続........................................................................................................................................ 17
ブックマークを追加する................................................................................................................... 18
ブックマークを削除する................................................................................................................... 19
ファイルのアクセス許可を変更する.............................................................................................. 20
オプション ~ 一般............................................................................................................................... 21
オプション ~ FTPプロキシ............................................................................................................... 22
サイトのプロパティー ~ FTPサイトのプロパティー................................................................. 23
サイトのプロパティー ~ 詳細プロパティ..................................................................................... 24

1



はじめに 
Classic FTPをインストールいただき、ありがとうございます。 
Classic 
FTPはリモートサーバー（ウェブサイト）またはネットワークからファイルのアップ
ロードやダウンロード、表示や編集を簡単に行うことができる無料FTPサーバーです
。 
Classic 
FTPは見た目も使い方も、典型的なFTPクライアントと同様にデザインされている使
いやすいソフトウェアです。一般的なFTPクライアントと同様の機能を搭載しFTPの
上級者にもご満足いただけるソフトウェアでありながら、その使いやすさから初心者
にも簡単にお使いいただけます。当社のその他のソフトウェアは
NCH ソフトウェアのホームページからご覧いただけます。 
主な機能 
● メイン画面のツールバーには「サイト」、「接続」、「クイック」、「切断」、「

履歴」、「オプション」、「アップグレード/購入」、「ヘルプ」などのボタンが
あります。「アップグレード/購入」ボタンは有料版には表示されませんのでご注
意ください。 

● 左側画面のメインツールバー下には、ローカルシステム内の検索を行うフォルダ選
択ボックスがあります。

● その下にあるツールバーはローカルファイル用のツールバーです。
● 左側の大きな画面がローカルファイル用ブラウザです。
● 右側画面のメインツールバー下には、リモートシステム内の検索を行うフォルダ選

択ボックスがあります。
● その下にあるツールバーはリモートファイル用のツールバーです。
● 右側の大きな画面がリモートファイル用ブラウザです。
● リモートファイル用ブラウザの下にある小さな青い画面は履歴画面です。
ローカルファイルのツールバーには以下のアイコンがあります： 
● 名前変更－選択したローカルファイル名を変更します。
● 新規フォルダ－ディレクトリ内に新しいフォルダを作成します。
● 削除－選択したローカルファイルを削除します。
● 更新―現在表示されているローカルファイル一覧を更新します。
● フォルダエクスプローラ－ローカルファイル画面をフォルダ一覧に切り替えます。
● 上へ－ローカルシステム内の1つ上のディレクトリへ移動します。
● 戻る－１つ前のローカルフォルダに戻ります。
● 進む－１つ先のローカルフォルダに進みます。
● ブックマーク－よく使うローカル内のロケーションにブックマークを設定または削

除します。
リモートファイルのツールバーには以下のアイコンがあります： 
● 名前変更－選択したリモートファイル名を変更します。
● 新規フォルダ－ディレクトリ内に新しいフォルダを作成します。
● 削除－選択したリモートファイルを削除します。
● 更新―現在表示されているリモートファイル一覧を更新します。
● 上へ－リモートシステム内の1つ上のディレクトリへ移動します。
● 戻る－１つ前のリモートフォルダに戻ります。
● 進む－１つ先のリモートフォルダに進みます。
● ブックマーク－よく使うリモート内のロケーションにブックマークを設定または削

除します。
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左右の画面の間には3つの矢印があります。 
● 緑色の右向き矢印をクリックすると左画面で選択されたファイルがアップロードさ

れます。
● 青色の左向き矢印をクリックすると右画面で選択されたファイルがダウンロードさ

れます。
● 青と緑の両側矢印をクリックすると両方の画面のファイル （ファイルが選択され

ていてもいなくても） 
が全て同期されます。こうすることで両方の画面のファイルが全て最新のものに更
新されます。

右クリックメニュー 
● ローカルファイルのブラウザ画面ではファイルエクスプローラと全く同様に右クリ

ックメニューを使うことが出来ます。
● リモートファイルのブラウザ画面ではClassicFTPがコントロールできるリモート

サーバーの機能が限られるため、右クリックオプションで選択できる機能も少なく
なります。

動作環境 
● Windows Vista/2000/XP/2008/7/8/10
● Windows バージョン98およびME
● Windows CE/Pocket PC 2003/Windows Mobile 5/Windows Mobile 6

