JMOBILE

利用者マニュアル

重要・要保管

このマニュアルに沿って正しくご利用ください。
この「利用者マニュアル」は、卒業されるまで大切に保管してください。
なお、変更などが生じた場合には、その都度お知らせいたします。

初期設定時のパスワードは、お忘れにならないよう記録しておいてください。
後日、学校に問い合わせされても、個人情報保護の観点からお教えできませんのでご注意ください。
ユーザＩＤ記録欄
ここにユーザＩＤを記入し、卒業まで保管されることをお勧めし
ます。

パスワード記録欄
ここにパスワードを記入し、卒業まで保管されることをお勧めし
ます。

ＭＥＭＯ

明治学院中学校・明治学院東村山高等学校
2017.4

「JMOBILE」の初期登録について
★登録された個人情報は高度のセキュリティに守られており学校からの緊急連絡以外に使用いたしません。
☆昨年よりＳＳＬ3.0に脆弱性があることがわかり利用を停止している関係上、一部の携帯電話からのご利用が出来ません。
★初期登録は、生徒1名に対し１回のみです。3個のメールアドレスを登録できますので、ご家族別々に登録しないでください。
① 空メールを送信
【宛先】

●登録メールアドレスに空メールを
送ってください。

登録メールアドレスは、
学校からの配付プリント
にてご確認ください。

※ 下記のドメインは、必ず登録（指定受信）してください。

② 自動的にメールが返信されます

●件名・本文は何も入力しなくて結
構です。
（機種によっては件名を入れる場
合もあります）
●携帯電話のバーコードリーダー
でＱＲコードを読み取ると、自動的
にメールアドレスが入力されます。
尚、操作方法は、お持ちの携帯電
話のマニュアルをご覧ください。

※携帯電話の機種によっては、画面の表示が多少異なる場合がございます。

件名：「JMOBILE」会員登録

●メールの本文中にＵＲＬが張り付
いていますので、クリックして会員
登録画面に進んでください。

■JMOBILE会員登録

※以下の場合は会員登録が
出来ません。

※迷惑メール対策をしている場合、JMOBILEからのメールが届かないことがございます
ので、必ず下記ドメインをご指定いただきますようお願い致します。

●このメールから既に会員登
録をしている

※ドメインの指定方法は、「迷惑メールの設定方法について」ならびにお手持ちの携帯
電話のマニュアルをご覧ください。

From：明治学院中学校東村山校

登録は こちら

↑

クリック

※携帯電話の機種によっては、正しく動作しない場合があります。予めご了承ください。

●会員登録用メールを受信し
てから24時間が経過している
●会員登録の有効期限が過ぎ
ている

③ 会員登録ＴＯＰ画面

④ 会員登録１

⑤ 会員登録２

↓
JMOBILEのドメイン
⑥ 会員登録完了

諸注意を必ずお読みください
新規登録

会員登録
組織選択

会員登録
個人情報登録

▼組織一覧
○ 中学1年Ａ組
○ 中学1年Ｂ組
○ 中学1年Ｃ組
○ 中学新入生

「明治学院中学校東村山校」

会員登録。

▼氏名（漢字）

登録するメールアドレスに」
以下の迷惑メール設定をして
から登録・・・

▼氏名（よみがな）
▼パスワード

登録完了
▼パスワード（確認）
登録

戻 る
▼メールアドレス1

初期登録の期間
別紙にてご案内の期日までに初期登録
をお願いいたします。

会員登録
登録完了

●登録したアドレス
全てに登録完了
のメールが配信
されます。

＜ＩＤ＞
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
＜パスワード＞
ｘｘｘｘｘｘｘｘ
ＩＤとパスワードは、次回ロ
グイン時に必要となります
ので、大切に保管しておい
てください。
このまま画面を終了させて
ください。

自動的に登録されます

諸 注 意

▼メールアドレス2
受け取りたいアドレスを入力
▼メールアドレス3
受け取りたいアドレスを入力
▼電話番号1

●氏名（漢字）は、保護者の氏名ではなく必ず生徒の氏名を登録してください。

▼電話番号2

次 へ

mobile-mail.jp
【ソフトバンク携帯の場合の注意事項】
ソフトバンクの携帯電話では暗号化通信を開始
する際に下記のような画面を表示しています。
こちらの画面が表示されましたら「はい」を
クリックすると登録画面に進めます。
【参考ＵＲＬ】
http://mb.softbank.jp/mb/
information/details/101015.html

