
写真送信ガイド

PHOTO-U2のメールアドレスとPHOTO-U2本体で発行したパスワードが
必要です。（『取扱説明書』P.19）

　  キーをタッチしてホーム画面を表示すると、上部中
央にメールアドレスが表示されています。

PHOTO-Uサポートサイトでは、PHOTO-U2にメールを送信したり、
PHOTO-U2の遠隔設定やメールフィルターの設定などができます。携帯電
話またはパソコンから下記URLにアクセスしてください。

お買い上げ時は、PHOTO-U2では携帯電話からのメールのみ受信できるようになっています。パソコンからのメールを受信するには、携
帯電話またはパソコンからPHOTO-Uサポートサイトにアクセスして、メールフィルターの設定を行い、送信元となるパソコンのメール
アドレスを登録してください。

本書では、PHOTO-U2に写真を送信する方法をご説明します。
基本的な写真の送信方法に加えて、写真を送信するときに設定できる便利な機能もご紹介します。

@photo-u.jp
初期設定が完了したらPHOTO-U2のメールアドレスをここに記入しておきましょう

※メールアドレスは     キーをタッチしてホーム画面を表示すると画面上部に表示されています。

はじめに パソコンから写真を送るためには（PHOTO-U2のメールフィルター設定）1

PHOTO-U2に写真を送る1

1　写真を送る

2　開封確認メール

3　表示日時指定メール

携帯電話やパソコンからPHOTO-U2へ写真を送信します。

PHOTO-U2でメールを開いたことがわかる「開封確認メール」を受け取りたいときの送信方法です

PHOTO-U2で写真が表示される日時を指定したいときの送信方法です。
携帯電話のカメラで写真を撮影
または、デジタルカメラなどで
写真を撮影してパソコンへ保存

［PHOTO-U設定］→メールアドレスとパスワー
ドを入力→［メールフィルター設定］→［指定受
信］→送信元となるPCメールアドレスを入力し
て［確認する］

［PHOTO-U設定］→メールアドレスとパスワー
ドを入力→［メールフィルター］→［指定受信］→
送信元となるPCメールアドレスを入力して［決
定する］

携帯電話またはパソコンから写真
をメールに添付して、PHOTO-U2
のメールアドレス宛に送信

PHOTO-U2でメールを受信す
ると、自動的にスライドショー
に表示されます

開封確認

指定された日時に
新着メール通知

■ PHOTO-U2のメールアドレスの確認方法 ■ PHOTO-Uサポートサイトの利用方法

■ 携帯電話用PHOTO-Uサポートサイト ■ パソコン用PHOTO-Uサポートサイト

■ PHOTO-Uサポートサイトに初回ログインする際には

メールアドレス

※お買い上げ時は、PHOTO-U2では携帯電話からのメールのみ受信できるようになっています。パソコンからのメールを受信するには、
「1-2 パソコンから写真を送るためには（PHOTO-U2のメールフィルター設定）」をご参照ください。
※PHOTO-Uサポートサイトからもメールを送信することができます。詳しくは、PHOTO-Uサポートサイト内の説明をご参照ください。

※上記画面は、“□□△△@auone.jp”というPCメールアドレスを登録する場合の例です。
※指定受信には、あらかじめ携帯電話各社のドメインが設定されています。　　　　　

※PHOTO-Uサポートサイトの登録方法や利用方法については、PHOTO-Uサ
ポートサイト内の説明をご参照ください。
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-2

