
迷惑メールフィルター回避設定 及び 個体識別

番号出力設定方法 リファレンスマニュアル 

各キャリアの携帯電話には、URL（アドレス）付きのメールを「迷惑メール」として扱い、実際に

ユーザーの携帯電話へは配信させなくする設定があります。 
 

グルリンシステムからのメールは、URL（アドレス）付きのメールとなりますので、グルリンシス

テムからのメールは受信が可能の状態となっていることが前提で動作するシステムがなりま

す。 
 

ここで、グルリンシステムのドメインを指定して、グルリンシステムからのメールを受信できる

ようにするための設定について説明させていただきます。 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

重ねて、グルリンシステムは携帯電話の個体識別番号を使用することでご本人様であること

を確認するシステムとなりますので、携帯電話から個体識別番号を通知していただく設定に

なっていないと、ご本人様の認証ができなくなってしまいます。 
 

こちらも、個体識別番号の通知設定の方法を説明させていただきます。 

なお、この設定が必要なのは、SoftBank、au、docomoの携帯電話をお使いの方のみです。 スマート

フォン、Willcomの携帯電話をお使いの方は、必要ありません。 
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SoftBank

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(ケータイ) (1/2)

「Ｙ！」キーを押す

または メインメニュー画面から「Yahoo!ケータイ」を選択　→ Yahoo!ケータイのメニュー画面で「Yahoo!ケータイ」を選択　

YAHOO! My SoftBank

ﾒｰﾙ設定

     ﾒｰﾙ設定(ｱﾄﾞﾚｽ・迷惑ﾒｰﾙ等)

設定・変更 　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更や迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ機能の

     契約者情報の変更 　　個別設定などが行えます。

　　変更手続き/番号ﾎﾟｰﾀﾋﾞﾘﾃｨ(MNP)予約関連

　　手続き/ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸからのご案内設定      My SoftBank設定

　　 ﾒｰﾙ設定 SoftBank Info

　　ﾒｰﾙ設定(ｱﾄﾞﾚｽ・迷惑ﾒｰﾙ等)

     端末・ｻｰﾋﾞｽ設定

　　ｿﾌﾄｳｴｱ更新の設定/ﾕｰｻﾞID通知設定/みま

　　もりｹｰﾀｲの設定/みまもりｶﾒﾗの設定/My 

　　SoftBank認証の設定

     My SoftBank設定

　　表示名/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ確認・変更

「設定・申込」を選択 「メール設定」を選択 「メール設定（アドレス・迷惑

メール等）」を選択

■ﾒｰﾙ関連設定 「かんたん設定」のいずれか、も

■迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定 しくは「個別設定」を選択して「 1. 迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

次へ」を押して下さい。 2. なりすましﾒｰﾙ拒否設定

■現在の設定内容 3. ともだちﾒｰﾙ安心設定

【かんたん設定】 4. URLﾘﾝｸ付きﾒｰﾙ拒否設定

>>English ○推奨ﾌﾞﾛｯｸ設定 5. 受信許可・拒否設定

<<MySoftBank (PCﾒｰﾙも受信したい) 6. 海外からの電話番号ﾒｰﾙ拒否

○ｹｰﾀｲ/PHS設定 設定

(ｹｰﾀｲ/PHSからのみ受信したい)

○きっずｵｽｽﾒ設定 <<戻る

詳細に設定したい方はこちら

○個別設定

「迷惑メールブロック設定」を選択 「個別設定」を選択し、「次へ」を押す 「受信許可・拒否設定」を選択

…

迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定

SoftBank

    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る

…

© SoftBank MOBILE

    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る

   設定・申込   ｜  お知らせ  ｜災害用伝言版

…
    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る

ﾒｰﾙ設定(ｱﾄﾞﾚｽ・迷惑ﾒｰﾙ等)

    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る

(個別設定)

SoftBank

    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る

迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定

3 

4 

5 

6 

1 

0 

# 
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SoftBank

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(ケータイ) (2/2)

