新規登録/登録内容変更(1)
http://mobile.bosaimie.jp/mie/guide/
にアクセスすると
このページが開きます

防災みえ.jp
メール配信サービス
このサービスは、気象災害に備えて県
民自らが対応していただけるように、気
象・観測情報をメールで通知する シス
テムです。
配信を希望される方は､下記の内容を
ご確認のうえ､お申し込みください｡
メール配信サービスの説明
免責事項
個人情報の取扱について

QRコードも利用できます

メール配信サービスの登録･変更･配信
停止は､こちらに空メールを送信してくだ
さい｡
a@bosaimie.jp
1分以内に設定用メールを返信いたしま
す。
迷惑メール防止対策を設定されている
方は、空メール送信前に
「bosaimie.jp 」ドメインのメールを受信
できるように変更してください。
現在の防災みえ.jp気象情報

(C)Mie Pref.
All Right Reserved

｢防災みえ.jpメール配信サービス｣
は､あらかじめ登録いただいた方に､
下記の種類のメールを送信する
サービスです｡
①気象警報・注意報
気象庁より、三重県内に気象警報・
注意報が発表された場合及び解除
された場合に配信されます｡
サービス提供している情報は、以
下のものとなります。欲しい情報を
選択し、設定して下さい。
気象警報
大雨，洪水，暴風，大雪，暴風雪，
波浪，高潮
気象注意報
大雨，洪水，大雪，強風，風雪，
波浪，高潮，濃霧，雷，乾燥，
着氷，着雪，霜，低温，融雪，
なだれ
土砂災害警戒情報
三重県に土砂災害警戒情報が発
表された場合及び解除された場合
に配信されます。
記録的短時間大雨情報
三重県に、数年に一度程度しか
発生しないような激しい短時間の大
雨を、観測した場合などに配信され
ます。

防災メール登録申し込み
空メール送信

次ページへ

免責事項

個人情報の取扱について

①メール配信の特性について
メール配信はその性質上、ネット
ワークの混雑状況や各プロバイダ、
携帯電話サービスキャリアのシス
テムへの負荷状況等に大 きく依存
し、三重県から配信されたメールの
遅延が発生する場合があります。
配信されたメール本文の内容、時
刻等を十分にご確認いただき、ご
利用ください。メール配信サービス
以外の情報収集手段もあわせて利
用し、自ら情報収集に努めてくださ
い。

①本サービスは､気象情報及びメー
ル配信を専門とする事業者に委託す
ることにより運営されています｡

②免責事項
三重県は、「防災みえ.jp」（以下
「サービス」という）においてメール
配信を行った情報に基づいた活動
において発生したいかなる 生命、
身体、財産上の損失又は損害につ
いて、一切の責任を負いかねます
ので、あらかじめご了解の程お願
い申し上げます。また、メールの受
信にかかる通信費用は利用者の
負担になります。
③メール配信情報について
メール配信を行う情報については、
最新情報の提供に努めますが、場
合によっては現状と異なる情報が
異なる場合がありますの で、あら
かじめご了解の程お願い申し上げ
ます。

②第三者のなりすましによるメール
アドレスの登録を防止するため､空
メールを送信していただいただけで
は､メールアドレスの登録はいたしま
せん｡確認のために当方から送信す
る登録案内メールに添付されている
URLにアクセスしていただき、設定を
行ってください｡
③メールアドレスを登録していただく
際の通信には暗号化技術（SSL）を
利用しています｡
④ご登録いただいたメールアドレス
は､本サービスの目的以外に利用す
ることはいたしません｡
⑤ご登録いただいたメールアドレス
は､法律により要請された場合など
条例で定める一定の場合を除き、第
三者に開示または提供することはあ
りません｡
⑥登録情報については漏洩･改ざん
などの事故がないよう、適切に管理
します。