3



サイトに接続する 
サイトへは様々な方法で接続することができます： 
1.ツールバーの「接続」ボタンを使う 
● Classic 

FTPのメイン画面ツールバーで「接続」ボタンをクリックします。また、ファイル
メニューから「接続」を選択するという方法もあります。

● ドロップダウンメニューから接続を行うサイトを選択します。接続を行うサイトが
ドロップダウンメニューにない場合は「新規サイト」を選択します。

2.サイト管理画面を使う 
● Classic FTPのメイン画面で「サイト」ボタンをクリックします。
● サイト一覧から接続したいサイトを選択し「接続」をクリックします。接続したい

サイトが一覧に無い場合は「サイトを追加」ボタンをクリックします。
3.「クイック接続」ボタンを使う 
● Classic FTPのメイン画面で「クイック」ボタンをクリックします。
● 必要な情報を入力し「接続」をクリックします。
サイトの追加およびサイトのプロパティー変更に関する詳細はサイトのプロパティー
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ファイルとフォルダを転送する 
コンピュータとサイト間でファイルの転送を行う際は、まずサイトに接続し、次に以
下の手順で作業を行います。サイトへの接続に関する詳細はサイトに接続するのペー
ジをご覧ください。 
ファイルまたはフォルダをアップロードする（コンピュータからサイトへ転送） 
● アップロードするファイルまたはフォルダをローカルフォルダ画面（左画面）で選

択します 
● 「アップロード」ボタン（緑色の右向き矢印）をクリック、または選択したファイ

ル/フォルダを左画面から右画面へドラッグしドロップします。
ファイルまたはフォルダをダウンロードする（サイトからコンピュータへ転送） 
● ダウンロードするファイルまたはフォルダをリモートフォルダ画面（右画面）で選

択します 
● 「ダウンロード」ボタン（青色の左向き矢印）をクリック、または選択したファイ

ル/フォルダを右画面から左画面へドラッグしドロップします。
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時間短縮ツール 
Classic 
FTPにはサイト間の移動をより素早く効率的に行うための各種機能が搭載されていま
す。
ディレクトリを比較する 
「ディレクトリを比較する」ツールはローカルとリモートの各ディレクトリ内のファ
イルの違いを表示します。このツールを使うには、「ツール」メニューをクリックし 

 
いずれかのディレクトリのファイルが更新されている場合、また片方のディレクトリ
にのみ保存されているファイルがある場合、こうしたファイルが違いとして表示され
ます。
インポート/エクスポート 

サイトをエクスポートする 
サイトのエクスポート機能を使うと、サーバー、ユーザー名、パスワードなどのサ
イト情報をテキストファイルにエクスポートすることができます。ツールメニュー
から インポート/エクスポート-> サイト-> 
エクスポートを選択するとエクスポート用ダイアログが表示されます。エクスポー
トを行うサイトを選択して、「エクスポート」ボタンをクリックし、ファイルの保
存先とファイル名を指定した後「保存」をクリックします。
サイトをインポートする 
バックアップファイルまたは他のコンピュータからサイト情報をインポートする場
合、ツールメニューから インポート/エクスポート-> サイト-> 
インポートを選択しインポート用ダイアログを表示します。インポートを行うファ
イルを選択し「表示」ボタンをクリックします。
設定をエクスポート 
プログラムの設定（オプションメニュー内の全て）をエクスポートする場合は「ツ
ール」の 「インポート/エクスポート」から 「設定」-> 
「エクスポート」へ行き、保存先とファイル名を選択した後「保存」をクリックし
ます。
設定をインポート 
バックアップ後や他のコンピュータなどからプログラムの設定をインポートする場
合は、「ツール」の 「インポート/エクスポート」から 「設定」-> 
「インポート」へ行くと、ファイルを開いてインポートを行うためダイアログが表
示されます。インポートを行うファイルを選択肢、「開く」ボタンをクリックしま
す。
フィルタ 