受信許可・拒否設定 [Eﾒｰﾙ]受信許可ﾘｽﾄ設定

？ﾍﾙﾌﾟ

【Eﾒｰﾙ】

　>ｹｰﾀｲ/PHSからのみ許可設定 　　利用設定

　>受信許可ﾘｽﾄ設定 ○設定しない

　>受信拒否ﾘｽﾄ設定 ○設定する

【電話番号ﾒｰﾙ】 ﾍﾟｰｼﾞ上へ移動

　>許可・拒否設定 □Eﾒｰﾙを全て許可する 　　　　　ﾍﾟｰｼﾞへ

？ﾍﾙﾌﾟ 　　受信許可ﾘｽﾄ設定

完：完全一致

後：後方一致

前：前方一致

部：部分一致

？ﾍﾙﾌﾟ

「設定する」を選択

ﾍﾟｰｼﾞ下へ移動

「受信許可リスト設定」を選択 上記①、③の通り選択し、②の通り

に入力したら「ﾍﾟｰｼﾞ下へ移動」を

クリック

    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る

SoftBank SoftBank

    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る

…
    メニュー ｜　　■     ｜　   戻る
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戻る 

1) @gururing.com 

完 ○ 後 ○ 前 ○ 部 ○ 

② 

③ 

① 

スクロール 
設定する 

戻る 

1 ▼ 移動 

１～30をｸﾘｱ 

30) 

完 ○ 後 ○ 前 ○ 部 ○ 

7 8 

9 

入力項目に 

「 @gururing.com 」 

と入力してください。 
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SoftBank

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(スマートフォン) (1/3)

Webブラウザを起動し、My SoftBankにアクセスする。

料金案内

ご請求書(内訳)の確認

ご請求予定額の確認

割賦契約内容の確認

お知らせサービスの設定

メール設定

S!メール[MMS]・SMS

Eメール(i) ← ※iPhoneでのみ表示される項目

ソフトバンクポイント

My SoftBankとは？

「電話番号」と「My SoftBank 「S!メール[MMS]・MMS）」

パスワード」を入力し、 を選択

「ログイン」を選択する。

My SoftBank

メール設定(アドレス・迷惑メール等)

|　迷惑メールブロックの設定

| 迷惑メールフィルター

拡大 ⇒強

→ この機能の説明

| なりすましメール

⇒受け取らない(拒否設定する)

この機能の説明

迷惑メールブロックの設定の

「変更する」を選択

©SOFTBANK MOBILE

My SoftBank

…
…

ソフトバンクモバイル株式会社

My SoftBank
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○ 

 

 

 

  

  

 

変更する 

1 

3 

初めてお使いの方 

パスワードを忘れた方 

ログイン 

携帯電話番号 

パスワード(8～16桁) 

2 
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SoftBank

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(スマートフォン) (2/3)

ブロック設定をカスタマイズしてお好みの設定に

変更します。

個別設定はこちら

「個別設定はこちら」を選択

| 現在の設定

[Eメール]

　受信許可リストを設定する

[電話番号メール]

設定しない

| 変更後の設定

拡大 [Eメール]

→ ケータイ/PHSからのみ許可設定

受信許可リスト設定

受信拒否リスト設定

[電話番号メール]

許可・拒否設定

この機能の説明

受信許可・拒否設定

「受信許可リスト設定」を選択

受信許可・拒否設定

- 

- 

- 

 

 

推奨ブロック設定 

 

 

ケータイ/PHS設定 

 

 

きっずオススメ設定 

4 

5 
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SoftBank

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(スマートフォン) (3/3)

My SoftBank

メール設定(アドレス・迷惑メール等) 利用設定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Eメール】受信許可リスト設定  ○設定しない

この機能の説明  ○設定する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜利用設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○設定しない  □Eメールを全て許可する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○設定する 受信許可リスト設定

