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 メール

 Eメールについて

Ｅメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大
で全角5000文字（半角10000文字）のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。
●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップ
もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（44ページ）。
●初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することがで
きます。変更方法については、90ページをご参照ください。

●一度に5件までの宛先（To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内）に送信できます。また、宛先件数制限（88ペー
ジ）を［OFF］に設定すると、30件（To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内）まで送信できます。

●Ｅメール送信数は1日最大1000通（同報宛先数を含む）までです。
●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

　●Ｅメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

Eメールメニューを表示する

■ 待受画面を表示q（メール） Eメールメニュー

新規作成 71ページ 新しくEメールを作成/送信/保存
デコレーション
メール作成 74ページ 新しくデコレーションメールを作成/送信/保存

受信ボックス 75ページ
77ページ

受信したＥメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数
を表示。保存してあるＥメールの表示/消去、受信したＥメールの返信/転
送。受信メールをデータフォルダ（本体）の［Ｅメールフォルダ］/microSD
カードにコピー（81ページ）

送信ボックス 77ページ

送信したＥメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合
は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるＥメールの表示/
編集/消去。送信メールをデータフォルダ（本体）の［Ｅメールフォルダ］/
microSDカードにコピー（81ページ）

新着メール問合せ 76ページ 新しくＥメールが届いているかを確認
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なかよしボックス 77ページ
特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信
したEメールの返信、未送信メールの編集

インフォボックス 77ページ

EZホットインフォサービスからのメッセージを保存。未読のメッセージ
がある場合は、未読メッセージの件数を表示。保存してあるメッセージの
表示/消去
●EZホットインフォの受信には通信料はかかりません。

お預りメール確認 84ページ au one My Pageに保存したメールの確認
メールサイトへ接続 EZwebに接続してメールの素材やツールなどをダウンロード

Eメール設定 85ページ Eメールを利用する際の環境を設定

    Eメールを作成し送信する

1つの宛先に件名、本文を入力して送信する場合

 Eメールメニューを表示［新規作成］
：宛先 ：添付/ラッピングメールデータ
：宛先（複数設定した場合） ：添付/ラッピングメールデータ（複数設定した場合）
：件名 ：本文

 送信メール
作成画面

 （宛先）宛先の入力方法から1つ選択宛先を入力
［アドレス帳］：アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択
［ アドレス帳グループ］：アドレス帳グループから選択
［Eメール送受信履歴］：Eメールの送受信履歴（新しい順に10件まで表示）から選択
［直接入力］：Eメールアドレスを直接入力
［プロフィール］：プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

 （件名）件名を入力p（確定）
全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

 （本文）本文を入力p（確定）
全角5000文字（半角10000文字）まで入力できます。
送信メール作成画面でe（詳細）を押すと、入力した内容を確認できます。

 A（送信）
Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

GPS情報を 引用するには
本文入力画面を表示B（機能）［引用］［GPS情報］GPS情報を登録
［現在地を取得］：現在地のGPS情報を登録
［新規スポットの検索］：EZナビウォークで目的地を検索をしてGPS情報を登録
［アドレス帳から選択］：アドレス帳に登録されたGPS情報を登録
［Myスポットから選択］：Myスポットに付加されたGPS情報を登録
［データフォルダから選択］：データフォルダ（本体）のデータに付加されたGPS情報を登録
［プロフィールから選択］：プロフィールに登録されたGPS情報を登録

宛先を追加するには
送信メール作成画面を表示 （宛先）p（追加）宛先を入力A（完了）

宛先を変更するには
送信メール作成画面を表示 （宛先）宛先から1つ選択［はい］宛先を変更A（完了）
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宛先を Ccや Bccに変更するには
入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。
Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分か
ります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたの
かは分かりません。
送信先のアドレス（Toも含めて）に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには
送信先のアドレスを入力します。

送信メール作成画面を表示 （宛先）jで変更する宛先にカーソル移動q（Cc/Bcc/To）
A（完了）

 絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには
絵文字やラッピングメール、デコレーションメールを各サービス非対応のau電話やau以外の携帯電話
などに送信するときに、Eメールアドレスを［アドレス変更］（87ページ）で設定したアドレスに自動的
に変更できます。［デコレ＆絵文字送信］で送信すると、auの絵文字をau以外の携帯電話でも見ること
ができます。
Eメールのアドレスを変更して送信する場合

送信メール作成画面を表示B（機能）［デコレ&絵文字送信］/［ラッピング変換送信］のどちら
かを選択
●デコレーションメール作成時は、［ラッピング変換送信］/［デコレーション変換送信］を選択します。

　「Eメールを作成し送信する」について　●Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で
送信することはできません。●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があり
ます。●宛先件数制限（88ページ）を［OFF］に設定すると、一度に30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以
上入力するとメール送信時にサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。●件名・本文
に半角カタカナは入力できません。●異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく
表示されないことがあります。●Eメールの宛先（To、Cc、Bcc）を設定する際に、＠以降を入力しなくても送信時に自
動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも
「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、cを押して誤った文字を消去してください。●同じEメールアドレス
から送受信した場合、送受信履歴には最新の1件だけが記録されます。●送信メール作成画面でq（デコレーション）
［はい］を押すと、デコレーションメール作成画面に切り替わります。
 「絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには」について　●「デコレ&絵文字送信」の
ご利用にあたっては、EZwebの「デコレ＆絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。●ラッピングメールデータ
を添付して非対応機種に送信する場合は、［ラッピング変換送信］または［デコレーション変換送信］を選択してくださ
い。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。

   データを添付する
1通のEメール/デコレーションメールに最大5件までデータを添付できます。
●著作権保護が設定されているデータなどは添付できません。

Eメールにデータを添付する場合

 送信メール作成画面を表示 （添付/ラッピング）

 添付方法から1つ選択データを添付Eメールを作成A（送信）

データフォルダ データフォルダ（本体）のデータを添付
ラッピング データフォルダ（本体）のラッピングメールデータを添付

microSD microSDカードの［デジカメフォルダ］、［データフォルダ］のデータを添付

フォト撮影

カメラを起動し、フォトを撮影して添付
フォトを撮影p（添付）
●フォトの撮影方法については、145ページをご参照ください。
●撮影したフォトはデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダに保
存されます。
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ムービー撮影

カメラを起動し、ムービーを録画して添付
ムービーを録画p（添付）
●ムービーの録画方法については、148ページをご参照ください。
●録画したムービーはデータフォルダ（本体）の［ムービーフォルダ］の日付フォルダ
に保存されます。

ボイス録音
Myボイスを録音して添付
［はい］音声を録音p（停止）
●録音した音声はデータフォルダ（本体）の［ボイスフォルダ］に保存されます。

プロフィール プロフィールに登録されたご契約電話番号/マイアドレス/名前などのデータ（vCard）
を添付

 追加するには
送信メール作成画面を表示 （添付/ラッピング）添付データのない欄から1つ選択
添付方法から1つ選択データを追加

 変更/解除するには
送信メール作成画面を表示 （添付/ラッピング）変更/解除するデータから1つ選択
［変更］/［解除］のどちらかを選択
　●添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には符号

化されたKB数が表示されます。●添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メー
ルの送受信に時間がかかる場合があります。●添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によって
は再生できない場合があります。

 ラッピングメールを作成する
ラッピングメールは、Eメール/デコレーションメールを作成する際にラッピングメールデータを添付
することで、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝
えることができます。

Eメールにラッピングメールデータを添付する場合

 送信メール作成画面を表示 （添付/ラッピング）［ラッピング］
ラッピングメールデータから1つ選択

 Eメールを作成A（送信）

　●ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。●ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、
本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受
信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データと
して受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。非対応機種に送信す
る際に［ラッピング変換送信］を選択すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られる
ように変換して送信します。●データフォルダ（本体）内に保存されたラッピングメールデータを選択しても、ラッピン
グメールを作成できます。データフォルダ（microSD）に保存したラッピングメールデータはデータフォルダ（本体）に
移動/コピーしてから利用してください。
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 デコレーションメールを作成する
デコレーションメールでは、以下のような装飾をしたEメールを送付することができます。
- 文字色を変更
- 文字サイズ（大/標準/小）を変更
- 文字を点滅
- データフォルダ内に保存した画像を挿入
- 文字列をテロップ（右から左へ流れる）として
表示