メイン画面にフィルタを表示する場合は、ツールメニューでフィルタをオンにしてく
ださい。多数のファイルが格納されたディレクトリ内からファイルを検索する必要が
ある場合は、フィルタを使うことで特定のファイルを素早く探し出すことが出来ます
。ファイル名に使われている文字をフィルタ領域に入力し「フィルタ」ボタンを押し
ます。フィルタに入力した文字がファイル名に含まれているファイルのみが一覧に表
示されます。フィルタの入力エリア横にある矢印をクリックすると、その他のフィル
タオプションが表示されます： 
● [無し]を選択するとフィルタを解除し元の一覧画面に戻ります。
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● [新規]を選択すると新しいフィルタを入力できます。
● [消去]を選択すると保存されている全てのフィルタを消去します。
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トラブルシューティング 
FTPトラブルシューティング FTPサーバーへアップロードができない場合： 
● 「サイトのプロパティ」画面から「サイトを保存」ボタンをクリックします。「サ

イトのプロパティ」画面は、「サイト管理」画面からアクセスします。「サイト管
理」画面は「サイト」ボタンをクリックしてアクセスします）。サイト保存を行う
と、まずFTP接続のテストが行われます。書き込みテストに失敗した場合はFTPサ
イトの管理者に連絡し、アップロードの許可を得てください。

● 「リモートの初期ディレクトリ」や「ローカルの初期ディレクトリ」の設定などの
サーバー情報をご確認ください。

● お使いのサーバーがパッシブFTPを使用しているかどうかをご確認ください。
こちらから（http://www.nch.com.au/kb/jp/10047.html ）FTP接続のトラブルシ
ューティングについて詳しくご覧いただけます。 
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ショートカットキー一覧 
Ctrl+T サイトに接続する 
Ctrl+M サイト 
Ctrl+U ローカル一覧からアップロード 
Ctrl+D リモート一覧からダウンロード 
Ctrl+O プログラムオプション 
Alt+ ← 戻る（ローカル一覧） 
Alt+ → 進む（ローカル一覧） 
Alt+ ↑ 一つ上のディレクトリへ移動（ローカル一覧） 
Alt+Enter ファイルを開く（ローカル一覧） 
Shift+ ← 戻る（リモート一覧） 
Shift+ → 進む（リモート一覧） 
Shift+ ↑ 一つ上のディレクトリへ移動（リモート一覧） 
Shift+Enter ファイルを開く（リモート一覧） 
F2 ファイル名を変更（ローカル一覧） 
Shift+F2 ファイル名を変更（リモート一覧） 
F5 ローカル一覧を更新する 
Shift+F5 リモート一覧を更新する 
Delete 選択したファイルを削除（ローカル一覧） 
Shift+Delete 選択したファイルを削除（リモート一覧） 
Alt+F4 プログラムを終了する 
F1 マニュアルを表示する
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NCH ソフトウェア総合パッケージ 
この画面から弊社が開発しているその他の便利なソフトを簡単に探すことができます
。
音声や動画などカテゴリ別の一覧から必要なソフトをお選びください。必要なソフト
が見つかったらボタンをクリックするとお試し版がインストールされ、無料でソフト
をお試しいただけます。既にインストール済みのソフトのボタンは「実行」ボタンに
なっており、このボタンを押すとソフトが起動します。
カテゴリ別一覧の下の欄にはソフトの機能の一覧があります。例えば「動画を録画す
る」という機能をクリックすると、動画の録画用ソフトがインストールされます。
検索 
検索エリアに必要なソフトに関するキーワードを入力して「検索」ボタンをクリック
すると、キーワードにマッチした弊社サイトの検索結果が表示されます。 
その他のNCHソフトウエア製品を見る 
弊社の全製品カタログが表示され更に多くのソフトをお探しいただけます。 
ニュースレターを購読 
新製品のリリースやソフトのアップデートなどの最新情報をいち早くお届けするニュ
ースレターを購読いただけます。購読の停止はいつでも簡単に行っていただけます。 
最新の特別購入価格を参照する 
各製品の最新の割引価格をご覧いただけます。 