拡大 完全一致、後方一致、前方一致、部分一致とは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□Eメールを全て許可する →
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜受信許可リスト設定

完全一致、後方一致、前方一致、部分一致とは

利用設定で「設定する」をチェックし、

受信許可リスト設定でアドレスを

入力し「後方一致」をチェックする

拡大

→

「設定する」を選択

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ
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○ 

 

 
 

 

1 

メールアドレスの一部 

(または全部) 

@gururing.com 

完全一致 後方一致 前方一致 部分一致 

○ ○ ○ ○ 

入力項目に 

「 @gururing.com 」 

と入力してください。 
 

 

 
受信許可リスト 

スクロール 

30 ○ ○ ○ ○ 

1～30をクリア 

戻る 設定する 

6 

7 
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SoftBank

　■個体識別番号の通知設定　(※機種によって配置等は若干異なります)

　ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ

　Yahoo!ｹｰﾀｲ □文字ｻｲｽﾞ

　ﾌﾞｯｸﾏｰｸ □ﾃｷｽﾄﾌﾞﾗｳｽﾞ

　お気に入り □ｷｬｯｼｭ/Cookie消去

　URL入力 □ｾｷｭﾘﾃｨ設定

　最終ﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ □ﾌﾞﾗｳｻﾞﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

　ﾌﾞﾗｳｻﾞ設定

OFF ○ ON

□製造番号通知 ○ OFF

□Cookie設定

□ﾙｰﾄ証明書

    　選択　 ｜　　■     ｜　   戻る    　選択　 ｜　　■     ｜　   戻る

ｾｷｭﾘﾃｨ設定 製造番号通知

    　選択　 ｜　　■     ｜　   終了     　選択　 ｜　　■     ｜　   戻る

Yahoo!ｹｰﾀｲ ﾌﾞﾗｳｻﾞ設定

    　選択　 ｜　　■     ｜　   戻る
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yahoo！ケータイ 

ブラウザ設定 

または設定 

セキュリティ

設定 

１ メインメニューから「Yahoo!

ケータイ」を選択 
２ Yahoo!ケータイ メニューか

ら「ブラウザ設定（または設

定）」を選択 

ブラウザ設定メニューから

「セキュリティ設定」を選択 
３ 

製造番号通知 
ON 

４ 「製造番号通知」を選択 
「製造番号通知」 ONを選

択 
５ 

Yahoo!ｹｰﾀｲ ｶﾒﾗ S!ｱﾌﾟﾘ 

ﾒｰﾙ ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ 

ﾂｰﾙ ｱﾄﾞﾚｽ帳 設定 
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au

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(ケータイ) (1/3)

メールキーを押してEメールメニュー画面を開く

Eメールメニュー画面の「Eメール設定」から設定する場合

Eﾒｰﾙﾒﾆｭｰ Eﾒｰﾙ設定

１　　新規作成 １　　受信・表示設定 1 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更

２　　ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｱﾆﾒ作成 ２　　送信・作成設定 2 迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

３　　受信ﾎﾞｯｸｽ ３　　ｱﾄﾞﾚｽ変更・その他 3 au one ﾒｰﾙへ自動保存

４　　送信ﾎﾞｯｸｽ ４　　Eﾒｰﾙ設定確認 　(通信料有料)

５　　新着ﾒｰﾙ問い合わせ 4 自動転送先

６　　なかよしﾎﾞｯｸｽ 5 Eﾒｰﾙﾍｯﾀﾞ情報表示(通

７　　ｲﾝﾌｫﾎﾞｯｸｽ    信料有料)

８　　au oneﾒｰﾙを確認 6 その他の設定の確認

９　　ﾒｰﾙｺﾝﾃﾝﾂを探す

０　　迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

＊　　Eﾒｰﾙ設定

＃　　ﾀｲﾄﾙﾒﾆｭｰに変更

「Eﾒｰﾙ設定」を選択 「ｱﾄﾞﾚｽ変更・その他」を選択 「迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ」を選択