PHOTO-U サポートサイト：http://www.photo-u.jp/

携帯電話用サイト パソコン用サイト

送信ﾒｰﾙ作成
△△□□@photo-u.jp
おはよう
(148KB)101001_0 -

おはようございます
今日は、　がニコニコです。
7ヶ月になりました。
また　にも遊びに
来てくださいね

To
Sub

送信 編集 ﾒﾆｭｰ

△△□□@photo-u.jp

こんにちわ

ウチの息子もようやく7か月を迎えました。
子どもはすぐに大きくなりますね？

[1/5]ﾍﾟｰｼﾞ<<前ﾍﾟｰｼﾞ(*) 次ﾍﾟｰｼ (゙#)>>

確認する

OK ﾌ ﾗ゙ｳｻ ﾒ゙ﾆｭｰ

□□△△@auone.jp □□△△@auone.jp

△△□□@photo-u.jp



携帯電話やパソコンでPHOTO-U2にメールを送信する際、PHOTO-U2でメールを開いたことをお知らせする「開封確認メール」を受け
取ることができます。

PHOTO-Uサポートサイトからも開封確認メール用のメールを送信することができます。

表示日時指定メールで送信すると、PHOTO-U2でメールを表示する日時を指定して写真を送ることができます。表示日時指定メールは、
PHOTO-Uサポートサイトからのみ送信できます。

 「開封確認メール」を受け取る（PHOTO-Uサポートサイトから送信する） PHOTO-U2にメールを送信する際の注意事項4

表示日時を指定して写真を送る3

携帯電話でPHOTO-Uサポートサイ
トにアクセス→［写真を送る］→
PHOTO-U2のメールアドレスを入
力→「表示日時を指定する」にチェッ
ク→年月日と時間帯を指定→［メー
ルを作成する］

以下の場合にはPHOTO-U2にはメールは届かず、“info@photo-u.jp”からのエラーメールが、送信したメールアドレス宛
に返信されます。
 ・ 写真や動画が添付されていないメールを送信した場合
 ・ PHOTO-U2で再生できない形式の画像や動画ファイルを添付した場合
 ・ PHOTO-U2で受信できる添付ファイルの数（10件）、またはメールサイズ（10MB：添付ファイル、本文含めたエンコー
ド後）を超えたメールを送信した場合

 ・ PHOTO-U2のメールアドレスが存在しない場合
 ・ 送信先のPHOTO-U2のメールフィルター設定により、メール受信が拒否された場合

携帯電話でPHOTO-Uサポートサイトに
アクセス→［写真を送る］→PHOTO-U2
のメールアドレスを入力→「開封確認
メールを受取る」にチェック→［メールを
作成する］

携帯電話のメール作成画面が表示
されたら、写真を添付して、本文を
入力して送信
※宛先は変更しないでください。

PHOTO-U2では、指定された日時に
新着メールが届きます。添付画像は
自動的にスライドショーに表示され
ます。

※パソコンでPHOTO-Uサポートサイトにアクセスして、開封確認メール用のメールを送信することもできます。［写真を送る］で「開封確
認メールを受取る」にチェックを入れてメールを送信してください。（お買い上げ時は、PHOTO-U2ではパソコンからのメールを受信する
ことができません。詳しくは、「1-2 パソコンから写真を送るためには（PHOTO-U2のメールフィルター設定）」をご参照ください。）

※パソコンでPHOTO-Uサポートサイトにアクセスして、表示日時指定メールを送信するこ
ともできます。［写真を送る］で「表示日時を指定する」にチェックを入れて、年月日と時間を
指定してメールを送信してください。（お買い上げ時は、PHOTO-U2ではパソコンからのメー
ルを受信することができません。詳しくは、「1-2 パソコンから写真を送るためには
（PHOTO-U2のメールフィルター設定）」をご参照ください。）

※開封確認メールは“info@photo-u.jp”から届きます。携帯電話やパソコンのメールフィル
ター設定で“info@photo-u.jp”からのメールを受信できるように設定してください。詳しく
は、「4 PHOTO-U2にメールを送信する際の注意事項」をご参照ください。

※携帯電話のメールフィルターの設定方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書や携帯電話各社のホームページなどでご確認ください。
※ パソコンから写真や画像を送信する際は”info@photo-u.jp“からのメールが迷惑メールと判定されないように、メールソフトやアンチウイルス
ソフトなどの設定を行ってください。また、インターネットサービスプロバイダーの迷惑メールフィルターサービスなどを利用している場合は、
インターネットサービスプロバイダーへお問い合わせください。
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「開封確認メール」を受け取る（携帯電話やパソコンからメールを送信する）2-1

