スクールメール NTT DoCoMoの迷惑メール解除設定
imodeをご利用の場合
[iMENU]  [お客様ｻﾎﾟｰﾄ]  [各種設定（確定・変更・利用）]  [ﾒｰﾙ設定]  [詳細設定/解除] 「受信／拒否設
定」 [宛先指定受信]と[受信設定]
『宛先指定受信』と『受信設定』にｽｸｰﾙﾒｰﾙの送信元Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを指定します。
ﾒｰﾙ設定
-------------------------------機能説明
------1.ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ設定
■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更
|-希望ｱﾄﾞﾚｽ
|-電話番号ｱﾄﾞﾚｽ
L2in1A・Bｱﾄﾞﾚｽ入替え

認証
-------------------------------迷惑ﾒｰﾙ対策では
・URL付きﾒｰﾙ拒否
・ﾒｰﾙ受信/拒否
・国際MMS拒否設定
・iﾓｰﾄﾞ/spﾓｰﾄﾞﾒｰﾙ大量送信者
からのﾒｰﾙ受信制限などが設定
できます。

2.迷惑ﾒｰﾙ対策設定
■かんたん設定
|-ｷｯｽﾞｵｽｽﾒ
|-受信拒否 強
|(携帯・PHSﾒｰﾙがﾒｲﾝの方)
L受信拒否 弱
(ﾊﾟｿｺﾝﾒｰﾙも受信する方)
■詳細設定/解除
■SMS拒否設定
■その他設定

設定に進む場合は、iﾓｰﾄﾞﾊﾟｽﾜｰ
ﾄﾞを入力してください。
(数字4桁)

迷惑ﾒｰﾙ対策
------------------------------機能説明
------▼URL付きﾒｰﾙ拒否設定
○設定
●設定解除
[次へ]

スクロール
▼ｽﾃｯﾌﾟ2
ｽﾃｯﾌﾟ1以外の携帯・PHSやﾊﾟｿｺ
ﾝからﾒｰﾙを受信したい場合は
ﾁｪｯｸしてください。
☑受信する

▼受信/拒否設定
●設定
○設定解除
スクロール

[次へ]
****

▼国際MMS拒否設定
▼iﾓｰﾄﾞ/spﾓｰﾄﾞﾒｰﾙ大量送信者
からのﾒｰﾙ受信制限

[決定]

ﾒｰﾙ設定へ

▽個別に受診したいﾄﾞﾒｲﾝまた
はｱﾄﾞﾚｽ(後方一致)
iﾓｰﾄﾞ/spﾓｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽを指定する
場合は、“@docomo.ne.jp”
を省略せずに入力してくださ
い。
ﾄﾞﾒｲﾝとはﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの@（ｱｯﾄ
ﾏｰｸ）より後ろの部分のことを
いいます。
[1][
↑ｽｸｰﾙﾒｰﾙのｱﾄﾞﾚｽかﾄﾞﾒｲﾝ
[2][
[3][
：
[登録]

]
]
]

▼ｽﾃｯﾌﾟ4
ｽﾃｯﾌﾟ1、2でﾁｪｯｸを外した場合
でも、個別にﾄﾞﾒｲﾝまたはｱﾄﾞﾚｽ
を指定して受信することができ
ます。
[受信設定]

▼ｽﾃｯﾌﾟ3
ｽﾃｯﾌﾟ1、ｽﾃｯﾌﾟ2の「なりすま
しﾒｰﾙ設定」で拒否設定した場
合でも、ﾊﾟｿｺﾝの転送元ｱﾄﾞﾚｽや
ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄのｱﾄﾞﾚｽを指定するこ
とで、これらのﾒｰﾙを受信でき
ます。
[宛先指定受信]

▽受診したいﾊﾟｿｺﾝの転送元ｱﾄﾞ
ﾚｽ。ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄのｱﾄﾞﾚｽ(後方一
致)
[1][
↑ｽｸｰﾙﾒｰﾙのｱﾄﾞﾚｽかﾄﾞﾒｲﾝ
[2][
[3][
：
[登録]

]
]
]

設定完了
------------------------------宛先指定受信設定を設定しまし
た。

[21～40へ] [移動]
[1～20ｸﾘｱ]

迷惑ﾒｰﾙ対策へ

迷惑ﾒｰﾙ対策へ

続けて、受信/拒否設定をする
こともできます。
次へ

スクールメール NTT DoCoMoの迷惑メール解除設定
spﾓｰﾄﾞをご利用の場合
[spﾓｰﾄﾞﾒｰﾙｱﾌﾟﾘを起動]  [ﾒｰﾙ設定]  [その他]  [ﾒｰﾙ全般の設定]  [2.迷惑ﾒｰﾙ対策設定 － 詳細/その他設定]
 [詳細設定/解除]
『宛先指定受信』と『受信設定』にｽｸｰﾙﾒｰﾙの送信元Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを指定します。