戻る

•設定内容を変更する場合にも、再度
a@bosaimie.jp
へ空メールを送信してください。
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新規登録/登録内容変更(2)
a@bosaimie.jpに
空メールを送信すると、システムか
ら登録用のメールが届きます

送信メール

受信メール

To： a@bosaimie.jp
Sub：

○月○日 ○：○
From: 防災みえ.jp
Subject:防災みえ.jpメール配信登録

a@bosaimie.jp
に空メールを送信します

こちらは防災みえ.jpメール配信サービ
スです。
ＵＲＬへアクセスして登録または配信停
止を行ってください。
https://mobile.bosaimie.jp/mie/toroku
/mt.cgi?x=xdaORTyc5CQu0HwO00yZs
1NcTOqR%2eMuu9f7uWqUATCg_%0a

*件名や本文は不要です

以下をご確認いただき同意される
方は、簡単登録ボタンか詳細登録
ボタンを押してください。
免責事項
個人情報の取扱について

新規登録防災みえ.jpが推奨するｵｽｽﾒ設定

で簡単に設定することができます。
簡単登録

(*)あなたがメール配信システム登録/
クリックしてWebアクセス
変更用の空メールを送信していない場
合、第三者があなたのメールアドレス
から空メールを送信した可能性があり
ます。恐れ入りますがこのまま削除を
お願いします。

メール配信機能を細かく設定する
ことができます。
詳細登録
なお、防災メールの詳細について
は以下をご覧ください。
メール配信サービスの説明

平成26年3月19日から簡単登録で
の地震情報配信は、「県内で震度
3以上」となります。

簡単登録では、お住まいの登録のみ
で完了です。
①お住まい【必須】
未設定

配信内容は以下のとおりです。
気象警報(大雨,洪水,暴風,暴風雪)
※対象地区はお住まいの市町です。
※県外の方は津市が設定されます。
その他防災情報(土砂災害警戒情報,
記録的短時間大雨情報)
地震情報(県内で震度3以上)
津波警報・注意報
東海地震関連情報
台風情報
県からのお知らせ
配信内容を変更するときは変更ボタ
ンを押してください。
変更

現在の防災みえ.jp気象情報

内容変更

送信メール作成

*「bosaimie.jp」ドメインからのメールを受信で
きるようにしておいてください

受信メール
次ページへ

次ページへ
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詳細設定画面（各項目の設定１）
お住まい設定
設定内容を変更される場合は、
該当する項目名をクリックしてく
ださい。
すべての変更が完了しましたら、
設定完了ボタンを押してください。
①お住まい
玉城町
② 配信対象地区
桑名市，いなべ市，四日市市
③ 気象警報・注意報
大雨、洪水、暴風警報
(解除も受け取る)
④ 地震情報
県内震度1以上
＋他都道府県震度3以上
⑤ 津波警報･注意報
受け取る
⑥ 東海地震関連情報
受け取る
⑦ 台風情報
暴風警戒域に入る12時間前
暴風警戒域を出たとき
⑧ 河川水位に関する情報
避難判断水位以上
⑨ 大気汚染情報
受け取る
⑩ 県からのお知らせ
受け取る

設定完了
配信停止の方はこちら

平成26年3月19日から赤字部分の項
目が選択できるようになります
配信対象地区

地震情報

お住まい設定

配信対象地区設定

気象警報・注意報条件設定

地震条件設定

あなたのお住まいを選択して
下さい。（市町村のみ）

気象警報・注意報および避難
情報の配信対象となる地区（市
町村単位も可能です）を設定し
ます。
複数選択を行う場合は、各々
の地区をクリックして設定を
行ってください。

配信地区設定を行った地区に
発表された気象警報・注意報を
送信します。
設定を変更する場合は条件を
選択して「決定」ボタンを押して
ください。
(複数選択可、すべてはずすと
受け取らない設定になります)