- 文字列を左右にスウィング（左右に往復）させて
表示

- 文字列の位置（左寄せ/中央/右寄せ）を変更
- 背景色を変更
- 行間にライン（罫線）を挿入
- デコレーションエモジを挿入

●データフォルダ（本体）内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成することができます。

 Eメールメニューを表示［デコレーションメール作成］ （本文）本文を入力
デコレーション
メール本文画面

文字サイズ
　L :[大]
　M :[標準]
　S :[小]

文字色
その他装飾

デコレーション
メール本文入力画面

 q（装飾）各装飾を設定

 範囲を指定

入力した本文に対して範囲を指定して文字を装飾
始点、終点を選択［  文字の色を変更］/［  文字の大きさを変更］/
［  文字を点滅表示］/［  テロップ表示］/［  スウィング表示］から1つ
選択

 本文背景の色を変更 メールの背景色を24色から1つ選択
 文字の色を変更 文字色を24色から1つ選択

 文字の大きさを変更 文字サイズを［  文字を大きく表示］/［  文字を標準表示］/［  文字を
小さく表示］から1つ選択

 文字の位置を変更 文字の位置を［  文字を左寄せして表示］/［  文字をセンタリングして表
示］/［  文字を右寄せして表示］から1つ選択

 デコレーションエモジを
 挿入 本文にデコレーションエモジを挿入

 画像を文中に挿入 本文に画像/デコレーションエモジを挿入
 文字を点滅表示 文字を点滅表示
 テロップ表示 文字をテロップで表示
 スウィング表示 文字をスウィングで表示

 テンプレートを適用

テンプレートから1つ選択
●データフォルダ（本体）内に保存されたテンプレートを選択しても、デコレー
ションメール作成画面が表示されます。データフォルダ（microSD）に保存し
たテンプレートはデータフォルダ（本体）に移動/コピーしてから利用してくだ
さい。

 ラインを挿入 本文にラインを挿入
 1つ前の状態へ 直前に設定した装飾を解除
 装飾情報を解除 設定した装飾をすべて解除
 EZwebで探す EZwebに接続し、テンプレート/装飾データをダウンロード

 p（確定）宛先・件名を入力A（送信）
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テンプレートとして保存するには
作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダ（本体）の［Eメール装飾データ］
の［テンプレート］フォルダに保存できます。

デコレーションメール作成画面を表示B（機能）［テンプレート保存］

装飾をすべて解除するには
デコレーションメール本文画面を表示q（装飾）［  装飾情報を解除］［はい］

　●デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数（バイト数）には、装飾情報のデータ量
が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBま
でです。●装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を
行ってから、文字を削除してください。なお、cを1秒以上押すと、装飾データ（背景色を除く）も含めて文字が削除さ
れます。●装飾を設定したあとにTを押すと、直前の装飾を取り消すことができます。●デコレーションメール本文
画面では、文字入力画面と同様に、装飾情報も含めた文字のコピー /切取/貼付をしたり、定型文/アドレス帳などのデー
タを挿入できます。ただし、［文字の位置を変更］、［テロップ表示］、［スウィング表示］で作成した装飾は、貼付時には反
映されません。●デコレーションメール非対応機種やパソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される
場合があります。デコレーションメール非対応機種やHTML形式のメールに非対応のau以外の携帯電話に送信する
場合は、アドレスを変更して送信してください（72ページ）。●異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信し
たデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。●デコレーションメールにも冒頭文
（デコレーション）や署名（デコレーション）を挿入できます。また、返信メールに元の受信メールを引用することもで
きます。●挿入できる画像は、jpg、gif画像で最大20件、合計で最大100KBまでです。同じデータは何件挿入しても1
件としてカウントされますが、冒頭文（デコレーション）や署名（デコレーション）で同じデータを使用している場合は、
異なるデータとしてカウントされます。●添付データは最大5件、挿入画像と合わせて最大500KBまで添付できます。
●デコレーションメール作成時にテンプレートの読み込みを行った時点で、テンプレートで使用している画像データ
が自動的にデータフォルダ（本体）の［テンプレート展開］フォルダに保存されますので、不要なデータは必要に応じて
消去してください。作成途中のメールを破棄した場合も同様です。●デコレーションメール作成画面でq（テキスト
メール）［はい］を押すと、送信メール作成画面に切り替わります。その場合、装飾情報や装飾データは削除されます。

   Eメールを受信する
Eメールの受信完了後、アイコン表示部に受信メールの送信者、件名が表示されます。本体を閉じていると
きはサブディスプレイに受信メールの送信者、件名、本文の一部が表示されます（「スマートバー」機能）。

  受信メールを表示する
受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。
●添付データは25件（1件あたり最大約685KB）まで受信できます。ただし、海外（GSM）モード中は、データ容量に
よってはパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

 Eメールメニューを表示［受信ボックス］フォルダを選択
受信した日時順に新しいものから表示されます。
q（件名/3行/差出人）を押すと、差出人表示件名表示3行表示（受信日時、差出人、件名）の切り替えができ
ます。

 メールを選択

 添付欄を選択受信した添付データを選択
複数のデータが添付されている場合は、添付欄に が表示されます。
受信・表示設定を以下のように設定している場合や、添付データが設定した受信サイズを超える場合は、添付
データを選択して受信してください。
［メール受信方法］：［指定全受信］（アドレス帳に登録していない相手のみ）、［差出人・件名受信］
［添付自動受信］：［OFF］

 本文未受信のEメールを受信するには
受信・表示設定を次のように設定している場合は、以下の操作をしてください。
［メール受信方法］：［指定全受信］（アドレス帳に登録していない相手のみ）、［差出人・件名受信］

受信Eメール表示画面を表示jで［〈本文が未受信です〉］にカーソル移動p（受信）
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ラッピングメールを受信したときは
ラッピング表示（86ページ）を［ON］に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンやアニメー
ションが表示されます。

受信時 待受画面 受信Eメール
一覧画面

 受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには
受信メールの送信者、宛先（To、Cc）や本文中にあるEメールアドレスをメールフィルター（88ページ）
に登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。

受信Eメール表示画面を表示 （差出人）や本文中のEメールアドレスを選択
［拒否リストへ登録］［はい］

 受信メールの送信者に電話をかけるには
受信Eメール表示画面を表示B（機能）［差出人へ電話］電話番号から1つ選択
発信方法から1つ選択

装飾メール（パステルメール）を通常のメールとして表示するには
受信Eメール表示画面を表示B（機能）［装飾表示切替］

　●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる
場合があります。●装飾データが添付されたメールは［転送］できません。●W62Sでは装飾メール（パステルメール）
の作成はできません。

　「受信メールを表示する」について　●Eメール受信中に受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時
の古い既読メールに上書きして受信します（保護メール、未読メール、本文未受信メール、中断中のメールは上書きされ
ません）。ただし、インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。●待受画面に
表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわら
ず古い順に上書きされるため、待受画面に表示される受信メール件数は実際の受信ボックス内の新着メール数とイン
フォボックス内の新着メッセージ数との合計と異なる場合があります。●上書きされないメールで容量（4MB）に十分
な空きがないときや、すでに1000件のメールが保存されているときは、受信ボックスがいっぱいである旨のメッセー
ジが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。●日付、差出人（From）、宛先（To、
Cc、Bcc、Reply to）、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。●海外から送信され
たメールを受信した場合、日本時間に変換して表示されます。●HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない
場合があります。●文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。●添付データの受信に
時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。●Flash®データ、
ラッピングメールデータは137KBまでしか受信できません。●通話中は、添付データの表示/再生ができません。
「ラッピングメールを受信したときは」について　●受信したラッピングメールデータはデータフォルダの［ラッピン
グ］フォルダに保存されます。●メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受
信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータを再生します。●ラッピング表示（86ペー
ジ）を［OFF］に設定している場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。
「受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには」について　●拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の
［メールフィルター］（88ページ）で解除してください。●EZホットインフォのドメインは拒否リストに登録できません。