Eメールメニュー画面の「迷惑メールフィルタ」から設定する場合

Eﾒｰﾙﾒﾆｭｰ

１　　新規作成

２　　ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｱﾆﾒ作成 各種設定および設定内

３　　受信ﾎﾞｯｸｽ 容の確認が行えます。

４　　送信ﾎﾞｯｸｽ

５　　新着ﾒｰﾙ問い合わせ

６　　なかよしﾎﾞｯｸｽ   ａｕがｵｽｽﾒする設定

７　　ｲﾝﾌｫﾎﾞｯｸｽ PCﾒｰﾙを受信する方に

８　　au oneﾒｰﾙを確認 ｵｽｽﾒの設定です。設定

９　　ﾒｰﾙｺﾝﾃﾝﾂを探す 内容はこちら

０　　迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

＊　　Eﾒｰﾙ設定

＃　　ﾀｲﾄﾙﾒﾆｭｰに変更

　戻る

「迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ」を選択             を

選択します。

  迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ設定

その他の設定

*-*-*-*-*-*-*-*

…

設定・確認する 

ｵｽｽﾒの設定へ 

設定・確認する 

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 
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au

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(ケータイ) (2/3)

※ここから先の手順は共通です。

au電話のご契約時に設定 指定受信ﾘｽﾄ設定

されたお客様の暗証番号

を入力してください。    ｶﾝﾀﾝ設定 指定したｱﾄﾞﾚｽから送信されたﾒｰﾙ

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰの設定を を優先受信する事ができます。

ｶﾝﾀﾝに設定できます

[現在設定しない]

   詳細設定  ○設定する

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰの各種  ○設定しない

設定を行えます。

    ∟個別設定 設定を変更する場合は、次へお

    ∟指定受信ﾘｽﾄ設定 進み下さい。

    ∟指定拒否ﾘｽﾄ設定

※転送/なりすましﾒｰﾙを受信する

   設定確認/解除 場合はこちら

現在の設定確認、解除

暗証番号を入力して ができます。

               を 選択します。 戻る

   PC設定用ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

発行 「設定する」を選択し、

「次へ」を選択

   設定にあたって

　戻る

　終了

指定受信ﾘｽﾄ設定

を選択します。

指定受信ﾘｽﾄ設定 指定受信ﾘｽﾄ設定

以下の指定先からのメール

次のアドレスからのメールを を受信します。 指定したｱﾄﾞﾚｽから送信されたﾒｰﾙ

受信します。 受信します。 を優先受信する事ができます。

登録数(60/200)

　【指定受信ﾘｽﾄ】 [現在設定しない]

　(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)  ○設定する

　↓　　ページ下へ 　追加  ○設定しない

　[  @gururing.com   ]

設定を変更する場合は、次へお

進み下さい。

(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)  よろしいですか？ ※転送/なりすましﾒｰﾙを受信する

場合はこちら

　< 再設定 戻る

入力項目に

「 @gururing.com 」 　　　　　　   を選択します。 次になりすまし・転送メールの

と入力し 受信許可設定を行います。

手順4の画面に戻り、

「設定する」が選択されていること

を確認し、「こちら」を選択します。

★設定確認★

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

暗証番号の案内 

送信 ﾘｾｯﾄ 

送信 

@gururing.com 

前ﾍﾟｰｼﾞ 

登録 

次ﾍﾟｰｼﾞ 

登録 

2 

3 

5 
6 

登録 

登録 
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au

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(ケータイ) (3/3)

転送ﾒｰﾙ許可) 以下の指定先からのメール

を受信します。

「なりすまし規制(高)(中)(低)」 受信します。

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 　【指定受信ﾘｽﾄ】

のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを登録してくだ 　(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)

さい。 　追加

登録数(3/20) 　[  @gururing.com   ]