●クリックしてください
●今後確認しないを
選択すると次回から
画面表示されません

●パスワードは、英数半角小文字で８文字以内です。尚、パスワードの頭文字（１文字目）に数字の０は使用できません。
パスワードを忘れてしまいますと、個人情報の変更のためのログインできなくなりますのでご注意ください。
●メールアドレス１は、空メールを送った時点で、自動登録されますので修正しないでください。
メールアドレス２・３は、登録した携帯電話以外の他の携帯電話やパソコンなどのアドレスを登録してください。登録しておきますと、そのアドレスに
も、学校からの緊急連絡が配信されます。
●電話番号は、緊急時に連絡を見ていないご家庭に対し、学校から電話連絡する必要のある時に使用するものですので、なるべく登録していただ
きますようお願いします。
（入力例）03-1234-5678 ※半角数字でハイフン（－）を必ず入れてください。

リセット
戻 る

●登録完了ボタンを押すと登録されたメールアドレスへ登録完了メールを送信します。登録したアドレスへJMOBILEからのメールが届かない場合
は携帯の迷惑メール設定をご確認ください。
●メールを読んだら必ず開封通知はこちらをクリックしてください。
●兄弟（姉妹）で通学されている方は、クラス毎に登録してください。

「JMOBILE」の受信方法について
① メールが届きます。

② 連絡内容をお読みになったら開封通知はこちらをクリック。

From： 明治学院中学校 東村
山高等学校

連絡内容：

件名：お知らせ

（本文）

連絡者： 校長
連絡内容：

■メール開封通知
開封通知はこちら
↑

（本文）

クリック

●連絡のメールが届きました
ら、連絡内容の下の＜メール
開封通知＞URLを選択し、接続
して開封通知を送信してくださ
い。
通常の連絡の受信はこれで終
了です。
●長い時間電源を切っておい
た場合や、電波の届かないとこ
ろにいた場合は、「センター問
合せ」をする習慣をつけてくだ
さい。

災発生時の受信について
東日本大震災発生時の状況を見ますと、日本国中の人が一斉にメールを送受信す
るため「JMOBILE」側ではメール配信が出来ていても携帯側に到着するまでに時間
を要するケースが見受けられました。
災害が発生したときは、以下の方法で受信を試みてください。
① 「ｉモード問い合わせ」、「新着メール問い合わせ」、「新着メール受信」等の操作
をして、携帯会社のサーバに届いているメールを受信してください。この操作により
携帯会社のサーバに留まっているメールを受信することができます。
② 過去に学校から送られたメール本文中にあります＜メール開封通知＞下の
＜連絡一覧＞のＵＲＬをクリックすると、メールが届かない場合でも学校からの連絡
を確認することができます。

【重要】 学校から送信された最新のメールは削除しないで携帯内に残しておくようにしましょう。メールアドレスの変更、連絡一覧の確認などを行うときに必要となります。

「JMOBILE」アンケートメールについて
① メールが届きます。
連絡者： 校長
連絡内容：
保護者会を下記の日程に
て行います。
出欠をとりますので
返信をお願いします。
4/20（土）○○ホール
午後：１時より

■回答はこちら

② アンケートに回答する。

受信アンケート
メール回答
▼送信者
校長
▼件名
保護者会のお知らせ
▼本文
保護者会を下記の日程に
て行います。
出欠をとりますので
返信をお願いします。
4/20（土）○○ホール
午後：１時より

③ アンケート受付完了

アンケート回答処理が完了
しました。

メニューへ

▼回答期限
2014/8/1
質問1：参加しますか？
回答
○ 参加します。
○ 参加しません。
備考：
回答

※ アンケートの回答期限内
であれば何度でも回答は可能です。

※ アンケートの内容によって備考
が表示されないケースもあります。

●この画面が表示されましたら、
携帯電話の終了ボタンを押して画
面を終了させてください。

メールアドレスの変更方法について
※機種変更等でメールアドレスを変更した場合は、再度「初期登録」しないでください。以下の手順でJMOBILEにログインして変更してください。
※メールアドレスを変更した場合は、ご自身でテスト送信して、正しくメールを受信できるかを確認してください。
過去に学校から送られてきたメールからログインをクリック。