三重県や他の都道府県で観測さ
れた地震情報を送信します。また、
国外で発生した大きな地震を、遠
地地震情報として送信します。
配信条件を選択し「決定」ボタンを
押してください。

地区を選択してください。
桑名・員弁地区
四日市地区
鈴鹿・亀山地区
津地区
伊勢志摩地区
松阪地区
伊賀地区
尾鷲地区
熊野地区

桑名・員弁地区
四日市地区
鈴鹿・亀山地区
津地区
伊勢志摩地区
松阪地区
伊賀地区
尾鷲地区
熊野地区

三重県外

全ての地区
戻る

戻る
・地区選択⇒市町村選択でお住まいの設
定を行います。
・県外の方は、“三重県外”を選択すると、
岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良
県、和歌山県、その他 が次画面で表示
され、選択可能となります。

防災みえ.jpメール配信サービス
案内
現在の防災みえ.jp気象情報

各項目を順に設定します。
欲しい情報を選択して
設定完了ボタンを押します。
現在の設定内容が表示されます

気象警報・注意報

･１つの市町村を選択したい場合は、まず地区名を
クリックすると該当の市町村が表示されるので、対
象となる市町村を選択します。
・複数の市町村を選択したい場合は、上記の作業
を繰り返します。
・全ての地区を選択すると、三重県内の市町村を
対象とします。

気象警報種類
□気象警報全て
■大雨・洪水
■暴風・暴風雪
□高潮
□大雪
□波浪
気象注意報種類
□気象注意報全て
□大雨・洪水
□強風・風雪
□高潮
□大雪・着雪・着氷・なだれ・
融雪
□低温・霜
□波浪
□濃霧
□雷
□乾燥
その他防災情報
□土砂災害警戒情報
■記録的短時間大雨情報
警報・注意報解除
●受け取る
○受け取らない

地震
●三重県内で震度1以上のみ
◎三重県内で震度1以上
＋他の都道府県で震度5弱以上
◎三重県内で震度1以上
＋他の都道府県で震度3以上
◎三重県内で震度3以上のみ
◎三重県内で震度3以上
＋他の都道府県で震度5弱以上
◎三重県内で震度3以上
＋他の都道府県で震度3以上
◎受け取らない
遠地地震 （任意選択）
□受け取る
注意：
“三重県内で震度1以上＋他の都
道府県で震度3以上”を選択した
場合、メール配信数が多くなりま
す。

決定
戻る
・情報の欲しい気象警報・注意報を選択し
ます。複数選択できます。
・警報・注意報解除の設定を“受け取る”
にすると、各々の警報・注意報が解除にな
る都度、配信を行います。
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詳細設定画面（各項目の設定２）
津波警報・注意報
設定内容を変更される場合は、
該当する項目名をクリックしてく
ださい。
すべての変更が完了しましたら、
設定完了ボタンを押してください。
①お住まい
玉城町
② 配信対象地区
桑名市，いなべ市，四日市市
③ 気象警報・注意報
大雨、洪水、暴風警報
(解除も受け取る)
④ 地震情報
県内震度1以上
＋他都道府県震度3以上
⑤ 津波警報･注意報
受け取る
⑥ 東海地震関連情報
受け取る
⑦ 台風情報
暴風警戒域に入る12時間前
暴風警戒域を出たとき
⑧ 河川水位に関する情報
避難判断水位以上
⑨ 大気汚染情報
受け取る
⑩ 県からのお知らせ
受け取る

東海地震関連情報

台風情報

津波条件設定

東海地震関連情報条件設定

台風情報条件設定

津波注意報、津波警報、大津
波警報が発表または解除され
たときに送信します。
配信条件を選択して「決定」ボ
タンを押してください。

東海地震関連情報が発表さ
れたときに送信します。
配信条件を選択して「決定」
ボタンを押してください。

三重県が台風の暴風警戒域に入
ることが予想されるときにメールが
配信されます。
配信条件を選択して「決定」ボタン
を押してください。

津波警報･注意報
●受け取る
◎受け取らない

東海地震関連情報
●受け取る
◎受け取らない

決定

決定

戻る

戻る

台風情報
□暴風警戒域に入る48時間前頃
■暴風警戒域に入る24時間前頃
■暴風警戒域に入る12時間前頃
■暴風警戒域に入ったとき
■暴風警戒域を出たとき
□受け取らない