☑受信するにﾁｪｯｸ

『詳細設定/解除』をｸﾘｯｸ

spﾓｰﾄﾞﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力

imodeと同様に[宛先指定受信]と[受信設定]にｽｸｰﾙﾒｰﾙの送信元ｱﾄﾞﾚｽかﾄﾞﾒｲﾝを設定してください。

スクールメール auの迷惑メール解除設定
iphone以外ご利用の場合
設定方法は以下の3通りあります。(利用している機種により操作が異なります。)
なります。
① [Eﾒｰﾙｷｰ] - 迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀー
② [Eﾒｰﾙｷｰ] - Eﾒｰﾙ設定 - ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀー
③ [Eﾒｰﾙｷｰ] - Eﾒｰﾙ設定 - その他設定 – 迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ― – [暗証番号]

異なる操作は①～③のいずれかと

『指定受信ﾘｽﾄ設定』にｽｸｰﾙﾒｰﾙの送信元Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを指定します。
迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ
新規機能を追加!!
■迷惑ﾒｰﾙおまかせ規制
→迷惑ﾒｰﾙを大幅に削減できま
す!!個別設定より設定して下さ
い。
------------------------------ｶﾝﾀﾝ設定
迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀーの設定をｶﾝﾀﾝに
設定できます。
詳細設定
迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀーの各種設定を行
えます。
∟個別設定
∟指定受信ﾘｽﾄ設定
∟指定拒否ﾘｽﾄ設定
∟ｱﾄﾞﾚｽ帳受信設定
-------------------------------

指定受信ﾘｽﾄ設定
------------------------------設定したｱﾄﾞﾚｽからのﾒｰﾙを受信
します。
------------------------------[現在有効/ﾘｽﾄ編集する]
●有効/ﾘｽﾄ編集する
○無効にする
設定を変更する場合は、次へお
進み下さい。
※なりすまし規制を設定して自
動転送ﾒｰﾙを受信する場合は
こちら

次へ

指定受信ﾘｽﾄ設定
-----------------------------登録数(7/200)
↓ﾍﾟｰｼﾞ下へ
[前ﾍﾟｰｼﾞ] [次ﾍﾟｰｼﾞ]
[ 登録 ]
(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)
[ ｽｸｰﾙﾒｰﾙのｱﾄﾞﾚｽかﾄﾞﾒｲﾝ
[
[
：
[

★設定確認★
以下の指定先からのﾒｰﾙを受信
します。
【指定受信ﾘｽﾄ】
(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)
追加
[ ｽｸｰﾙﾒｰﾙのｱﾄﾞﾚｽかﾄﾞﾒｲﾝ]

]
]
]

よろしいですか?
[

登録

]

]
◀再設定

[前ﾍﾟｰｼﾞ] [次ﾍﾟｰｼﾞ]
[ 登録 ]
(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)
↑ﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟへ
[画面ｸﾘｱ] [ﾘｽﾄ全削除]
[ 元に戻す ]

指定受信ﾘｽﾄ設定登録が完了し
ました。
登録数(7/200)
[

◀戻る

登録を続ける ]

ﾄｯﾌﾟ画面へ

『指定受信ﾘｽﾄ設定(なりすまし・転送ﾒｰﾙ許可)』にｽｸｰﾙﾒｰﾙの送信元Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを指定します。
迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ
新規機能を追加!!
■迷惑ﾒｰﾙおまかせ規制
→迷惑ﾒｰﾙを大幅に削減できま
す!!個別設定より設定して下さ
い。
------------------------------ｶﾝﾀﾝ設定
迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀーの設定をｶﾝﾀﾝに
設定できます。
詳細設定
迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀーの各種設定を行
えます。
∟個別設定
∟指定受信ﾘｽﾄ設定
∟指定拒否ﾘｽﾄ設定
∟ｱﾄﾞﾚｽ帳受信設定
-------------------------------

個別設定
------------------------------スクロール
【なりすまし規制 】
[現在(高)設定する]
●(高)設定にする ｵｽｽﾒ!
○(中)設定にする
○(低)設定にする
○設定しない
※なりすまし規制を設定しての
自動転送ﾒｰﾙを受信する場合は
こちら
指定受信ﾘｽﾄ設定（なりすま
し・転送ﾒｰﾙ許可)
------------------------------なりすまし規制を設定して自動
転送ﾒｰﾙを受信したい場合に登
録してください。
[現在有効/ﾘｽﾄ編集する]
●有効/ﾘｽﾄ編集する ｵｽｽﾒ!
○無効にする
設定を変更する場合は、次へお
進み下さい。
次へ