  Eメールの受信を確認する
メールセンターへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、
受信できなかったEメールを受信できます。
●通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中（132ページ）は問い合わせできません。

■ Eメールメニューを表示［新着メール問合せ］



77

メ
ー
ル

    Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス
      ■受信/送信/インフォボックスの見かた
受信ボックスは、インフォボックスと合わせて受信したEメールを約4MB（宛先半角108文字、件名全
角30文字、本文全角1900文字のメールが約1000件分）まで保存できます。
送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のEメールを約2MB、最大500件まで保存できます。
インフォボックスにはKDDI（株）から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットイ
ンフォ」やKDDI（株）からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッ
セージが保存されます。

 受信Eメール表示画面 受信Eメール一覧画面
例：メインフォルダ

 受信ボックス画面

 送信ボックス画面  送信Eメール表示画面 インフォボックス画面

 未読・本文未受信メール
件数

●未読・未受信メールがない場合は表示されません（受信ボックス画面のみ）。
●e（格納数/未読数）を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えること
ができます（受信ボックス画面のみ）。

 未送信・送信失敗メール件数
 フォルダ内、送信ボックス内、インフォボックス内の全メール件数

  フォルダ内に新着メールあり

 メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

 受信/送信結果

 未読  既読  返信済み未読  返信済み既読

 転送済み未読  転送済み既読  本文未受信  センターに本文なし

 送信済み  未送信  送信失敗/転送失敗
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 添付データ

1） 音声データ（ボイス、メロディなど） 1） 静止画データ（フォト、ピクチャーなど）
1） 動画データ（ムービー、EZムービーなど） 1） プレイリスト
1） Flash®データ（受信ボックスのみ） 1） 装飾データ
1） ラッピングメールデータ 1） ライセンス未取得データ
1） PCドキュメントデータ（受信ボックスのみ） 1） クーポン情報
1） その他のデータ（PIM情報など）  再生できないデータ

 センターに添付データなし 
●データフォルダに該当データがない場合は、アイコンに×が表示されます。
●複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。
●Eメール表示画面で添付データを選択すると、添付詳細表示画面が表示され、すべて
の添付データの一覧を見ることができます。
●ラッピング表示（86ページ）を［ON］に設定している場合は、ラッピングメールのア
イコンが表示されます。

  保護メール

 データバイト数
1）未受信の場合、白黒で表示されます。

   ■なかよしボックスの見かた
●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

 なかよしボックス画面 送受信Eメール一覧画面

受信Eメール表示画面
（77ページ）

送信Eメール表示画面
（77ページ）

 フォルダ内の未読メール件数
●A（格納数/未読数）を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えるこ
とができます。

 フォルダ内の全メール件数

  フォルダ内に新着メールあり

 メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。
 受信/送信結果 ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです（77ページ）。
 添付データ ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです（78ページ）。

  保護メール

  受信メール  送信メール

　●センター上に未受信のEZホットインフォサービスからのメッセージがある場合、30日以上経過すると
そのメッセージは削除されます。●受信したEメールの宛先が複数の場合は、受信Eメール表示画面でTo、Ccを合わせ
て4件まで表示されます。5件以上の場合は「他n件の宛先があります」（nは件数）と表示されます。●デコレーション
メールを除く受信/送信Eメール表示画面、メッセージ表示画面で0を1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることが
できます。●ラッピングメールにカーソルがある場合は、ラッピングメールのアニメーションが表示されます。

 送信メールを編集する

 送信Eメール表示画面を表示B（機能）［編集］

 Eメールを編集A（送信）
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 受信メールに返信する
［送信・作成設定］の［返信方法設定］（87ページ）で設定したメール作成方法で返信できます。

 受信Eメール表示画面を表示A（返信）

 Eメールを作成A（送信）

受信メールを全員に返信するには
複数の受信者がいるEメールを、受信者全員（ご自分を除く）と受信メールの差出人に返信します。

受信Eメール表示画面を表示B（機能）［返信］［全員へ返信］/［全員へ参照返信］のどちらか
を選択Eメールを作成 A（送信）
●［全員へ参照返信］を選択した場合は、受信メールを参照しながらEメールを作成できます。

  受信メールを参照しながら返信するには
受信メールの内容を参照しながら返信メールを作成します。

受信Eメール表示画面を表示B（機能）［返信］［参照返信］/［全員へ参照返信］
のどちらかを選択Eメールを作成A（送信）
●Tを押すと、入力中の画面と参照中の画面を切り替えることができます。
●参照中の画面でp（コピー）を押し、コピーする始点と終点を選択すると、文字をコピー
できます。

デコレーションメールで返信するには
受信Eメール表示画面を表示B（機能）［返信］［デコレーション返信］/［デコレーション全
員返信］のどちらかを選択Eメールを作成A（送信）

 クイック返信をするには
クイック返信用の本文を選択するだけで簡単に返信できます。あらかじめ5件の本文が登録されてお
り、送信・作成設定の［クイック返信］（87ページ）で編集できます。

受信Eメール表示画面を表示B（機能）［返信］［クイック返信］/［全員へクイック返信］の
どちらかを選択 ～ から1つ選択Eメールを作成A（送信）
●［直接入力］を選択すると、本文を作成して返信できます。

　「受信メールに返信する」について　●インフォボックスやデータフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］の
受信ボックスでは［返信］はできません。
「受信メールを全員に返信するには」について　●元のEメールの宛先（To、Cc、Bcc）に6件以上の宛先があり、宛先件
数制限（88ページ）が［ON］に設定されている場合は、［全員へ返信］などを選択すると宛先は5件までである旨のメッ
セージが表示されます。jで不要な宛先にカーソル移動e（消去）［はい］を選択して不要な宛先を消去して、A
（完了）を押してください。不要な宛先を消去せずにA（完了）を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。●元のE
メールの宛先（To、Cc、Bcc）に6件以上の宛先があり、宛先件数制限（88ページ）が［OFF］に設定されている場合は、［全
員へ返信］などを選択すると30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上宛先がある場合はサーバ側でエラー
となり、エラーメッセージが表示され送信できません。
「クイック返信をするには」について　●受信Eメール画面を表示A（返信）を1秒以上押してもクイック返信をする
ことができます。ただし、この操作では全員に返信することはできません。

  受信メールを転送する
センターにあるEメールをそのまま転送する「転送」と、Eメールの本文のみを転送する「本文転送」があ
ります。

 受信Eメール表示画面を表示B（機能）［本文転送］/［転送］のどちらかを選択
［本文転送］を選択した場合は、本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

 Eメールを作成A（送信）

　●［転送］は、センターにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて
転送できます。ただし、元のEメールがセンター内から削除されている場合は転送できません。●インフォボックス、
データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］の受信ボックスでは［転送］、［本文転送］はできません。また、受信ボック
ス（microSD）では［転送］はできません。●装飾メール（パステルメール）は転送できません。デコレーションメールは
［本文転送］のみ可能です。
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  受信メールのフォルダ振分条件を設定する
送信元のメールアドレスなどを設定（200件まで）して、受信Eメールを自動的に［フォルダ1］～［フォル
ダ9］に振り分けることができます。［メインフォルダ］には振分設定がされていない受信メールが保存
され、振分条件は設定できません。