10



ソフトウェアライセンス規約 
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。
2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。
3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。
4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。
6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。
9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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各画面について - サイト管理 
サイト管理画面は良く使うサイトの接続情報の保存を行います。 
サイトを追加する… 
このボタンをクリックして新規サイトをサイト管理画面に追加します。
サイトのプロパティー 
このボタンをクリックして選択されたサイトの表示または詳細変更を行います。
サイトを削除する 
このボタンをクリックしサイト管理画面で選択したサイトを削除します。
サイトの接続を切断する 
このボタンを押すと現在接続中のサイトの接続を切断します。
再接続 このボタンをクリックすると接続を切断したサイトへ再接続および、サイトの
切断を行うことができます。
サイトの追加やサイトのプロパティの編集についての詳細はサイトのプロパティーの
ページをご参照ください。 
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各画面について - サイトをエクスポートする 
エクスポーターを使い、良く使うサイトをコンピュータ上のファイルに保存します。 
全て選択 
このボタンをクリックすると、全てのサイトを選択します。
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各画面について - ファイルの状況 
ファイルのアップロードまたはダウンロード中は転送状況をお知らせする進行状況バ
ーが表示されます。 
進行状況バーには転送中のファイル名と進捗率が順次表示されます。 
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各画面について - ユーザーログイン 
Classic 
FTPにパスワードの記憶を行わなかった場合、パスワードの入力を要求されます。 
パスワード：
ホスティングプロバイダから入手したパスワードを入力してください。
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各画面について - クイック接続
接続を行うサーバーと、この接続用のユーザー名およびパスワードの入力を要求され
ます。 FTPサーバー  サイトのアドレスを入力します。アドレスはIP形式（例：69.10
.42.210）またはドメイン形式（例：ftp.nchsoftware.com）です。FTPサーバの待ち
受けポートの番号（例：69.10.42.210:1234またはftp.nchsoftware.com:1234）を指
定します。
ユーザー名 
ホスティングプロバイダから提供されたユーザー名。何も入力しない場合はユーザー
名は「anonymous（匿名）」となります。
パスワード 
ホスティングプロバイダから提供されたパスワード。
接続を保存 
接続を保存し認識されたサイトの一覧に追加します。
パスワードを保存 
サイトへの接続を簡略化するためにClassic 
FTPにパスワードを記憶させる場合はここにチェックを入れます。
SSLを使用 
SSLを使ってセキュリティで保護された方法でサイトに接続する際はこのオプション
を選択します。
接続 
接続ボタンをクリックすると、直ちにサーバーに接続が行われます。
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各画面について - ブックマークを追加する
ブックマーク一覧に追加するブックマークの入力を要求されます。 ブックマーク 追
加するブックマークをここに入力します。初期設定は現在使用中のディレクトリです
。
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各画面について - ブックマークを削除する
ブックマーク一覧から削除するブックマークの入力を要求されます。 削除するブック
マーク 削除するブックマークを選択します。
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各画面について - 
ファイルのアクセス許可を変更する
プログラムへのアクセスを特定のユーザーにのみ許可することができます。選択した
ファイルに対して、どのようなアクセス権を 
所有者、グループ、パブリックアクセス、それぞれのユーザーに許可するかを選択し
ます。 
アクセス許可欄内のデータは「-rwx-rwx-rwx」の形式で表示され、4つの部分に分か
れています...
[タイプ]所有者-グループ-パブリック
タイプ d=ディレクトリ、-=ファイル、l=リンク
所有者 (許可されたFTPユーザー)
グループ (同一サーバーのスクリプト)
パブリック (全世界)
アクセス許可の省略記号とその意味は以下のとおりです… 
r = 読み取り許可
w = 書き込み許可
x = 実行許可
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各画面について - オプション ~ 一般
FTP オプション

FTP接続に失敗した場合、5回まで再度接続を試みる 接続に失敗した際、自動的に
再接続を試みます。 
サーバーの同時接続数に達した際などに自動的に再接続を試みる便利な機能です。