　↓　　ページ下へ

 よろしいですか？

　< 再設定

入力項目に 　　　　　　   を選択します。

「 @gururing.com 」

と入力し

★設定確認★指定受信ﾘｽﾄ設定(なりすまし・

登録 

@gururing.com 

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 
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登録 
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au

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(スマートフォン) (1/3)

メールアプリを起動する(iPhoneの場合は「メッセージ」)

※注意：迷惑メールフィルターが設定できるのは[@ezweb.ne.jp」アドレスのメールのみです。

スマートフォンの場合

受信ボックス メール設定 Eメール設定

  -------------------- メール構成全般の設定を行います メールの受信や表示に関する設定を行います

  -----------

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

  --------- Eメールの機能設定を行います メールの送信や作成に関する設定を行います

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

  --------

  ---------------------- Cメールの機能設定を行います Eメールアドレス/メールフィルター/自動転

  ------- 送先の設定・変更を行います

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

  ---------- メールグループの設定を行います

Eメール設定情報の更新を行います

メール使用容量を設定します

「設定」を選択する 「Eメール設定」を選択する 「その他の設定」を設定

iPhoneの場合

Eﾒｰﾙ利用登録設定

Ｌ11月17日より「Eﾒｰﾙ利用登録設定」の

手順が変更になり、ｶﾝﾀﾝに設定いただける

ようになりました。

上記の「Eﾒｰﾙ利用登録設定」をﾀｯﾌﾟ後、画

面の説明に従って進めてください。

<ご注意>

・本設定は、初めてお使いになる場合、も

しくは、ﾕｰｻﾞ名、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを忘れた場合の

みご利用ください。

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更・その他の設定

（C）KDDI

新規メッセージ作成で メッセージ(SMS)を受信するので、 EZwebメール設定画面を下に

宛先「#5000」、本文「1234」 開くとURLが貼り付けられている。 スクロールし、

を入力し「送信」 そのURLにアクセスする。 「メールアドレス変更・その他の設定」

※メッセージ（SMS）の受信には を選択する。

時間が掛かる場合があります。

※メッセージ（SMS）着信から60分

以内にアクセスしてください。

60分を越えてのアクセスはエラー

となります。

エラーとなった場合には、再度 

「#5000」宛へメッセージ（SMS）を

送信して下さい。

メール容量設定

受信/表示設定

送信/作成設定

その他の設定

設定更新

共通設定

Eメール設定

Cメール設定

メールグループ設定

新規作成　　フォルダ　　新着受信　　　設定　

宛先：　　#5000

新規メッセージ 0002 001003

2012/3/9 14:00

…

受信メール 

1234 送信 

連絡先に追加 

メール設定URL 

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

---------- 

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

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

> 

送信 

1-A 

1-B 

2-A 3-A 

2-B 3-B 

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 

12 



au

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(スマートフォン) (2/3)

※ここからはスマートフォンとiPhoneで共通です。

その他の設定 au電話のご契約時に設定

されたお客様の暗証番号 ■ｶﾝﾀﾝ設定

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ設定 を入力してください。 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

　∟ｵｽｽﾒの設定はこちら ■ 詳細設定

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰの各種

設定を行えます。

自動転送先 ※暗証番号について     ∟個別設定

暗証番号とはau電話のご契約時     ∟指定受信ﾘｽﾄ設定

お客様のEﾒｰﾙ収容ｻｰﾊﾞ： にご記入いただいた4桁の数字で     ∟指定拒否ﾘｽﾄ設定

xxxｻｰﾊﾞ す。　「お申込み書の控え」にて

ご確認ください ■設定確認/解除

現在の設定確認、解除

ができます。

■PC設定用ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀ設定 　 発行

を選択します。

暗証番号を入力して >>設定にあたって

               を 選択します。

指定受信ﾘｽﾄ設定

を選択します。

指定受信ﾘｽﾄ設定

指定受信ﾘｽﾄ設定

指定したｱﾄﾞﾚｽから送信されたﾒｰﾙ 以下の指定先からのメール

を優先受信する事ができます。 次のアドレスからのメールを を受信します。

受信します。 受信します。

[現在設定しない] 登録数(60/200)