 受信ボックス画面を表示B（機能）［振分登録］ 振分フォルダ
選択画面

 フォルダを選択振分条件を設定A（完了）
［Eメールアドレス］： Eメールアドレス、△△△＠□□□.ne.jpの＠より前部分（△）、ドメイン（□）のいずれか

を設定（半角64文字以内）
振分条件の入力方法を［直接入力］/［アドレス帳］/［Eメール送受信履歴］/［プロフィール］
から1つ選択

［アドレス帳グループ］：アドレス帳グループを選択

振分条件を追加するには
振分フォルダ選択画面を表示フォルダを選択振分条件がない欄から1つ選択
振分条件を設定A（完了）

振分条件を修正するには
振分フォルダ選択画面を表示フォルダを選択振分条件から1つ選択［はい］
振分条件を設定A（完了）

 受信メールや送信メールのアドレスを振分条件に登録するには
受信メールの場合

受信Eメール表示画面を表示 （差出人）を選択［振分指定登録］フォルダを選択
 受信メールを再び振り分けるには
登録した振分条件で全受信メールを振り分けし直します。

受信ボックス画面を表示B（機能）［メール再振分］

　●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。●EZホットインフォのドメインを振分
条件に設定することはできません。●「Eメールアドレスの完全一致」＞「＠より前の部分の完全一致」＞「ドメインの完
全一致」という優先度で振り分けます。●アドレス帳グループを振分条件に設定したあと、グループに追加されたメン
バーからのEメールは振り分けられません。再度グループを振分条件に設定してください。●アドレス帳グループに
登録されたメンバーに複数のEメールアドレスがある場合は、通常メールアドレスが振分条件に設定されます。

 なかよしボックスの振分条件を設定する（なかよし登録）
なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。
なかよしボックスには、10個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき1件のEメールアドレスを
登録できます。
●受信/送信ボックスまたはなかよしボックスのいずれかからメールを消去すると、両方のメールボックスから消去さ
れます。

●Eメールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。
●登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。

 なかよしボックス画面を表示B（機能）［なかよし登録］

 フォルダを選択Eメールアドレスの入力方法から1つ選択Eメールアドレスを入力
A（完了）
Eメールアドレスの入力方法を［直接入力］/［アドレス帳］/［Eメール送受信履歴］/［プロフィール］から選択します。
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　●EZホットインフォのドメインをなかよしボックスの振分条件に設定することはできません。●受信/送信
Eメール表示画面を表示 （差出人）や本文中のEメールアドレスを選択［なかよし登録］を選択しても設定できます。

  受信メールのフォルダにロックをかける
他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけます。ロック中は、
ロックNo.を入力しないと以下の操作ができません。
‐ロックしたフォルダ内のメール表示 ‐フォルダ名変更 ‐メール再振分
‐microSDへコピー ‐データフォルダへコピー ‐フォルダ内消去
‐フォルダリセット ‐ロックしたフォルダへのメールの移動および振分登録
‐Eメール設定のフォルダ表示を［OFF］に変更

 受信ボックス画面を表示jでロックするフォルダにカーソル移動B（機能）
［フォルダロック］

 ロックNo.を入力［ON］

　●フォルダ表示を［OFF］に設定すると、ロックしたフォルダ内のメールも一覧表示されます。

　●［メインフォルダ］はロックできません。●ロックしたフォルダと同じ振分条件（Eメールアドレス）が設
定されているなかよしボックスの操作にもロックNo.の入力が必要です。

 受信メールを別のフォルダへ移動する
受信メールを別のフォルダに移動できます。

受信メールを選択して移動する場合

 受信Eメール一覧画面を表示B（機能）［移動］［選択移動］

 Eメールを選択A（実行）移動先のフォルダを選択［はい］
［1件移動］：受信メールを1件ずつ移動
［選択移動］：選択した受信メールのみ移動
［フォルダ内移動］：フォルダ内のすべての受信メールを移動
選択したEメールには  が表示されます。
p（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。

　●受信ボックス（本体）のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動する
と、メール番号は新たに割り振られます。

  Eメールをコピーする
Eメールをデータフォルダ（本体）やmicroSDカードにコピーできます。

受信メールを選択してmicroSDカードのEメール受信ボックスにコピーする場合

 受信Eメール一覧画面を表示B（機能）［microSDへコピー］
［データフォルダへコピー］：データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］にコピー

 ［選択コピー］Eメールを選択A（実行）
［1件コピー］：メールを1件ずつコピー
［選択コピー］：選択したメールのみコピー
［フォルダ内コピー］/［全件コピー］：フォルダ内のすべてのメールをコピー
選択したEメールには が表示されます。
p（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。
手順1で［データフォルダへコピー］を選択した場合は、ここで操作が終了します｡

 保存先のフォルダを選択

microSDカードの受信/送信ボックスを表示するには
受信/送信ボックス画面を表示A（microSD）
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　「Eメールをコピーする」について　●［全件コピー］はフォルダ表示を［OFF］に設定している場合のみ表
示されます。●データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］とmicroSDカードのメール番号は保存日時の新しい順に
割り振られます。●添付データをデータフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］には保存できないため、データフォルダ
（本体）の［Eメールフォルダ］に移動したEメールは添付データなしのEメールとして表示されます。●microSDカー
ドにコピーする場合は、添付データはデータフォルダ（microSD）に保存されます。●著作権保護が設定されているデー
タ、Flash®データ、不明なデータなどはデータフォルダ（microSD）に保存できません。●データフォルダ（microSD）
に保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、microSDカードのメールと連動できなくなりますの
で、ご注意ください。●電話がかかってきたなどの理由によりコピーが中断された場合は、一部のデータがコピーされ
ないことがあります。●インフォボックス内のメッセージはデータフォルダ（本体）、microSDカードにコピーできま
せん。●32MBのmicroSDカードにコピーした場合は、最大10KBまでのメール（添付データなし）を約1900件保存で
きます。ただし、使用されるmicroSDカードの容量によって保存件数は異なります。●データフォルダ（本体）の［Eメー
ルフォルダ］に保存できるデータは受信、送信合わせて2000件までです。●受信ボックス（microSD）の各フォルダお
よび送信ボックス（microSD）に保存できるデータは1000件までです。●ラッピングメールを保存した場合、アイコン
やアニメーションは表示されません。●デコレーションメールを保存した場合、装飾した内容は保存されません。
「microSDカードの受信/送信ボックスを表示するには」について　●受信/送信ボックス（microSD）画面でA（本体
へ）を押すと、W62Sの受信/送信ボックス画面に切り替えることができます。

 フォルダ名を変更する
受信ボックス（本体）、受信ボックス（microSD）、なかよしボックス内のフォルダの名称を変更でき
ます。

受信ボックスのフォルダ名を変更する場合

 受信ボックス画面を表示jで変更するフォルダにカーソル移動B（機能）
［フォルダ名変更］

 フォルダ名を入力p（確定）
全角6文字（半角12文字）まで入力できます。

 フォルダを初期化する
受信ボックス（本体）の［メインフォルダ］と［フォルダ1］～［フォルダ9］の名称と振分条件設定、なかよ
しボックスの［フォルダ1］～［フォルダ10］の名称となかよし振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻
します。また、フォルダロックを設定している場合は、ロックを解除します。
● フォルダに振り分け済みのメールはそのまま残ります。

W62Sの受信ボックスのフォルダを初期化する場合

■ 受信ボックス画面を表示jで初期化するフォルダにカーソル移動B（機能）
［フォルダリセット］ロックNo.を入力［はい］

  Eメールを保護/保護解除する
メールは、保存できる件数や容量を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくない
メールは保護してください。
Cメールも、同様の操作で保護できます。
保護できる件数は以下のとおりです。

送信メール 受信メール

Eメール 受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%まで

Cメール 25件 100件

保護/保護解除するには、以下の2種類の方法があります。
［保護］/［保護解除］：Eメールを1件ずつ保護/保護解除する
［選択保護/解除］：選択したEメールのみ保護/保護解除する
また、Cメールでは［全件保護解除］も選択できます。
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受信メールを選択して保護/保護解除する場合