決定
戻る

設定完了
配信停止の方はこちら
防災みえ.jpメール配信サービス
案内
現在の防災みえ.jp気象情報

全ての設定が完了したら
設定完了ボタンを押します
現在の設定内容が表示されます

すべての設定が完了しました。画面を
終了して下さい。

各項目を順に設定します。
欲しい情報を選択して決
定ボタンを押します。

防災みえ.jpメール配信サービス案内
現在の防災みえ.jp気象情報

3

詳細設定画面（各項目の設定３）
県からのお知らせ

河川水位に関する情報
設定内容を変更される場合は、
該当する項目名をクリックしてく
ださい。
すべての変更が完了しましたら、
設定完了ボタンを押してください。
①お住まい
玉城町
② 配信対象地区
桑名市，いなべ市，四日市市
③ 気象警報・注意報
大雨、洪水、暴風警報
(解除も受け取る)
④ 地震情報
県内震度1以上
＋他都道府県震度3以上
⑤ 津波警報･注意報
受け取る
⑥ 東海地震関連情報
受け取る
⑦ 台風情報
暴風警戒域に入る12時間前
暴風警戒域を出たとき
⑧ 河川水位に関する情報
避難判断水位以上
⑨ 大気汚染情報
受け取る
⑩ 県からのお知らせ
受け取る

設定完了

河川水位条件設定
三重県内の対象河川で、基準
水位を超過した場合にメール
が配信されます。
配信対象となる河川の観測所
を設定します。複数選択を行う
場合は、各々の河川名をク
リックして設定を行ってください。
なお、水位観測所は、予告なく
変更・廃止される場合がありま
すので、あらかじめご承知おき
ください。
■受信基準
受信基準
避難判断水位以上
河川名から選択する場合はこ
ちら

河川水位 受信基準設定

河川水位 観測所設定

県からのお知らせ設定

水位観測所で基準水位を超過
した場合にメールが配信されま
す。
受信基準を選択して「決定」ボ
タンを押してください。

観測所を選択して「決定」ボタン
を押してください。

県からのお知らせを希望者に
送信します。
配信条件を選択して「決定」
ボタンを押してください。

●避難判断水位以上
◎はん濫注意水位以上
◎受け取らない
□基準値を下回ったときも受信
する(任意選択)

決定
戻る

■地域
桑名地域
設定あり
四日市地域
設定あり
鈴鹿地域
設定あり
津地域
設定あり

◎下記全ての河川水位観測所
●選択して受け取る
◇安濃川
■一色
■観音寺
◇穴倉川
■南神山
◇相川
□藤方
◇岩田川
□野田（津）
◇雲出川
■元小西
■竹原
◇榊原川
□榊原
◇田中川
□久知野
◇八手俣川
□下之川

県からのお知らせ
●受け取る
◎受け取らない

決定
戻る

平成26年3月19日からの新機能です

決定
戻る

配信停止の方はこちら
防災みえ.jpメール配信サービス
案内
現在の防災みえ.jp気象情報

戻る

全ての設定が完了したら
設定完了ボタンを押します
現在の設定内容が表示されます

すべての設定が完了しました。画面を
終了して下さい。
防災みえ.jpメール配信サービス案内
現在の防災みえ.jp気象情報

各項目を順に設定します。
欲しい情報を選択して変
更ボタンを押します。

大気汚染情報

大気汚染情報設定
三重県内の大気汚染情報
（PM2.5等の情報）を希望者
に送信します。
配信条件を選択して「決定」
ボタンを押してください。
大気汚染情報
●受け取る
◎受け取らない