 ○設定する 　【指定受信ﾘｽﾄ】

 ○設定しない 　(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)

　↓　　ページ下へ 　追加

設定を変更する場合は、次へお 　[  @gururing.com   ]

進み下さい。

※転送/なりすましﾒｰﾙを受信する

場合はこちら (1/10ﾍﾟｰｼﾞ)  よろしいですか？

戻る

　< 再設定

「設定する」を選択し、 入力項目に

「次へ」を選択 「 @gururing.com 」 　　　　　　   を選択します。

と入力し

…

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

★設定確認★

閉じる 
送信 ﾘｾｯﾄ 

送信 閉じる 

@gururing.com 

前ﾍﾟｰｼﾞ 

登録 

次ﾍﾟｰｼﾞ 

登録 
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au

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(スマートフォン) (3/3)

指定受信ﾘｽﾄ設定

指定したｱﾄﾞﾚｽから送信されたﾒｰﾙ 転送ﾒｰﾙ許可)

を優先受信する事ができます。

「なりすまし規制(高)(中)(低)」

[現在設定しない] を設定し、かつ自動転送ﾒｰﾙを

 ○設定する 受信したい場合、自動転送元

 ○設定しない のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを登録してくだ

さい。

設定を変更する場合は、次へお 登録数(3/20)

進み下さい。 　↓　　ページ下へ

※転送/なりすましﾒｰﾙを受信する

場合はこちら

戻る

次になりすまし・転送メールの 入力項目に

受信許可設定を行います。 「 @gururing.com 」

手順7の画面に戻り、 と入力し

「設定する」が選択されていること

を確認し、「こちら」を選択します。

指定受信ﾘｽﾄ設定(なりすまし・

登録 

@gururing.com 

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 
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au

　■個体識別番号の通知設定

よくあるご質問

auｹｰﾀｲのｻﾎﾟｰﾄﾒﾆｭｰ

▼確認する ｻﾎﾟｰﾄIDの新規登録・照会

Ｌ通話量、請求金額、ご契約内容 Ｌ各種ｻﾎﾟｰﾄ情報がパソコンで・・・

▼調べる ？ｻﾎﾟｰﾄIDとは

Ｌ料金ﾌﾟﾗﾝなどのｻｰﾋﾞｽ概要、・・・

▼申し込む／変更する 申込書郵送ｻｰﾋﾞｽ

Ｌ料金ﾌﾟﾗﾝ、割引ｻｰﾋﾞｽ、住所・・・ Ｌお支払い方法変更申込書・・・

ご利用の多いﾒﾆｭｰ ■EZ番号通知設定

■通話料・通信料照会 ＬEZ番号の確認および通知の・・・

■WEB de 請求書 　EZエリア情報地域設定

■有料ｻｰﾋﾞｽ利用情報 ＬEZweb上で初期表示される・・・

■auかんたん決済利用情報

(EZｱﾌﾟﾘ(BREWⓇ)の一部を au電話のご契約時に設定された EZ番号

除く) お客様の暗証番号を入力して (xxxxxxxxxxxxxx_vn.ezweb.ne.jp)

・会員登録にEZ番号を利用 ください。 の通知設定を行います。

されているｻｲﾄ 暗証番号の案内

・EZｱﾌﾟﾘ(Java) 現在 ： [通知する]

 (通信機能ご利用時)