 受信Eメール一覧画面を表示B（機能）［選択保護/解除］

 メールを選択A（実行）
選択したEメールには  が表示されます。
p（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。
保護したメールには  が表示されます。

　●保護したEメールが受信/送信ボックスの全容量または最大件数の約50％を超えている場合は、すでに
保護されているメールを保護解除するかメールを消去してください。●インフォボックス、データフォルダ（本体）の［E
メールフォルダ］、受信/送信ボックス（microSD）では［保護］/［保護解除］はできません。

 Eメールの詳細を表示する
受信メールのアドレスなどを表示します。

受信ボックスから詳細を表示する場合

■ 受信Eメール一覧画面を表示jで詳細を表示するEメールにカーソル移動
B（機能）［アドレス詳細表示］

　●アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。●メール1通あたりの情報量に
よって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

Eメールを並べ替える
受信/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの
順番を一時的に並べ替えることができます。
受信ボックス
［受信順］：受信した日付順
［未取得順］：本文未受信メール、本文受信済みメールの順
［未読順］：未読メール、既読メールの順
［保護順］：保護しているメール、保護していないメールの順
［名前順］：差出人の名前、Eメールアドレス順
［色付順］：［色付け］（84ページ）したメールを優先度の高い順
送信ボックス
［日付順］：送信・保存した日付順
［未送信順］：未送信メール、送信済みメールの順
［保護順］：保護しているメール、保護していないメールの順
［名前順］：1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順
［色付順］：［色付け］（84ページ）したメールを優先度の高い順

受信ボックス内のEメールを並べ替える場合

■ 受信Eメール一覧画面を表示B（機能）［ソート］ソート方法から1つ選択

　●名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。●なかよしボックス、インフォボックス、データ
フォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］、受信/送信ボックス（microSD）ではソートできません。

  Eメールを検索する
W62Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス（microSD）では、条件を指定してE
メールを検索できます。

受信ボックス内のEメールを検索する場合

 受信Eメール一覧画面を表示e（検索）
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 検索方法を選択検索

未読 未読Eメールを検索

名前
名前や差出人名称、Eメールアドレスで検索
名前（アドレス帳に登録している場合）または差出人名称の一部を入力（全角12文字、半
角24文字以内）p（確定）

日付 日付を入力して、その期間に受信したEメールのみ表示
開始日を入力終了日を入力A（実行）

色付 色を指定して、その色に［色付け］したEメールのみ表示
色から1つ選択

本文 本文（キーワード）を入力して、本文中にそのキーワードを含むメールを検索
キーワードを入力（全角12文字、半角24文字以内）p（確定）

　●名前、本文で検索する場合、しばらく時間がかかります。●送信ボックスで検索する場合は［未読］を、イ
ンフォボックスで検索する場合は［名前］を選択できません。

 アイコンに色を付ける
受信ボックス（インフォボックス含む）のアイコン（ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ）
および送信ボックスのアイコン（ 、 、 、 、 、 、 ）に5パターンから選択して色を付けます。
5パターンの色は、色付け画面の上から順にEメールの優先度（最高高い普通低い最低）を表し
ます。

受信ボックスのアイコンに色を付ける場合

 受信Eメール一覧画面を表示jで色を付けるEメールにカーソル移動B（機能）
［色付け］

 色から1つ選択
白（優先度普通）を選択すると、色付けを解除できます。

 お預りメール
au one My Page（212ページ）のご利用登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau 
one My Pageへ転送・保存するように設定できます。また、ユーザーフォルダを作成して、自動振り
分けによる保存もできます。
●海外（GSM）モード中は利用できません。ただし、au one My Pageに保存したメールを見ることは可能です。

トップページを表示する

■ Eメールメニューを表示［お預りメール確認］［はい］

■お預りメールの機能

検索

差出人/メールアドレス検索 文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
検索履歴 過去に検索した名前を選択してメール一覧画面を表示

アドレス帳で検索
キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さら
に検索するEメールアドレス/フォルダ/検索フィールド（From/To/Cc）
で絞り込んで検索

日付で検索 検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込
んで検索

件名で検索 検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索
よく受信する人リスト よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示

（メールの内容
表示画面から）

削除 表示しているメールを削除
転送 表示しているメールを転送
保護/解除 表示しているメールを保護/保護解除
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フォルダ管理

フォルダ一覧 フォルダを選択してメール一覧画面を表示

フォルダ作成 新規フォルダを作成
●フォルダ名/グループ名/個人アドレスによる振り分け設定ができます。

フォルダ名編集 フォルダ名を編集
フォルダ削除 フォルダを削除
フォルダ振分け フォルダへの振り分け設定を編集

各種設定

お預り設定 送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
お預りメール領域確認 現在のデータ使用量を表示

パスワードロック設定 お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必
要になるように設定

保存選択 保存するメールを［全て保存する］/［選択保存］（添付データ付メールを
破棄、保存上限サイズを指定）のどちらかを選択して指定

Eメールを中断/終了する
あらかじめ機能中断設定（132ページ）の［Eメール中断］を［ON］に設定してください。

■ Eメール起動中にt［中断］/［終了］のどちらかを選択

［中断］：Eメール操作を一時停止
［終了］：Eメール操作を終了

［キャンセル］：Eメール操作を継続

中断したEメールを再開するには
待受画面を表示dで （Eメール　中断中）にカーソル移動p（再開）

　「中断したEメールを再開するには」について　●待受画面を表示dで （Eメール　中断中）にカーソ
ル移動A（終了）［終了］を選択すると、中断中のEメールを終了できます。●Eメール中断中に電源をOFFにした場
合は、Eメールを再開できません。ただし、編集中のメールは保存されます。

 Eメールの設定をする
●海外（GSM）モード中は設定できない項目があります。

 受信・表示設定
 Eメールメニューを表示［Eメール設定］［受信・表示設定］
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 各項目を設定

 Eメールアドレス ご自分のEメールアドレスを確認

  メール自動受信

センターに届いたEメールを自動受信する/しないを設定。［ON］に設定した場合は、バック
グラウンド受信する/しないを設定
［メール自動受信］：自動受信する/しないを設定
［バックグラウンド受信］：バックグラウンド受信する/しないを設定
●海外（GSM）モードに切り替えると、メール自動受信は自動的に［OFF］に設定されます。
［ON］に設定すると、データ容量によってはパケット通信料が高額となりますのでご注意
ください。
●海外（GSM）モード中はバックグラウンド受信できません。
●バックグラウンド受信が［ON］の場合に受信ボックスの容量に空きがない、またはすで
に1000件のメールが保存されているときはエラーメッセージは表示されません。
●メール自動受信を［OFF］に設定した場合や、バックグラウンド受信を［OFF］に設定して
いる場合に待受画面以外でEメールを受信したときでも、センターにEメールが届いたこ
とをアイコン（ ）と受信音でお知らせします。待受画面に表示されている （センターに
メールあり）を選択するか新着メール問合せ（76ページ）を行って受信してください。
●バックグラウンド受信を［ON］にしても操作中の機能や状態によってはバックグラウンド
受信されない場合があります。バックグラウンド受信されない主な機能は以下のとおりです。
- 通話中 - 電話の発信/着信中 - Eメールの送信中
- Cメールの送信中 - カメラ起動中
- エフェクトビジョン起動中 - 外部メモリ転送モード中 - EZwebに接続中
- GPS測位中 - 一部のEZアプリ（BREW®）起動中
- 赤外線通信中
●バックグラウンドでメールを受信中は画面に が表示されます。受信するとEメール受
信音が鳴ります。ただし、Eメール受信音にアニメ＆メロディ、着Flash（アニメ）データ、著
作権保護が設定されているムービーが登録されている場合に待受画面以外で受信すると、
あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