決定
戻る
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詳細設定画面（メールアドレスの変更／削除）
設定内容を変更される場合は、
該当する項目名をクリックしてく
ださい。
すべての変更が完了しましたら、
設定完了ボタンを押してください。
①お住まい
玉城町
② 配信対象地区
桑名市，いなべ市，四日市市
③ 気象警報・注意報
大雨、洪水、暴風警報
(解除も受け取る)
④ 地震情報
県内震度1以上
＋他都道府県震度3以上
⑤ 津波警報･注意報
受け取る
⑥ 東海地震関連情報
受け取る
⑦ 台風情報
暴風警戒域に入る12時間前
暴風警戒域を出たとき
⑧ 河川水位に関する情報
避難判断水位以上
⑨ 大気汚染情報
受け取る
⑩ 県からのお知らせ
受け取る

設定完了
配信停止の方はこちら
防災みえ.jpメール配信サービス
案内
現在の防災みえ.jp気象情報

【登録情報（メールアドレス）の変更方法】
［同じ携帯電話でメールアドレスを変更する場合］
携帯電話でメールアドレスの変更を行う前に、本システムにアクセスして配信停止をしてください。
次に、携帯電話でメールアドレスの変更を行い、本システムにアクセスして新規登録を行って下さい。
［携帯電話を変更し、メールアドレスも変わる場合（携帯会社が変わる場合）］
携帯電話の解約を行う前に、旧携帯電話で、本システムにアクセスして配信停止をしてください。
次に、新携帯電話で、本システムにアクセスし、新規登録を行って下さい。
［既に、旧メールアドレスでアクセスできない場合］
bosaimie@pref.mie.jp まで連絡願います。

【登録情報（メールアドレス）の配信停止方法】

配信停止

配信停止

防災みえ.jpメール配信サー
ビスを停止します。よろしい場
合は「はい」を押してください。

配信サービスを停止しました。
ご利用誠にありがとうございまし
た。

いいえ

防災みえ.jpメール配信サービス
案内

はい
戻る

ここをクリック
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配信されるメールの例(1)
気象警報・注意報

地震情報
(三重県内の観測震度)

遠地地震情報

津波警報・注意報

受信メール

受信メール

受信メール

受信メール

1月30日 12：51
FROM: bosai@bosaimie.jp
SUB: 【防災みえjp】警報・注意報
----------------------------2010年01月30日 12:51
気象庁発表の情報です。

2月15日 8：28
FROM: bosai@bosaimie.jp
SUB: 【防災みえjp】三重県内の観
測震度
----------------------------2010年02月15日 08:27
気象庁発表の情報です。

4月11日 20：17
FROM: bosai@bosaimie.jp
SUB: 防災みえ 遠地地震情報
----------------------------2012年04月11日 20:15
気象庁発表の情報です。

2月15日 8：32
FROM: bosai@bosaimie.jp
SUB: 【防災みえjp】津波警報・注意
報
----------------------------2010年02月15日 08:30
気象庁発表の情報です。

●気象警報・注意報
■北部
【発表】
大雨、洪水警報
■中部
【発表】
大雨、洪水注意報
【解除】
大雨、洪水警報
詳細は
http://www.bosaimie.jp をご覧下さ
い。
【連絡先】三重県防災対策総務課
bosaimie@pref.mie.jp

●震源震度情報
【震源地】 遠州灘
【震源の深さ】 10km
【規模】 M7.2

●地点震度
【震度５弱】
四日市市日永、四日市市諏訪町、
四日市市新浜町、桑名市中央町、
鈴鹿市西条、菰野町潤田
【震度４】
いなべ市北勢町阿下喜、東員町
山田、三重朝日町
【震度３】
松阪市殿町
【震度２】
津市一志町田尻
詳細は
http://www.bosaimie.jp をご覧下さ
い。
【連絡先】三重県防災対策総務課
bosaimie@pref.mie.jp