PHOTO-U2でメールを開くと、自動的にメール
の送信者に「開封確認メール」が送信されます。

開封確認メールを受信

■ PHOTO-U2にメールを送信したときにエラーメールが返ってくる

送信側の携帯電話やパソコンでメールフィルターの設定をしている場合は、“info@photo-u.jp”からのメールが受信できる
ように設定してください。“info@photo-u.jp”を受信できるように設定していない場合は『開封確認メール』および『エラー
メール』を受信することができません。

■ 開封確認メールやエラーメールが返ってこない

■ PHOTO-U2で受信・表示可能なメール・写真動画の形式および上限サイズ

PHOTO-U2で受信したメールを開く

PHOTO-U2の通常のメールアドレス： △△□□@photo-u.jp
開封確認メール用メールアドレス：　 △△□□@o.photo-u.jp
※@の後ろに小文字の「o（オー）」と「.（ドット）」を入れます。

開封確認メール

開封確認メール
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送信ﾒｰﾙ作成
△△□□@o.photo-u.jp
おはよう
(112KB)101601_2 -

おはようございます。
今日は、動物園に行きます。
パンダのいる上野です。

To
Sub

送信ﾒｰﾙ作成
△△□□@o.photo-u.jp
おはよう
(112KB)101601_2 -

おはようございます。
今日は、動物園に行きます。
パンダのいる上野です。

To
Sub

PHOTO-U2のアドレスの
@以下を「o.photo-u.jp」に
変更して写真を添付した
メールを送信する

受信ﾒｰﾙ ﾒｰﾙ:0003
 1/24 9:35
PHOTO-Uサポートサイト
【PHOTO-Uサポートサイ
ト】開封確認メール開封の
お知らせ

PHOTO-Uをご利用いただき、
ありがとうございます。

Frm

Sub

受信ﾒｰﾙ ﾒｰﾙ:0003
 1/24 9:35
PHOTO-Uサポートサイト
【PHOTO-Uサポートサイ
ト】開封確認メール開封の
お知らせ

PHOTO-Uをご利用いただき、
ありがとうございます。

Frm

Sub

携帯電話のメール作成
画面が表示されたら、
写真を添付して、本文
を入力して送信
※宛先は変更しないで
ください。

送信ﾒｰﾙ作成
△△□□@o.photo-u.jp
お誕生日おめでとう
(118KB)102701_4 -

お父さん、お誕生日おめでと
うね！きれいなお花をお送
り

To
Sub

指定された
日時に新着メール

通知

写真を送る

　　開封確認ﾒｰﾙを受取る

>> 表示日時指定一覧[3件]
>> 送信先履歴削除

PHOTO-Uでﾒｰﾙを開いたﾀｲﾐﾝｸﾞで、送信元と連絡先ﾒｰﾙｱ
ﾄﾞﾚｽにお知らせします。>> 詳細はｺﾁﾗ

例）2010年2月15日→20100215

例）午前10時に表示→10を選択

　　表示日時を指定する
30日後の日付まで指定できます。
年月日

時間帯 時（未選択）

（未選択）

ﾒｰﾙを作成する

    履歴から送る

    下記のPHOTO-Uアドレスに送る
@photo-u.jp

写真を送る

　　開封確認ﾒｰﾙを受取る

>> 表示日時指定一覧[3件]
>> 送信先履歴削除

PHOTO-Uでﾒｰﾙを開いたﾀｲﾐﾝｸﾞで、送信元と連絡先ﾒｰﾙｱ
ﾄﾞﾚｽにお知らせします。>> 詳細はｺﾁﾗ

例）2010年2月15日→20100215

例）午前10時に表示→10を選択

　　表示日時を指定する
30日後の日付まで指定できます。
年月日

時間帯 時11

（未選択）

ﾒｰﾙを作成する

    履歴から送る

    下記のPHOTO-Uアドレスに送る
@photo-u.jp

20110815

△△□□

テキストメール（10KB）、デコレーションメール（HTMLメール/20KB）、キャリア絵文字（auのみ）
静止画  JPEG（3MB）／GIF（1MB）／Bitmap（2MB）／PNG（2MB） 
動画  3gp（2MB）
アニメーション Flash 10（2MB） ※FLV非対応

メール形式
再生可能
ファイル