   メール受信方法

 ［全受信］： 差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信（添付データの受信は［添付自動
受信］の設定に従う）

［指定全受信］：差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは［全受
信］、その他は［差出人・件名受信］

［差出人・件名受信］：差出人・件名のみ受信

 添付自動受信

［添付自動受信］：添付データを自動受信する/しないを設定
［詳細設定］： データの種類ごとに自動受信する/しないを設定。［ON］に設定した場合は、

受信サイズを設定
　［静止画］/［音声］/［動画］/［装飾データ］： 1データあたりの最大受信サイズを001～

685KBで設定
　［プレイリスト］：1データあたりの最大受信サイズを001～411KBで設定
　［ラッピング］：1データあたりの最大受信サイズを001～137KBで設定
●海外（GSM）モードに切り替えると、添付自動受信は自動的に［OFF］に設定されます。
［ON］に設定すると、データ容量によってはパケット通信料が高額となりますのでご注意
ください。
●添付自動受信を［ON］に設定しても、［メール受信方法］を［指定全受信］（アドレス帳に登
録していない相手のみ）、［差出人・件名受信］に設定している場合は添付データは自動受信
されません。
●ライセンス未取得データ、PCドキュメントデータ、クーポン情報などデータによっては
自動受信できません。

 添付自動再生

添付データを、受信Eメール表示画面、送信Eメール表示画面で再生する/しないを設定
●データによっては自動再生できません。画像サイズにより画像の一部を表示する場合が
あります。
●通話中は、添付データを再生できません。 

 フォルダ表示 受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定

 ラッピング表示 ラッピングメールのアイコンやアニメーションを表示する/しないを設定

 受信ボックス
受信ボックスの表示内容を設定
［1行表示（差出人）］、［1行表示（件名）］、［3行表示］から1つ選択
●なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず［3行表示］で表示されます。

 送信ボックス
送信ボックスの表示内容を設定
［1行表示（宛先）］、［1行表示（件名）］、［3行表示］から1つ選択
●なかよしボックスは設定にかかわらず［3行表示］で表示されます。
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 送信・作成設定
 Eメールメニューを表示［Eメール設定］［送信・作成設定］

 各項目を設定

 返信先アドレス

お客様のW62Sのアドレス以外に返信先を設定
［返信先設定］：［ON］で指定の返信先アドレスに返信
●［OFF］の場合は、お客様のW62Sのアドレスに返信されます。
［返信先アドレス編集］：半角64文字以内で入力

 差出人名称
［表示設定］：送った相手に表示される差出人名称を表示する/しないを設定
［差出人名称編集］：全角10文字（半角20文字）以内で入力
●半角記号の「"<>()¥」は入力できません。

 冒頭文

冒頭文を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定
［冒頭文（テキスト）］：全角128文字（半角256文字）以内で入力
［冒頭文（デコレーション）］：装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力
●冒頭文に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。

 署名

署名を自動的にEメール/デコレーションメール本文に挿入する/しないを設定
［署名（テキスト）］：全角128文字（半角256文字）以内で入力
［署名（デコレーション）］：装飾情報のデータ量も含めて約2500バイト以内で入力
●署名に挿入できる画像は最大10件、合計で最大50KBまでです。

 返信メール引用 返信するときに、元の受信Eメール/デコレーションメール本文を引用する/しないを設定

 引用符設定
［引用符付加］： 返信するときに、元の受信Eメール本文の行頭に「>」などの引用符を付け

る/付けないを設定
［引用符編集］：全角2文字（半角5文字）以内で入力

 返信方法設定 受信Eメール表示画面からA（返信）を押して返信するときのメール作成方法を設定
［送信メール作成］/［参照返信］/［デコレーションメール作成］から1つ選択

 クイック返信
クイック返信するときの返信メールの本文を編集
本文から1つ選択p（編集）本文を入力（全角50文字、半角100文字以内）p（確定）
●改行は入力できません。

  アドレス変更

絵文字やラッピングメール、デコレーションメールをサービス非対応のau電話やau以外の
携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更
 ●「デコレ＆絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ＆絵文字デラックス」へ
のお申し込みが必要です。

タイトル
アドレス種別 基本アドレス デコレ&

絵文字送信
ラッピング
変換送信

デコレーション
変換送信

アドレス1 docomo.ne.jp d.ne-u.jp d.ne-w.jp d.ne-d.jp

アドレス2 jp-%.ne.jp jp-%.ne-u.jp jp-%.ne-w.jp jp-%.ne-d.jp

アドレス3 ezweb.ne.jp ezweb.ne-u.jp ezweb.ne-w.jp ezweb.ne-d.jp

アドレス4 %.vodafone.
ne.jp

%.vodafone.
ne-u.jp

%.vodafone.
ne-w.jp

% .vodafone.
ne-d.jp

アドレス5 softbank.
ne.jp

softbank.
ne-u.jp

softbank.
ne-w.jp

softbank.
ne-d.jp

%：地域ごとに異なった文字で変更されます。
［アドレス内容編集］：アドレス（ドメイン）、タイトルを編集
［初期値に戻す］：編集したアドレスやタイトルをお買い上げ時の状態に戻す
アドレス（ドメイン）を編集するには
アドレス内容編集画面を表示タイトルから1つ選択［はい］［アドレス1～ 5］から
1つ選択
アドレスを入力（半角62文字以内）p（確定）
●半角記号の「@」と「,」（カンマ）は入力できません。
タイトルを変更するには
アドレス内容編集画面を表示jで変更するタイトルにカーソル移動B（機能）
［タイトル名変更］
タイトルを入力（全角8文字、半角16文字以内）p（確定）
●［基本アドレス］のタイトルは変更できません。



88

メ
ー
ル

 宛先件数制限

メールの宛先を5件までしか入力できないようにする/しないを設定
●［ON］に設定すると、宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定
した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを［全員へ返信］（79ページ）するなど6件
以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な
宛先を消去してください。
●［OFF］に設定すると、30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上入力するとメー
ル送信時にサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。

  メールフィルターを設定する
メールフィルターは特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくる
メールを拒否する機能があります。これらの機能は、［個別設定］により設定することや、［カンタン設
定］より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否さ
れた場合に、拒否通知エラーメールを返信する/しないを設定できます。
メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのPCから可能です。

 Eメールメニューを表示［Eメール設定］［メールフィルター］
［はい］［次へ］暗証番号を入力［送信］

メールフィルター
メニュー

 各項目を設定

カンタン設定 ［サポート設定］：質問形式でカンタンにフィルター設定
［フィルターレベル］：フィルターレベル（高）/（中）/（低）から選択してカンタンに設定

 個別設定

［基本設定］
［未承諾広告規制］：「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否
［なりすまし規制］：携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否
［一括指定受信］：インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信/拒否
［指定受信リスト設定］： 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「＠」より前の部分を

含むメールを優先受信
●指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、［一括指定受信］
ですべてのチェックをOFF（受信拒否）にしてください。
［指定拒否リスト設定］： 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「＠」より前の部分を

含むメールの受信を拒否
●受信メールの送信者のメールアドレスを簡単に指定拒否リストに登録できます（76ページ）。
［その他の設定］
［宛先指定受信］：［なりすまし規制］、［ドメイン認証規制］を回避して、自動転送メールを受信
［URLリンク規制］：URLが含まれるメールを拒否
［HTMLメール規制］：HTML形式のメールを拒否
［ドメイン認証規制］：アドレス詐称の可能性があるメールを拒否
［拒否通知メール返信設定］： メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メー

ルを返信する/しないを設定

その他

［設定確認、設定解除］：メールフィルター設定状態の確認、設定の解除
［PC設定用ワンタイムパスワード発行］： パソコンからメールフィルター設定を行う際に必

要なワンタイムパスワードを発行（89ページ）
［設定にあたって］：メールフィルターの設定を行う際の説明を確認

 ドメイン認証規制について
●ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている
可能性がある場合は規制するものです。

