弥永西小連絡メール
登録のしかた
QRコード

ケータイから
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ｙｎｅ＠123123.ｔｖ
に空メールを送信します。
※空メールとは・・・
件名、本文を入れずに送信するメールのことです。

2

（例）サンプル

登録フォームが
返信されます（右図）

青空小安心メール
弥永西小連絡メール
■会員登録■
◎登録者名など必要項目
が入力されていないと削
除されメールは配信され
ません。
◎メールの受信には通常
のメール受信料がかかり
ます。
◎入力後、下部の「登録
」ボタンを押 してくださ
い。

ここを(ＵＲＬ）クリック
してください

※通常30～90秒で登録フォームが返信されまます｡
ＰＣ・インターネットからのメール受信拒否の設定をされていると
登録フォームを受信する事が出来ません。「123123.tv」の
ドメイン指定受信の設定をお願いします。

■ 登録 者名 (保護 者 名な ど 
) ※必須
あんしん太郎
■学年 (お子様全員の学年
をチェックして下さい)
□ 1年生
□ 2年生
□ 3年生
□ 4年生
□ 5年生
□ 6年生

「青空小安心メール」
「弥永西小連絡メール」 本
本メールは、福岡市立弥学
メールは○○市立青空小
永西小学校の「安全・安通
校の「安全、安心で心の
心で心の通い合う学校づ標
い合う学校づくり」を目
くり」を目標に弥永西小学
に青空小学校と青空小学校
校と留守家庭子ども会、
ＰＴＡよりお届け致します。
弥永西小学校ＰＴＡよりお
学校又はＰＴＡからの緊
急
届けします。内容は、緊
連絡・お知らせ事項、子 ど
急連絡・お知らせ事項、
もに関する情報、不審者 情
子どもに関する情報、不
報などをお届け致し
審者情報などの予定で ま
す・・・
す。

※出来ない時は、下記のフリーコールで対応してもらえます。それでも
出来ないときは、携帯ショップに行かれ、設定してもらってください。
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■ 学年  組 児 童名

表示された画面（左図参照）の登録項目を入力し、
最後に登録ボタンを押して下さい。
登録状況が把握できるよう、実名での登録を
お願いします。（□の該当項目にチェック）

■備考

←登録を押すと登録完了の画面が表示され
One23
c TECHNOMIX

登録方法で迷ったら

登録完了です。
（株）テクノミックス
フリーコール

0800-600-1230

空メール送信後返信が届かない方へ

（ドメインとは・・・メールアドレスの＠から後ろのことです

保存版

○○○@123123.tv）

空メール送信後返信がない場合は迷惑メール対策やインターネットからのメール拒否が考えられます
下記の注意事項をご確認の上「ドメイン指定受信設定」をお願します。
※注1．docomo mova をお使いの方は受信文字数に制限があるため登録できません。
フリーコール 0800-600-1230へお電話ください。ご担当がご対応いたします。
※注2．受信文字数の制限をされている方は５００文字以上受信できるように設定願います。
※注3．必ずドメイン 123123.tv のみ入力するようにしてください。
※注4．迷惑メール対策やインターネットからのメール拒否をされていると返信が届きません。

docomo
１、 iメニューの

０ お客様サポートをクリック
の ３ 各種設定（確認・変更・利用）をクリック

２、 料金＆お申し込み・設定
３、 メール設定をクリック

下方の 詳細設定/解除（メール設定）をクリック

４、 認証 パスワードを入力し

決定

５、 ▼URL付きメール設定→

設定解除にチェックを入れる
次へ
設定 にチェックを入れる→

▼受信/拒否設定→

６、 画面中ほどまでスクロール ▼ステップ４ の受信設定へ
７、 ▼個別に受信したいドメインまたはアドレスを編集
８、 123123.tv と入力 下へ進み 登録 を押す

Docomoメール設定

９、 学校指定のメールアドレスへ空メールを送信

左記４、へジャンプします。

１０、 届いた返信のＵＲＬを開きＷＥＢへ接続する
１１、 登録フォームへ必要事項を入力し 登録

を押す

１２、 登録完了画面が表示されたら完了

ａｕ
１、

メールキーを押す

２、 Ｅメール設定 を選択
３、 メールフィルター
４、 暗証番号を入力
５、 ■個別設定
６、 下に進み
７、 ★設定確認★

を選択→

→

次へ

送信

の 指定受信リスト設定 を選択
と入力し

登録

内容確認後間違ってなければ

登録

に 123123.tv

８、 学校指定のメールアドレスへ空メールを送信
９、 届いた返信のＵＲＬを開きＷＥＢへ接続する
１０、 登録フォームへ必要事項を入力し 登録
１１、 登録完了画面が表示されたら完了

を押す

auメール設定
→終了

左記３、へジャンプします。

SoftBank
１、 Yahooページ画面の最下部項目 設定・申込

をクリック

２、 メール各種設定 を選択
３、 迷惑メール対策らくらく設定 を選択
４、 下に進み ・ﾒｰﾙ設定はこちら をクリック
５、 暗証番号入力→

ＯＫ

Softbankメール設定

６、 迷惑メールブロック設定 を選択

左記５、へジャンプします。

個別設定 にチェックを入れ 次へ
つぎ
８、 受信許可・拒否設定 を選択
７、 下に進み ●個別に設定の

アドレスリストの編集 をクリック

９、 許可リストとして設定 にチェックを入れ

個別アドレスの追加 を選択し
設定する単位

に123123.tv

と入力し

ドメイン にチェックを入れ このアドレスを有効にする にチェックを入れ ＯＫ →終了

１０、 学校指定のメールアドレスへ空メールを送信
１１、 届いた返信のＵＲＬを開きＷＥＢへ接続する
１２、 登録フォームへ必要事項を入力し 登録

を押す

１３、 登録完了画面が表示されたら完了

※注意 ソフトバンクをお使いの方へ
上記設定をすると、ソフトバンク及び他社携帯とのメール受信ができなくなります。お手数
ですが、今回設定されるドメイン以外に下記のドメインも受信許可の設定をされてください。
＜追加するドメイン＞
１、

上記９、

・ドコモ

アドレスリストの編集

・au

・ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ

をクリック

・ボーダフォン

一括指定

をクリック

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ/ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾓﾊﾞｲﾙ電話番号 にチェックを入れ ＯＫ
２、

アドレスリスト を選択し 個別アドレスの追加 を選択
softbank.ne.jp と入力し、設定する単位

をクリック

ドメイン にチェック

このアドレスを有効にするにチェック ＯＫ
同じ要領で、以下のドメインを受信許可してください
「docomo.ne.jp 」

「ezweb.ne.jp」

「q.vodafone.ne.jp」

ソフトバンクノドメイン指定受信設定は複雑な作業です。可能であれば携帯をショップへ持参し作業を依頼され
店舗で受信確認まで行ってください。
念のため、ショップへ来店される際は学校で渡された登録のしかたと及びこの説明書を持参してください。

登録方法で迷ったら

（株）テクノミックス
フリーコール

0800-600-1230