指定受信ﾘｽﾄ設定（なりすま
し・転送ﾒｰﾙ許可)
-----------------------------「なりすまし規制(高)(中)
(低)」を設定し、かつ自動転
送ﾒｰﾙを受信したい場合、自動
転送元のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを登録して
ください。
登録数(3/20)

★設定確認★
以下の設定でﾒｰﾙを受信します。

↓ﾍﾟｰｼﾞ下へ
[ 登録 ]
[ ｽｸｰﾙﾒｰﾙのｱﾄﾞﾚｽかﾄﾞﾒｲﾝ
[
[
：
[
[ 登録 ]
↑ﾍﾟｰｼﾞﾄｯﾌﾟへ

[
]
]
]

【指定受信ﾘｽﾄ設定(なりすま
し・転送ﾒｰﾙ許可)】
追加
[ ｽｸｰﾙﾒｰﾙのｱﾄﾞﾚｽかﾄﾞﾒｲﾝ]
よろしいですか?
登録

]

◀再設定

]

[画面ｸﾘｱﾞ] [ﾘｽﾄ削除]
[元に戻す]

指定受信ﾘｽﾄ設定(なりすま
し・転送ﾒｰﾙ許可)登録が完了
しました。

◀戻る

登録数(3/20)
詳細設定ﾄｯﾌﾟへ

スクールメール auの迷惑メール解除設定
iphoneをご利用の場合
（WifiはOFFで操作すること）

通知されます。
＜ご注意＞
・本設定は初めてお使いになる
場合、もしくは、ﾕｰｻﾞｰ名、ﾊﾟｽ
ﾜｰﾄﾞを忘れた場合のみご利用く
ださい。
・本設定をする毎にﾕｰｻﾞ名、ﾊﾟ
ｽﾜｰﾄﾞが新たに発行されますの
で、その都度ﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄの設定を
変更してください。
-------------------------------ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更・その他の設定
①『ﾒｯｾｰｼﾞ』をﾀｯﾌﾟ

②宛先に[#5000]、本文に
「1234」を入力し送信

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ-設定

お客様のﾒｰﾙ利用状況に応じた設
定ﾒﾆｭｰを選択するだけで、簡単
に迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰを設定すること
ができます。2つのﾒﾆｭｰを用意し
ております。

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ-の設定には、ﾒｰﾙｱ
ﾄﾞﾚｽと以下のﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの入
力が必要になります。
ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは忘れないように
ﾒﾓをとることをお薦めします。

[ｶﾝﾀﾝ設定へ]

詳細設定

ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ : ********

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰを細かい条件を指
定して設定できます。

設定はこちら

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ-

⑦「指定受信ﾘｽﾄ」をﾀｯﾌﾟ

ｶﾝﾀﾝ設定

--------------------------------

戻る

③受信したﾒｯｾｰｼﾞ(MMS)から
URLをｸﾘｯｸ

↓
⑧「設定する」にﾁｪｯｸを入れ、
ｷｰﾜｰﾄﾞに
「ｽｸｰﾙﾒｰﾙのｱﾄﾞﾚｽかﾄﾞﾒｲﾝ」
を入力
↓
⑨指定受信ﾘｽﾄの内容を確認して
「登録」をﾀｯﾌ

[詳細設定へ]

④ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰ
ﾄﾞをﾒﾓする

⑤ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの＠ﾏｰｸ前とﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟ
ｽﾜｰﾄﾞを入力し『ﾛｸﾞｲﾝ』をﾀｯﾌﾟ

⑥『詳細設定へ』をﾀｯﾌﾟ

※指定受信ﾘｽﾄ設定(なりすまし・
転送ﾒｰﾙ許可)も同様に設定してく
ださい。

スクールメール Softbankの迷惑メール解除設定
iphone以外ご利用の場合
[Yahoo!ｹｰﾀｲ]  [ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ]  [My Softbank] ([設定・申込])  [ﾒｰﾙ設定（ｱﾄﾞﾚｽ・迷惑ﾒｰﾙ等）]  [迷惑ﾒｰﾙﾌﾞ
ﾛｯｸ設定]  [個別設定]  [受信許可・拒否設定]
『ﾒｰﾙ設定（受信許可・拒否設定）』にｽｸｰﾙﾒｰﾙの送信元Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを指定します。
設定申込

お知らせ

災害…

利用状況の確認

ﾒｰﾙ設定

[1]利用料金の確認

[1]ﾒｰﾙ設定(ｱﾄﾞﾚｽ・迷惑ﾒｰﾙ等)

迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定
--------------------------------

[2]ｺﾝﾃﾝﾂ利用状況

「ｶﾝﾀﾝ設定」のいずれか、もし
くは「個別設定」を選択して
「次へ」を押して下さい。

設定・変更

詳細に設定したい方はこちら

[3]契約者情報の変更

『ﾒｰﾙ設定(ｱﾄﾞﾚｽ・迷惑ﾒｰﾙ
等)』を選択

[4]ﾒｰﾙ設定
[5]請求・ｻｰﾋﾞｽ設定

●個別設定

次へ
ﾒｰﾙ設定(ｱﾄﾞﾚｽ・迷惑ﾒｰﾙ等)
●ﾒｰﾙ関連設定
●迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定

『個別設定を選択』し『次へ』
を選択

●現在の設定内容

『My Softbank』から『設定・
申込』を選択

『[4] ﾒｰﾙ設定』を選択

『迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定』を選択

なりすまし救済ﾘｽﾄ設定

なりすまし救済ﾘｽﾄ設定

なりすましﾒｰﾙ拒否設定

--------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

救済ﾘｽﾄを入力してください
救済ﾘｽﾄの追加 >
救済ﾘｽﾄのｵｰﾙｸﾘｱ >

なりすましﾒｰﾙを受け取ります
か？
●受け取る
○受け取らない

[OK]
[ｷｬﾝｾﾙ]

<<なりすましﾒｰﾙ拒否設定へ
5.受信許可・拒否設定
⇒設定しない

!なりすましﾒｰﾙとは、ﾊﾟｿｺﾝなど
を利用して携帯電話・PHSのﾒｰﾙ
ｱﾄﾞﾚｽで送信されてくるﾒｰﾙのこ
とを示します。

迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定
（個別設定）
--------------------------------1.迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ2.なりすまし拒否設定
3.ともだちﾒｰﾙ安心設定
4.URL付きﾒｰﾙ拒否設定
5.受信許可・拒否設定
6.海外からの電話番号ﾒｰﾙ

[なりすまし救済ﾘｽﾄ設定]
[OK]
[ｷｬﾝｾﾙ]

ｽｸｰﾙﾒｰﾙのﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(完全一致)
もしくは ﾄﾞﾒｲﾝ名(後方一致)
を入力

『 救済ﾘｽﾄの追加』を選択

『 なりすまし救済ﾘｽﾄ設定』か
らｽｸｰﾙﾒｰﾙのﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(完全一
致)を入力

『2.なりすましﾒｰﾙ拒否設定』
を選択

迷惑ﾒｰﾙの振り分け設定がONになっている場合(購入時はOFFの設定となります。)
迷惑ﾒｰﾙの振り分け設定がONになっている場合は、電話帳に登録されていない電話番号やﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽからのﾒｰﾙは着信を
通知せず、迷惑ﾒｰﾙﾌｫﾙﾀﾞに振り分けられてしまいます。
[設定] [一般設定]  [迷惑ﾒｰﾙ設定]  [迷惑ﾒｰﾙ振分け]  OFFに設定
※『ともだちメール安心設定』がされている場合は、「S！電話帳バックアップ」にｽｸｰﾙﾒｰﾙのアドレスを登録してく
ださい。

スクールメール softbankの迷惑メール解除設定
iphoneをご利用の場合
[safari] → [ﾌﾞｯｸﾏｰｸ] → [MySoftBank] (または、Safariのアドレスバーにsoftbank.jpと入力して実行)[ﾛｸﾞｲﾝはこ
ちら]
『受信許可ﾘｽﾄ設定』にｽｸｰﾙﾒｰﾙの送信元Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを指定します。

ﾛｸﾞｲﾝする。

ﾒｰﾙ設定(MMS)をｸﾘｯｸ

『迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸの設定』の横
にある『変更する』を押す

『個別設定はこちら』を押す

『ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの一部（または全
部）』にｽｸｰﾙﾒｰﾙのﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽも
しくは ﾄﾞﾒｲﾝ名を入力し、
『後方一致』を選択する。
画面の一番下の『設定』を押
す。

『受信許可・拒否設定』の
『受信許可ﾘｽﾄを設定』を押す

スクールメール Gmailの迷惑メール解除設定
Gmailをご利用の場合
スクールメールが迷惑メールとして届く場合があるため、以下の方法で解除をお願いします。
[左上の
を押す]  [Gmailのメニュ画面を開く]  [下にスクロールし迷惑メールを選択]  [スクールメールを
開く]  [迷惑メールでないことを報告を押す]