●この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社
などが、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます（ドメイン認証の設定状況につきまして
は、それぞれのプロバイダ､メール配信会社などにお問い合わせください）。

●PCなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断さ
れ受信がブロックされてしまうことがあります｡そのような場合は自動転送元のアドレスを［宛先指定受信］に登録
してください｡
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●現在、ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも､プロバイダや
メールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので､最初から［宛先指定
受信］に登録しておくことをおすすめします｡

 拒否通知メール返信設定について
●メールフィルター設定時、［拒否通知メール返信設定］は［返信しない］に初期設定されています。
●［返信する］に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している
者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があ
ります。ただし、［未承諾広告規制］［ドメイン認証規制］［なりすまし規制］で拒否したメールには拒否通知メールは
返信されません。

●［全受信］設定時に、拒否通知メールを［返信する］に設定していると、無効な設定としてシステム側で［返信しない］に
設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行って
ください。

 ［カンタン設定］から設定するには
［カンタン設定］では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。
サポート設定
質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。
フィルターレベル選択設定
３つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択することで、必要なメールフィルター機能を一括
で設定できます。

フィルターレベル（高） インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやり取りしかされない方におすすめです。

フィルターレベル（中） しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめです。

フィルターレベル（低） 未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方におすすめです。

各フィルターレベル適用機能
フィルターレベル（高） 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定
フィルターレベル（中） 未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定
フィルターレベル（低） 未承諾広告規制、なりすまし規制

パソコンからメールフィルターを設定するには
メールフィルターの各機能は、お持ちのPCから設定を行うことが可能です。
auのホームページ内の［迷惑メール・電話でお困りの方へ］の画面内にある［メールフィルター設定］に
アクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PCログイン画面

PC設定用ワンタイムパスワード発行について
PC設定用ワンタイムパスワードは［メールフィルター］の［その他］の［PC設定用ワンタイムパスワー
ド発行］で確認できます。
ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに［メールフィルター設定］に接続を行ってくださ
い。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

　●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。●暗証番号
を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示して
おり、変更される場合があります。●メールフィルターを設定して受信しなかったＥメールを再度受信することはで
きませんので、設定には十分ご注意ください。
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　●「未承諾広告※」とは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことで
す。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」
メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。●［未承
諾広告規制］を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信
拒否の対象となります。●宛先指定受信とは、自動転送されてきたメールが、［なりすまし規制］や［ドメイン認証規制］
の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを［宛先指定受信］に登録す
ることにより、そのメールアドレスがTo（宛先）もしくはCc（同報）に含まれているメールを規制を受けることなく受信
できます。なお、Bcc（隠し同報）のみに含まれていた場合（一部メルマガ含む）は、本機能の対象外となりますのでご注
意ください。●［URLリンク規制］を設定すると､メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載された
メールの受信や､一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります｡●［HTMLメール規制］を設
定すると、メールマガジンやPCから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、
それらのメールが受信できない場合があります｡また、デコレーションメールは受信できなくなります｡●メールフィ
ルターは次の優先順位にて判定が実施されます（未承諾広告規制＞宛先指定受信＞指定拒否リスト設定＞指定受信リ
スト設定＞なりすまし規制＞ドメイン認証規制＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞一括指定受信）。

 その他のEメールの設定
Eメールアドレスの変更などを行います。

 Eメールメニューを表示［Ｅメール設定］［その他の設定］［はい］

 項目から1つ選択暗証番号を入力［送信］設定

 1　Eメール
アドレスの変更

●変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがあります。
●Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。Eメールアドレスの変更を行う
ことができない期間にこの操作を行うと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されてい
ます。 明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。
●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
1. 文字と文字の間に「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）の記号を使う
ただし、「.」を最初に使用することはできません。

2. 英字と数字を組み合わせる
 最初に数字の「0」は使用できません。
3. できるだけ文字数を多くする（@より前部分は30文字以内）
［承諾する］入力ボックスを選択＠より前部分を入力p（確定）［送信］［OK］

2　メール
フィルター 詳しくは、「メールフィルターを設定する」（88ページ）をご参照ください。

3　お預りメール保
存（通信料有料）

お預りメールにメールを保存する/しないを設定。お預りメールでは、Eメール機能と同様
に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる
保存が可能（84ページ）

 4　自動転送先

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W62Sで受信したEメールを自動的に転送
し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます
変更・登録回数は1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。
入力ボックスを選択Eメールアドレスを入力p（確定）［送信］［終了］
●「エラー！ Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考え
られます。
- 自動転送先として入力した文字が使用できない
- Eメールアドレスが規制されている
●Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定す
る際は正しいメールアドレスを入力してください。
●自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含む
エラーメールが送信元に届く場合がありますので十分ご注意ください。
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 5　Eメールヘッダ
情報表示（通信
料有料）

センターにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確
認。表示したEメールを転送したり、センター上から削除
［メール一覧へ］
センターにある受信メールの一覧が表示されます。
［このページのメールを削除］を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。
メールを選択
選択したメールのヘッダ情報が表示されます。［転送］を選択すると、選択したメールを転
送できます。［削除］を選択すると、選択したメールを削除できます。
●ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したセンターなどの詳細
情報です。
●転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力すること
はできません。

6　その他の設定の
確認 ［その他の設定］で設定した内容を一覧表示

 auのメルマガサー
ビス設定

auからお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報や
オトクな情報を配信
●詳細はサイト上にてご確認いただけます。

　●操作を行う場合、暗証番号（9ページ）が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。
●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

設定した内容を確認する

■ Eメールメニューを表示［Eメール設定］［Eメール設定確認］

  Eメールの件数を確認する
W62Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス（microSD）の保存メール件数を確
認できます。

W62Sの受信ボックスを確認する場合

 Eメールメニューを表示［Eメール設定］［件数確認］［受信ボックス］

 フォルダを選択

 送受信履歴を表示する

■ Eメールメニューを表示［Eメール設定］［送受信履歴］s
sで送信履歴画面と受信履歴画面が切り替わります。
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 Cメールについて（標準サービス）
Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau携帯電話どうしでメールのやり取りができるサー
ビスです。

■Cメールではこんなことができます
● Cメールは最大全角50文字（半角100文字）のメッセージ（メール本文）を作成して送信できます。
● 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
● 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかが分かります。
● 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
● 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電
話の操作により以下の選択ができます。

 CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
 メールを再送信する
 メール送信を中止する

■Cメール安心ブロック機能
● 「Cメール安心ブロック機能」により、Cメールメッセージ本文内に接続先URL（http://△△△、https://△△△）や電
話番号が含まれているCメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有
効となっています。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、本機
能の解除設定を行ってください（97ページ）。

● ブロック対象となるＣメールは次のとおりです（対象：通常Ｃメール（ぷりペイド送信含む）/対象外：Ｅメールお知
らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス）。

■Cメールの基本的な流れ

Cメールを受信する
受信したCメールの内容
を見る

94ページ
Cメールセンター

Cメールを作成して送信
する

93ページ

　●受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
●Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切ってい
た場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。●電池残量がなくなってから20
日以上充電を行わず放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失する
ことがありますのでご注意ください。●発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。●海外での
ご利用時においては、EZ非加入者（EZサービス途中解約も含む）からのCメールの送信はできません。

Cメールメニューを表示する

■ 待受画面を表示q（メール）（1秒以上） Cメール
メニュー

新規作成 93ページ 新しくCメールを作成/送信/保存

受信ボックス 94ページ
95ページ

受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。
保存してあるCメールの表示/消去、受信したCメールの返信/転送

送信ボックス 95ページ
送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未
送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示/編集/消去

Cメール設定 96ページ Cメールを利用する際の環境を設定
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    Cメールを作成し送信する
● 電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
● 通話中や電波OFFモード設定中（132ページ）、外部メモリ転送モード中（186ページ）は送信できません。