・EZチャンネル ○　通知する

○　通知しない

下記の対象ｻｰﾋﾞｽで同日内

2. 上記以外のｻｲﾄにおいても、ｻｰ に連続3回間違えると、翌日

ﾋﾞｽがご利用いただけない場合が までご利用できなくなります

ありますのでご注意ください。 のでご注意ください。 << 戻る

>　　　設定する

au one トップページ

au one

…

…

1 Ezwebでau oneトップメ

ニューを開き「お客さま

サポート」を選択 

２ 「申し込む／設定する」を

選択 

３ 「EZ番号通知設定」 

を選択 

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 

４ 「設定する」を選択 

 

５ 「暗証番号」を入力し 

「送信」をクリック 

※セキュリティに関す

るダイアログが表示さ

れる場合は、「OK」や 

「はい」を選択する 

６ 「通知する」を選択、 

「送信」をクリックし 

設定完了 

auお客様サポート 

送信 ﾘｾｯﾄ 

送信 

15 



docomo

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(ケータイ(iモード)) (1/2)

iMenu お客様サポート お客様サポート

My docomo
お客様サポート

料金・お申込・設定 各種設定

(確認・変更・利用)

1　料金確認・診断

--------------------------------------- ■ﾒｰﾙ設定

----------------- 　・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ設定

　・迷惑ﾒｰﾙ対策設定

2　お申込・お手続き 　・設定確認

-------------------------------------- 　・2in1ﾒｰﾙ設定等

------------------------------------- ⇒迷惑ﾒｰﾙ撃退方法のご紹介

3　各種設定(確認・変更・利用) ■各種ｻｰﾋﾞｽ設定・確認

0 お客様サポート　　｜　　9　お知らせ　　　

「iMenu」を開き、 「各種設定(確認・変更・利用)」 「メール設定」を選択します。

「お客様サポート」を選択します。 を選択します。

メール設定 認証 迷惑メール対策

機能説明 迷惑メール対策では 機能説明

-------- ・URL付きメール拒否 --------

1.メールアドレス設定 ・メール受信／拒否 ▼URL付きメール拒否設定

■メールアドレス変更 ・国際MMS拒否設定 ○設定

├希望アドレス ・iモード／spモードメール大量 ○設定設定解除

├電話番号アドレス 　送信者からのメール受信制限 次へ

└2in1A・Bアドレス入れ替え などが設定できます。 ▼受信／拒否設定

○設定

2.迷惑メール対策設定 設定に進む場合は、iモードパス ○設定解除

■かんたん設定 ワードを入力してください。 次へ

├キッズオススメ (数字4桁) ▼国際MMS拒否設定

├受信拒否　強 ▼iモード/spモードメール大量

　(携帯・PHSメールがメインの 　送信者からのメール受信制限

方) メール設定へ

└受信拒否　弱
　(パソコンメールも受信する ※iモードパスワードはご契約時

方) の初期設定では「0000」となっ

■詳細設定／解除 ています。お客様独自のパスワ

■SMS拒否設定 ードに変更される場合は、各種 「迷惑メール対策」画面で

■その他設定 設定にて行ってください。 「受信／拒否設定」の「設定」…

メール設定へ を選び、「次へ」を選択します。

「詳細設定／解除」を選択します。

「認証」画面にて、iモードパスワード

を入力し、「決定」を選択します。

…
… …

決定 

4 
5 

6 

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 

iMenuトップページ 

1 2 3 

16 



docomo

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(ケータイ(iモード)) (2/2)

受信／拒否設定 メール設定 受信／拒否設定を設定しました。

説明・注意 受信状況 迷惑メール対策へ

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

▼ステップ1 選択状況 続けて受信／拒否設定をするこ

受信したいメールをチェックし ともできます

てください。 ▼受信／拒否設定(ステップ1)

▽受信する 次へ

▼ステップ4

ステップ1、2でチェックを外し ▽個別に受信したドメイン

た場合でも、個別にドメインま 　またはアドレス(後方一致) 設定完了のメッセージが表示

たはアドレスを指定して受信す １　 @xxxxxx されます。

ることができます。 ２　 @yyyyyy

３　 @gururing.com

受信設定

登録

21～40へ　移動

「ステップ4」まで進み、「受信設定」を 1～20ｸﾘｱ

選択します。 迷惑メール対策へ

「個別に受信したいドメインまたは

アドレス」の空いている欄に

「 @gururing.com 」と入力し

「登録」を選択します。

…

…
…

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 
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docomo