防災みえ．ｊｐの情報ホームページで
詳細内容を確認できます

●震源震度情報
【発生日時】04月11日 19時43分
【震源地】インドネシア付近
【震源の深さ】不明
【規模】M8.2
【津波】この地震による日本への津
波の影響はありません。
【詳細情報】
地震情報（震源・震度に関する情
報）
平成24年4月11日20時15分 気象
庁発表
きょう11日19時43分ころ地震があり
ました。
震源地は…………………
【連絡先】三重県防災対策総務課
bosaimie@pref.mie.jp

【伊勢・三河湾】
津波注意報解除
【三重県南部】
津波注意報
●全国に発表された津波情報
【津波警報】
北海道太平洋沿岸東部、北海道
太平洋沿岸中部
【津波注意報】
青森県太平洋沿岸、陸奥湾、岩手
県、宮城県
【津波注意報解除】
沖縄本島地方
詳細は
http://www.bosaimie.jp をご覧下さ
い。
【連絡先】三重県防災対策総務課
bosaimie@pref.mie.jp
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配信されるメールの例(2)
平成26年3月19日からの新機能です
気象警報・注意報

河川水位に関する情報

大気汚染情報

受信メール

受信メール

受信メール

8月6日 13：00
FROM: bosai@bosaimie.jp
SUB: 【防災みえjp】台風情報
----------------------------2009年08月06日 13:00
気象庁発表の情報です。

5月2日 16:25
FROM: bosai@bosaimie.jp
SUB: 防災みえ 銚子川 水位情報
----------------------------2012年05月02日 16時20分
銚子川 便ノ山観測所で、はん濫注
意水位に達しました。
【観測水位】4.00m

3月2日 9:15
FROM: bosai@bosaimie.jp
SUB: PM2.5に関する注意喚起情報
-----------------------------

●台風接近情報
三重県は１２時間後に台風５号の
暴風域に入る模様です。
【詳細内容】
非常に強い台風５号は、１日１５時
には日本の南の北緯２６度１０分、
東経１３５度５５分にあって、１時間
におよそ３０キロの速さで北西へ進
んでいます。
中心の気圧は９４５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６５メートルで中心
から半径１１０キロ以内では風速２５
メートル以上の暴風となっています。
また、中心の東側４４０キロ以内と
西側３００キロ以内では風速１５メー
トル以上の強い風が吹いています。

【基準水位】
はん濫注意水位 4.00m
避難判断水位 4.30m
基準水位の説明は
http://mobile.bosaimie.jp/mie/guide
/suii.html
その他防災情報は
http://www.bosaimie.jp
配信の変更・停止は
http://mobile.bosaimie.jp/mie/mail/
【連絡先】三重県防災対策総務課
bosaimie@pref.mie.jp

本日（○月○日）は、微小粒子状物質
（PM2.5）の濃度が高くなると予測されま
す。
【注意喚起の内容】
・不要不急の外出や屋外での長時間の
激しい運動は控えてください。
・呼吸器系に疾患のある方、小児や高
齢者の方は体調に応じて慎重に行動す
るようご注意ください。
【PM2.5濃度の速報値】
http://taikikanshi.eco.pref.mie.lg.jp/kankyo/taikiday
item/taiki_dayitem.html
（パソコン、スマートフォン等でご覧いた
だけます。）
【連絡先】三重県大気・水環境課
mkankyo@pref.mie.jp