■ログイン
携帯サイトはこちら
パソコンサイトはこちら

※学校からのメールがない方は下の
ＱＲコードを読み込んでログイン画
面を表示してください。

JMOBILEにようこそ。

受信メッセージ

個人情報項目登録・変更

▼Eメールアドレス1

xxxxx@xxxxxx.ne.jp
◎ユーザーＩＤ
ＸＸＸＸＸＸＸＸ （自動表示）
◎パスワード
初期登録で登録したパス
ワードを入力する

※ＱＲコードからのログイン
の場合はＩＤは自動表示さ
れません。初期設定時に
自動で発行されたＩＤを入
力してください。

受信アンケート

メール情報登録・変更

▼Eメールアドレス2

グループ登録・変更

▼Eメールアドレス3

メールアドレス登録・変更が
完了しました。

xxxxx@xxxxxx.ne.jp
個人情報登録・変更

xxxxx@xxxxxx.ne.jp
戻る

※アンケート機能をご利用に
なっていない場合は受信ア
ンケートのメニューは表示さ
れません。

更新/テスト送信
リセット
戻 る

メニューへ

※テスト送信を”する”にすると、
JMOBILEに登録した全てのアドレス
にテスト送信を行います。登録した
アドレスにメールが届かない場合
は、携帯電話の迷惑メール設定を
確認してください。

https://www.jmobile-mail.jp/i/

迷惑メールの設定について

※JMOBILEから連絡を受け取りたい携帯全てに設定してください。
迷惑メールの設定方法がわからない場合は本マニュアルをご持参の上最寄りのショップまでご相談ください。
以下の設定方法は全ての機種に対応しているものではありません。設定方法が変わっている場合がありますのでご了

1-1 NTT Docomo の場合（携帯から）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

iMenu ⇒ お客様サポート
各種設定（確認・変更・利用） →メール設定
「詳細設定／解除」を選択
認証画面にて、iモードパスワードを入力し決定
「受信／拒否設定」を選択「次へ」
ステップ4の「受信設定」へ
モバイルメールのドメイン“mobile-mail.jp”を登録

2-1 au の場合（携帯から）
①
②
③
④
⑤

メールアイコン⇒迷惑メールフィルター⇒設定・確認する
暗証番号を入力し「送信」を選択
詳細設定の「受信リスト設定」⇒リスト編集する「有効」を選択し「次へ」
モバイルメールのドメイン“mobile-mail.jp”を入力
ドメを選択⇒登録⇒設定完了です。

3-1 Softbank の場合（携帯から）
① Yahoo ⇒ メニューリスト ⇒ My SoftBank ⇒ メール設定
② 「メール設定（アドレス・迷惑メール等）」を選択
③ 「迷惑メールブロック設定」を選択
④ 「個別設定」を選択し「次へ」を選択
⑤ 「受信許可・拒否設定」を選択
⑥ 「受信許可リスト設定」を選択
⑦ 利用設定の「設定する」を選択
モバイルメールのドメイン“mobile-mail.jp” を入力
「後」を選択し、「ページ下へ移動」を選択
⑧ 「設定する」を選択し、設定完了です。

2-2 au の場合（iPhoneから）
① 「Safari」⇒「ブックマーク」⇒「auお客様サポート」
1-2 NTT Docomo の場合（スマートフォンから）
⇒お持ちの機種を選択
① spモードメール⇒メール設定⇒ドコモメール設定サイト ② 「迷惑メールフィルターの設定/確認へ」 フィルター設定画面へ
②「詳細設定」⇒パスワード入力
③ auID、パスワードを入力してログイン
③ 「受信/拒否設定」設定を選択、次へ
④ 「メールアドレス変更、迷惑フィルター、自動転送」を選択
3-2 Softbank の場合（iPhone、スマートフォンから）
④ ステップ4の「受信設定」へ
⑤ 「受信リスト・アドレス帳受信設定」へを選択
① 「Safari」⇒「ブックマーク」⇒「My SoftBank」⇒「メール設定 」
⑤ モバイルメールのドメイン“mobile-mail.jp”を登録
⑥ 【有効】⇒キーワードにモバイルメールのドメイン“mobile-mail.jp”を入力 ⇒Eメールを設定する⇒迷惑メールブロック設定 「次へ」
「ドメイン一致」を選択⇒「変更する」を選択し、設定完了です。
② 受信許可リスト 件数「変更」⇒追加
③ モバイルメールのドメイン“mobile-mail.jp” を入力
1-3 NTT Docomo の場合（iPhoneから）
2-3 au の場合（スマートフォンから）
④ 後方一致を選択、次へをクリック⇒登録をクリック
① 「Safari」⇒「ブックマーク」
① 「メールアイコン」をタッチ⇒メール設定
② 「ドコモお客様サポート」⇒「メールなどの設定」選択 ② アドレス変更、その他の設定⇒接続する
☆iPhone若しくはアンドロイド端末をご利用の方は、@gmail.com
③ 「メール設定」⇒「詳細設定」⇒パスワード入力
③ 「迷惑メールフィルターの設定/確認へ」
@iCloud.com等のアドレスでもご利用頂けます。
④ 「受信/拒否設定」設定を選択、次へ
④ 「受信リスト・アドレス帳受信設定」へを選択
⑤ ステップ4の「受信設定」へ
⑤ 【有効】⇒キーワードにモバイルメールのドメイン“mobile-mail.jp”を入力
「ドメイン一致」を選択⇒「変更する」を選択し、設定完了です。
⑥ モバイルメールのドメイン“mobile-mail.jp”を登録