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(スマートフォン(spモード)) (1/2)

メール メール設定 メール設定

受信時の動作に関する設定 メール引用返信時の引用符を

設定します

表示形式、画面テーマなど

メール引用返信時の引用の

有無を設定します

署名に関する設定

spモードのサイトからメールの設定

定型文を管理 や迷惑メール対策の設定などが

できます

メール設定サイトへのリンクなど

spモードメールアプリを起動し、 「その他」を選択します。 「メール全般の設定」

「メール設定」を選択します。 を選択します。

　メール設定 docomo 　メール設定 docomo 　メール設定 docomo

メール設定 認証 迷惑メール対策

!　機能説明 迷惑メール対策では !　機能・説明

1. メールアドレス設定 　● URL付きメール拒否 URL付きメール拒否設定

　● メール受信/拒否

　● iモード/spモードメール大量送信者からの

　　 メール受診制限などが設定できます。

2. 迷惑メール対策設定 受信/拒否設定

 かんたん設定 設定に進む場合は、spモードパスワードを

>  キッズオススメ 入力してください。

>  受信拒否　強 spモードパスワード(数字4桁)

(携帯・PHSメールがメインの方)

>  受信拒否　弱

(パソコンメールを受信する方)

詳細/その他設定

>  詳細設定/解除

「詳細設定／解除」を選択します。 「迷惑メール対策」画面で

「受信／拒否設定」の「設定」

「認証画面」でspモードパスワード を選び、「次へ」を選択します。

を入力して「決定」を選択します。

メール全般の設定

引用有無設定

マイアドレス

…
署名

定型文

その他

受信

表示

引用符

…
…

…

**** 

>      決定 

<    メール設定

>      次へ 

4 

5 

6 
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受信メール 送信メール 未送信メール 

ゴミ箱 新規メール テンプレート 

メール問合せ メール設定 

1 2 3 

設定

設定解除
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docomo

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法(スマートフォン(spモード)) (2/2)

　メール設定 docomo 　メール設定 docomo

受信/拒否設定 受信設定(1)

!　説明・注意

　　　ステップ1 --------------------------

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

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

１　 @xxxxxx

　　　ステップ4 ２　 @yyyyyy

　▼　ステップ1、2でチェックを外した場合 ３　 @gururing.com

　　 　でも、個別にドメインまたはアドレス

　　 　を指定して受信することができます。

「ステップ4」まで進み、「受信設定」を リストの空いている欄に

選択します。 「 @gururing.com 」と入力し

「登録」を選択します。

…
…

…
…

…
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docomo

　■個体識別番号の通知設定
　　 グルリンをご使用中に以下の画面が表示されましたら、必ず「YES」を選択してください。

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 
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Gmail

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法 (1/3)

注意！：こちらの設定はスマートフォンからでは行えないため、PCで行ってください。

Webブラウザを開いてGoogleトップページにアクセスし、Gmailにログインする。

受信トレイ画面にて右上の「設定」ボタンをクリックするとリストが表示される。

そのリストの中から「設定」を選択する。

設定画面が開くので、「フィルタ」を選択する。

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 
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Gmail

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法 (2/3)

「新しいフィルタを作成」を選択する。

フィルタ設定用のウインドウが表示されるのでFrom欄に「 @gururing.com 」と入力し、

「この検索条件でフィルタを作成」を選択する。

Rights Reserved. East Japan Accounting Center Co.,Ltd. 2012 
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Gmail

　■個別のドメインを受信許可に設定する方法 (3/3)

「迷惑メールにしない」をチェックし、「フィルタを作成」を選択する。
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