アップロードされたファイル名にスペースがある場合アンダースコアに変換する/
ファイル名を小文字に変換する 旧式のサーバーなどではファイル名にスペースや
大文字を使用できない場合があります。このような場合、 Classic 
FTPはスペースをアンダースコアに、また大文字を小文字に置き換えることで対応
することができます。 
お使いのFTPシステムが最新版である場合はこのオプションを使用せずにアップロ
ードが可能です。 
このオプションにチェックを入れない場合、ファイル名のスペースや大文字は置き
換えが行われずそのまま残ります。 
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各画面について - オプション ~ FTPプロキシ
FTPプロキシはお使いのコンピュータと実際のFTPサーバー（ファイルのアップロー
ドやダウンロードを実際に行う場所）の間にあり 
FTP接続の監視とスキャンを行います。プロキシは一般的な暗号化されてないFTP接
続でのみ使えます。 
FTPプロキシタイプ
プロキシのタイプはプロキシサーバーへのアクセス方法を決定します。どのタイプを
使って良いかわからない場合は、サーバーの管理者までお問い合わせください。無し
これを選択するとプロキシの接続をオフにします。
SITE（プロキシログイン）
SITEコマンドを使ってプロキシにアクセスします。ユーザー名とパスワードの入力が
必要です。
OPEN（プロキシログイン無し）
OPENコマンドを使ってプロキシにアクセスします。この場合プロキシへのアクセス
時にログインは不要です。
User@Site（プロキシログイン無し）
User@Siteのフォーマットを使ってホストを指定しプロキシにアクセスする。
User@Site（プロキシログイン）
User@Siteのフォーマットを使ってホストを指定し、ログイン情報を入力してプロキ
シにアクセスする。
FTPプロキシ設定
このプロキシのホストアドレスを入力します。
ログインが必要な場合はこのプロキシのユーザー名を入力します。
ログインが必要な場合はこのプロキシのパスワードを入力します。
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各画面について - サイトのプロパティー ~ 
FTPサイトのプロパティー
FTPサーバーアカウント設定
サイト名を入力してください。サイト名はIP形式（例：69.10.42.210）またはドメイ
ン形式（例：ftp.nchsoftware.com）のいずれの形式でも入力できます。また、FTPサ
ーバーの待ち受けポート番号を特定することもできます。（例： 
69.10.42.210:1234またはftp.nchsoftware.com:1234）
ポート：
サーバーのポート番号を入力します。デフォルトのポートは21です。SSL接続用のデ
フォルトのポートは990です。
ホスティングプロバイダから入手したユーザー名を入力してください。
ホスティングプロバイダから入手したパスワードを入力してください。
パスワードを記憶する
ソフトウェアにこのサイトのパスワードを記憶させる場合はこのオプションにチェッ
クを入れます。記憶しない場合はサイトに接続する際に毎回パスワードの入力が必要
になります。
暗号化はコンピュータとサーバー間の接続の保護に使われます。暗号化を行うとパス
ワードやデータが保護され、転送中のファイルが第三者に読み取られることを防ぎま
す。
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各画面について - サイトのプロパティー ~ 
詳細プロパティ
サイト名： 
このサイトのサイト名を入力。お好きな名前を入力します。
接続後最初に使用するリモートディレクトリ
前回使用したリモートディレクトリを使う
Classic 
FTPは前回接続したサイトで使用したリモートフォルダの情報を記憶することができ
ます。このサイトに接続する際に必ずこのフォルダを表示するよう設定する場合はこ
のオプションにチェックを入れます。
常にこのディレクトリを使う
このサイトに接続する際に必ず特定のフォルダを表示するよう設定する場合はこのオ
プションにチェックを入れます。リモートディレクトリのパス：
ホスティングプロバイダから入手したディレクトリを入力してください。例：/home
/yourco/www/html or /var/www/html. 
参照...
FTPサーバー上のフォルダの閲覧はこのボタンをクリックします。
接続後最初に使用するローカルディレクトリ
前回使用したローカルディレクトリを使う
Classic 
FTPは前回接続したサイトで使用したローカルフォルダの情報を記憶することができ
ます。このサイトに接続する際に必ずこのフォルダを表示するよう設定する場合はこ
のオプションにチェックを入れます。
常にこのディレクトリを使う
このサイトに接続する際に必ず特定のフォルダを表示するよう設定する場合はこのオ
プションにチェックを入れます。ローカルディレクトリのパス：
コンピュータ上のローカルディレクトリです。例：c:\my folder 
参照...
お使いのコンピュータ上のフォルダの閲覧はこのボタンをクリックします。
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