「JMOBILE」出欠席連絡について
① 過去に学校から送られてきたメール

■ログイン
携帯サイトは こちら

出欠席連絡は携帯サイト
からのみご利用ください。

② ログイン

③ メニュー画面

JMOBILEへようこそ。

受信メッセージ

◎ユーザーＩＤ
ＸＸＸＸＸＸＸＸ （自動表示）
◎パスワード
初期登録で登録したパス
ワードを入力する

受信アンケート

④ 出欠席連絡の入力
■遅刻の場合
登校時刻を選択し、用件１で「に、登校
します。」を選択します。

学校からのお知らせ文

■早退の場合
下校時刻を選択し、用件１で「に、下校
します。」を選択します。

年

▼

月

▼

日

▼

▼

月

▼

日

▼

個人情報

から
年
まで

災害伝言板

理由

▼

■欠席の場合
時刻は選択しないで、用件１で「欠席し
ます。」を選択します。

時
分

▼

※理由は必ず選択してください。

用件１

▼

出欠席連絡

▼

※追加のコメントが有る場合は、備考欄
に入力してください。

備考：

⑤ 出欠席連絡完了

⑥ 自動的にメールが返信されます

送信
戻る

出欠席連絡完了

From： 明治学院中学校 東村
山高等学校

件名：出欠席連絡を受け付
けました。

出欠席連絡を受け付けました

戻る

○○さんへ
このメールは自動返信メー
ルです。
（連絡内容）
入力した内容が表示されま
す。

出欠席連絡の受付時間
■出欠席連絡更新
出欠席連絡更新は こちら

前日の１７時から
※このメールは送信専用
メールアドレスから配信され
ています。ご返信いただい
てもお答えできませんので
ご了承ください。

受付時間内であれば何度でも修正は可能です。

当日の９時３０分まで
※時間外の連絡は電話にてお願い致します。

「JMOBILE」災害伝言板について
① 過去に学校から送られてきたメール

■ログイン
携帯サイトは こちら

災害伝言板は携帯サイト
からのみご利用ください。

② ログイン

③ メニュー画面

④ 災害伝言板メニュー

JMOBILEへようこそ。

受信メッセージ

閲覧

◎ユーザーＩＤ
ＸＸＸＸＸＸＸＸ （自動表示）
◎パスワード
初期登録で登録したパス
ワードを入力する

受信アンケート

投稿

出欠席連絡

修正・削除

個人情報

戻る
災害伝言板
閲覧は⑤-1へ
投稿は⑤-2へ
修正・削除は⑤-3へ

⑤－１ 閲覧

▼ 組織一覧

中学1年Ａ組 ▽ 選択

2011/3/11 14:26
氏名 明学 花子

⑤－２ 投稿

2011/3/11 14:26

▼ 状態

○
○
○
○

無事です。
自宅に居ます。
避難所に居ます。
被害があります。

無事です。
氏名 明学太郎

無事です。

修正したい項目を選択

▼ コメント

2011/3/11 14:27

⑤－３ 修正・削除

特別被害はありません。

▼ 状態

◎
○
○
○

無事です。
自宅に居ます。
避難所に居ます。
被害があります。

▼ コメント

入力したコメントが表示
されます。
更新

無事です。
登録
戻る

●在籍しているクラスの投稿が初期表示
されます。
●他のクラスを選択することで、選択した
クラスの投稿を見ることもできます。
●状態（無事です・自宅に居ます・避難所
に居ます・被害があります）をクリックする
と、さらに詳しいコメントを見ることができ
ます。

戻る

●状態を選択します。

削除
戻る

●コメントを入力します。

●状態（無事です・自宅に居ます・避難所
に居ます・被害があります）をクリックする
と、修正・削除画面に移動します。

●入力が完了したら「投稿」ボタンをクリッ
クします。

●状態、コメントを修正して「修正」ボタン
をクリックします。

●内容を修正・削除したい場合は、災害
伝言板メニューから「修正・削除」ボタンを
クリックしてください。

●投稿を削除したい場合は、「削除」ボタ
ンをクリックします。

戻る