 Cメールメニューを表示［新規作成］メール本文を入力p（確定）
A（送信）
メール本文は全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

 電話番号の入力方法から1つ選択電話番号を入力［送信］
［アドレス帳から］：アドレス帳に登録されている電話番号から選択
［Cメール送受信履歴］：Cメールの送受信履歴（新しい順に10件まで表示）から選択
［直接入力］：電話番号を直接入力
送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

Cメールの送信に失敗したとき
相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方
が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
蓄積機能（96ページ）を［選択蓄積］に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表
示されます。

［センターへ蓄積］：Cメールセンターに蓄積
［再送］：Cメールを再送信
［中止］：Cメールの送信を中止

　「Cメールを作成し送信する」について　●送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信でき
ませんでした」と表示される場合があります。●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文
字が正しく表示されない場合があります。●契約期間などの条件により、送信数に制限があります（ご加入から3ヶ月
までのお客様、ぷりぺイド専用電話をご利用のお客様…3000通/月、ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート
割引」ご加入のお客様…6000通/月）。●W62Sがぷりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は
次のとおりです（Cメールを作成「Cメールを作成し送信する」（93ページ）でメールの本文を入力/B（機能）［ぷ
りペイド送信］/電話番号を入力）。※ぷりぺイド送信では相手に発信者番号が通知されます（送り先の方がC100、
C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません）。※ぷりペイド送
信で送信できる絵文字は、 ・ ・ ・ の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。●一般
契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に翌月に通信料として請求されます（ぷり
ペイドの度数は減りません）。
「Cメールの送信に失敗したとき」について　●送信失敗画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示
され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。●蓄積機能（96ページ）を［自動蓄積］に設定しているとき
は、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセン
ターに蓄積されます。
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      Cメールを受信する
Cメールを受信すると、アイコン表示部に受信メールの送信者、本文の一部が表示されます。本体を閉
じているときはサブディスプレイに受信メールの送信者、本文が表示されます（「スマートバー」機能）。
Cメールでは以下のようなメールを受信できます。
Cメール ：Cメール対応のau電話から送られてきたメール
Eメールお知らせ〈CメールE〉 ：Eメール形式でのお知らせメール

受信メールを表示する
 Cメールメニューを表示［受信ボックス］

受信した日時順に新しいものから表示されます。

 メールを選択

■お預りについて
Cメールセンターでは以下のとおりCメールをお預りします。
お預り可能時間 72時間以内1）

お預りできる件数 制限なし2）

1） Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切って
いた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。

2） 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話の機種によ
り、Cメールセンターでお預りできないことがあります。

配信されるタイミング
Cメール蓄積後すぐに配信
新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメール
がすべて配信されます。
リトライ機能による配信
相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信で
きなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW62Sを利用して、通話やEZwebを終了したと
きに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

Cメールをお預りすると
Cメールセンターは、Cメールをお預りするとすぐにW62Sに送信します。Cメールを受信すると、［C
メール受信］のメロディ（114ページ）で設定した受信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイ
コンが点灯します。p（OK）またはTを押すと、受信したCメールの内容が表示されます。
受信したCメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、通知アイコンが表
示されます（27ページ）。

 受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには
送信者の電話番号を受信フィルター   （97ページ）に登録して、その電話番号からのCメールを拒否でき
ます。
受信Cメールから受信フィルターに登録する場合

受信Cメール表示画面を表示電話番号または送信者の名前を選択［受信フィルター登録］
ロックNo.を入力

受信メールの詳細を表示するには
受信ボックス画面を表示B（機能）［情報確認］
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　「受信メールを表示する」について　●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があり
ます。●受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で200件です。200件を超えたときは、最も古い既読メー
ルの次に最も古い未読メール（保護したものは除く）という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メール
でいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、
あらかじめ保護（82ページ）しておくと便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをおすすめ
します。●Cメールの受信料は、無料です｡
「受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには」について　●「186」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号
を受信フィルターに登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。

  Cメールの受信/送信ボックス

    ■受信/送信ボックスの見かた
受信ボックスは、受信したCメールを最大200件まで保存できます。
送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。

 受信ボックス画面

 送信ボックス画面

受信Cメール表示画面

送信Cメール表示画面

 未読メール件数
 未送信・送信失敗メール件数
 受信/送信ボックス内の全メール件数

 メール番号
●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。
●送受信時刻は日本時間で表示されます。

 メール種別と受信/
送信結果

：未読
（Cメール）

：既読
（Cメール）

：送信成功
（Cメール）

：送信失敗
（Cメール）

：蓄積モードで送信
成功（Cメール）

：未送信
（Cメール/
ぷりペイド）

：未読
（Eメールお知らせ）

：既読
（Eメールお知らせ）

：送信成功
（ぷりペイド）

：送信失敗
（ぷりペイド）

  保護メール
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Cメールの送信結果を表示する

■ 送信Cメール表示画面を表示B（機能）［送信結果詳細］

 Cメールを再送する

■ 送信Cメール表示画面を表示B（機能）［再送］［送信］

 Cメールを編集する
送信済み、未送信、受信メールを編集します。

送信済みのCメールを編集する場合

 送信Cメール表示画面を表示p（編集）

 Cメールを編集A（送信）

 受信メールに返信する
 受信Cメール表示画面を表示A（返信）

 Cメールを作成A（送信）

 受信メールを転送する
 受信ボックス画面を表示jで転送するCメールにカーソル移動B（機能）［転送］

本文欄に元のCメールの本文が入力されます。

 Cメールを編集A（送信）

 Cメールを保護/保護解除する
上書きや消去されたくないメールは保護できます。
●Cメールを保護する操作方法については、「Eメールを保護/保護解除する」（82ページ）をご参照ください。

 Cメールの設定をする

 Cメールメニューを表示［Cメール設定］

 各項目を設定

 署名
［自動付加］：署名を自動的にCメール本文に挿入する/しないを設定
［署名］：全角40文字（半角80文字）以内
●署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。

 蓄積機能

送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する/しないを設定
［選択蓄積］の場合は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/しないを選択
●蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信し
ます。
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 返信メッセージ 返信するときに、元の受信Cメール本文を引用する/しないを設定

 メール件数確認 受信/送信メールの合計件数などを表示

     受信フィルター

ロックNo.を入力し特定のメールの受信拒否を設定
［番号指定］
［設定］：指定した電話番号からのCメールを拒否する/しないを設定
［番号リスト］：受信拒否する電話番号を10件まで入力
［アドレス帳登録外］：アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する/しない

を設定
［発番号非通知］：電話番号非通知のCメールを拒否する/しないを設定
［Eメールお知らせ］： Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知

らせ」を拒否する/しないを設定
●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
●［番号指定］では、「186」、「184」や特番を先頭に付けて登録した場合、「186」、「184」や特
番は自動的に削除されます。

  送受信履歴

送受信履歴を表示
●送受信履歴とは、過去にCメールを送受信した相手の電話番号を新しい順に10件まで表
示する機能です。
消去するには
B（機能）［1件消去］/［全件消去］のどちらかを選択

Cメール安心ブロック機能
Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれている
メールを受信拒否する機能です。
●Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
●機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定していた内容がそのまま継続されます。

Cメール安心ブロック機能を設定/解除する
接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、設定を解除
できます。また、設定状況をCメールで確認できます。
●設定時のCメール送信は無料です。
●設定後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

設　定 操作方法
設定有効 本文メッセージに“有効”と入力→09044440011へCメールを送信
設定解除 本文メッセージに“解除”と入力→09044440010へCメールを送信
設定確認 本文メッセージに“確認”と入力→09044440012へCメールを送信

■受信拒否の対象となるCメール
対象 通常Cメール（ぷりペイド送信含む）
対象外 Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合
●送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー Cメー
ルがCメールセンターから送信者に返信されます。

●受信拒否された場合も通信料がかかります。
●受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール
安心ブロック機能」を解除してから再送してください。

●本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解
除していただく必要があります。
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