詳細は
http://www.bosaimie.jp をご覧下さ
い。
【連絡先】三重県防災対策総務課
bosaimie@pref.mie.jp
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防災みえ.jpメール配信サービス 指定受信の設定方法 (案内メールが届かない方)
本システムからのメール(登録案内メール、登録内容変更メール、防災情報など)が届かない場合、お客様の携帯電話側でメールの受信拒否が設定され
ている場合がございます。その場合、以下の手順に従って受信の設定をお願いします。
■DoCoMo（ｉモード携帯）の場合
１）「iMenu」－「お客様サポート」－「各種設定(確認・変更・利用)」
－「メール設定」を選びます。
■DoCoMo（スマートフォン）の場合
１）spモードアプリを起動し、 「メール設定」－「その他」－「メール全般の設定」
を選びます。
◆迷惑メール対策の設定
２）2.迷惑メール対策設定の「詳細設定/解除」を選びます。
３）ｉモードパスワード(またはspモードパスワード）を入力します。
４）URL付きメール拒否設定の「設定解除」にチェックを入れ、「次へ」ボタン
をクリックします。
５）「設定」をクリックします。
６）受信/拒否設定の「設定」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。
７）ステップ4にある「受信設定」をクリックします。
８）下の方のボックスに「bosaimie.jp」と入力してください。
９）「登録」をクリックします。
■au（携帯電話）の場合
１） 「メールキー」を押して 「Eメール設定」 －「アドレス変更・その他」
－「迷惑メールフィルターの設定・確認」を選びます。
■au（スマートフォン）の場合
１） 「Eメール」を起動して、「メニュー」－ 「Eメール設定」
－ 「アドレス変更・その他の設定」－「迷惑メールフィルター」を選びます。
◆ 迷惑メールフィルターの設定
２）暗証番号を聞かれますので暗証番号を入力します。
３）「詳細設定」の「受信ﾘｽﾄ設定」を選びます。
４）「有効」を選び、「次へ」ボタンをクリックします。
５）入力ボックスに「bosaimie.jp」と入力し、「部分」を選択してください。
６）「登録」 （OK)をクリックします。
７）入力した内容が表示されるので、確認して問題なければ「登録」をクリックします。
８）「トップ画面へ」をクリックします。
９）「個別設定」－（スマートフォンの場合「上記以外の個別設定へ」）
－「URLﾘﾝｸ規制」の「規制しない」を選び、「変更確認」ボタンをクリックします。
１０）「登録」（OK)をクリックします。

■SoftBank（3G携帯）の場合
１）Ｙａｈｏｏ！ケータイを起動し、「設定・申込」－「メール設定」
－「メール設定(アドレス・迷惑メール等)」－「迷惑メールブロック設定」を選びます。
■SoftBank（スマートフォン）の場合
１）MySoftBankへアクセスしログイン後、「メール設定(SMS/MMS)」を選択します。
迷惑メールブロックの設定の「変更する」を選びます。
◆迷惑メールブロックの設定
２）「個別設定」を選びます。
３）「URLリンク付きメール拒否設定 」を選びます。
４）「受け取る」を選択し、「設定する」（ＯＫ）をクリックします。
５）「個別設定」に戻り、「受信許可・拒否設定」を選びます。
６）「受信許可リスト設定」を選びます。
７）利用設定の「設定する」を選び、アドレスのボックスに「bosaimie.jp」と入力し、
「後」を選択し、「設定する」(ＯＫ)をクリックします。
パソコンから「オリジナルメール設定」ページにアクセスして設定もできます。
https://mb.softbank.jp/scripts/japanese/mysoftbank/index.jsp

■WILLCOMの場合
１）「メールメニュー」の「オンラインサインアップ」でセンターに接続します。
２）「メニュー」の＜設定変更＞「2．迷惑メール防止」を選びます。
３）「◆メールアドレス指定受信拒否／指定受信」を選びます。
４）「指定受信」を選びます。
５）「アドレス」のボックスに「bosaimie.jp」と入力してください。
６）入力した内容が表示されるので、確認して問題なければ「登録」を選んで
ください。

さらに詳しいことは、各機種の操作マニュアルをご参照願います。
ご不明点については、恐れ入りますが各携帯電話会社にお問い合わせくださ
い。

