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メールを送る・受け取る

Eメールを利用する

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と
りができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを
送ることができます。

Eメールを送る
A 待受画面でL→［新規作成］

Eメール作成画面が表示されます。

B［ 宛先］

C

D［ 件名］→件名を入力→c

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

E［ （本文）］→本文を入力→c

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

F &（送信）

◎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。

◎Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパス
ポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

◎Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかか
ります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しく
は、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。

◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメー
ルの送受信に時間がかかる場合があります。

アドレス帳引用 アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力
します。

送信履歴引用／
受信履歴引用

送信履歴／受信履歴を選択してEメールアド
レスを宛先に入力します。
• Eメールを送受信した Eメールアドレスは、
それぞれ最大50件まで送信履歴／受信履
歴として記録されます。

《Eメール作成画面》

グループ引用 アドレス帳のグループを選択してEメールア
ドレスを一括入力します。

プロフィール
引用

プロフィールに登録されているEメールアド
レスを選択して宛先に入力します。

直接入力 Eメールアドレスを直接入力します。
• Eメールアドレスの“@”より前の部分のみ
を入力して送信すると、送信時に自動的に
「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-（長音）゙（濁点）゚（半濁点）、。・
「」』は入力できません。

◎Eメール作成画面でrを押すと、入力内容を確認できます（送信プレビュー）。
◎1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件（To／Cc／Bccを含
む。1件につき半角64文字以内）までです。

◎auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届き
ます。

◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部
正しく表示されないことがあります。

◎よく送信するメールアドレスをアドレス帳のメモリNo.000～099に登録
しておくと、待受画面でメモリNo.を入力してLを押すだけで宛先が入力
されたEメール作成画面を表示できます（速メール）。
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宛先の種類を変更する・宛先を削除する
宛先の種類（To／Cc／Bcc）を変更したり、入力済みの宛先を削除で
きます。

A Eメール作成画面で［ 宛先］
宛先一覧画面が表示されます。

B 宛先を選択→%（サブメニュー）

C

Eメールにデータを添付する
送信メールには、最大5件（合計2,048KB以下）のデータを添付できま
す。

A Eメール作成画面で［ 添付／ラッピング］
添付データ一覧画面が表示されます。

B

■ラッピングメールについて
Eメールにラッピングメールデータを添付すると、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、Eメールを開封する前に
気持ちを伝えることができます。
• ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメー
ルとして受信されます。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、通常の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。

宛先削除 1件削除 選択している宛先を削除します。
全件削除 宛先をすべて削除します。

Toへ変更 選択した宛先の種類を「To」に変更します。
Ccへ変更 選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。
Bccへ変更 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

◎操作Bで「新規追加」を選択すると、宛先を追加できます。

データフォルダ データフォルダのデータを添付します。
ラッピング
メールデータ

データフォルダのラッピングメールデータを
添付します。

フォト撮影 フォトを撮影して添付します。
ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。
ボイス録音 ボイス録音で録音したボイスデータを添付し

ます。
プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付しま

す。
アドレス帳 アドレス帳をvCardデータとして添付します。
スケジュール スケジュールをvCalendarデータとして添付

します。
タスクリスト タスクリストをvCalendarデータとして添付

します。

◎画像データ（.jpeg／.jpe／.jpg）は、1データあたり2MBまでのデータを添
付できます。

◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があり
ます。

◎Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示する
ため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。
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• ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に
受信したE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。

添付データを変更・解除する
A Eメール作成画面で［ 添付／ラッピング］

添付データ一覧画面が表示されます。
添付済みのデータを選択してc（再生）を押すと、添付データを再生で
きます。

B 添付データを選択→%（サブメニュー）

C

デコレーションメールを送る
デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

A 待受画面でL →［デコレーションメー
ル作成］
デコレーションメール作成画面が表示されます。

B［ 宛先］
宛先を入力する方法については、「Eメールを送
る」（zP.106）の操作Cをご参照ください。

C［ 件名］→件名を入力→c

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

D［ 添付／ラッピング］
データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」
（zP.107）をご参照ください。

E［ （本文）］
「 」の右側に現在の装飾設定が表示されます。「 」は画像（デコレー
ションエモジを含む）の挿入可能バイト数、「 」は入力可能文字数（バ
イト数）を表します。

F R（デコレーション）
デコレーションメールメニューが表示されます。
%（サブメニュー）→［デコレーション］と操作してもデコレーション
メールメニューを表示できます。

添付解除 1件解除 選択している添付データを解除します。
全件解除 添付データをすべて解除します。

添付変更 添付データを変更します。

◎操作Bで「添付追加」を選択すると、添付データを追加できます。
◎複数のラッピングメールデータは添付できません。

《デコレーション
メール作成画面》
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G

※「冒頭文（デコレーション）」「署名（デコレーション）」編集時は選択できません。

H c→&（送信）

範囲を指定 装飾を設定／解除する範囲を指定しま
す。
1. aで装飾の開始位置を選択
→c（始点）

2. aで終了位置を選択→c（終点）
• 範囲を指定した後は、デコレーション
メニューで「文字の色を変更」「文字の
大きさを変更」「文字を点滅表示」「右
→左に動作」「左右に動作」を選択して
装飾を設定／解除できます。

• 設定の最後に%（連続）を押すと、連続し
て範囲を指定できます。

本文背景の
色を変更※

24色のカラーパレットから背景の色を
選択します。

文字の色を変更 24色のカラーパレットから文字の色を
選択します。

文字の大きさを
変更

入力する文字の大きさを変更します。
「文字を大きく表示」「文字を標準表示」
「文字を小さく表示」

文字の位置を
変更

文字の位置を変更します。
「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」

デコレーション
エモジを挿入

データフォルダに保存されたデコレー
ションエモジを挿入します。

画像を文中に
挿入

データフォルダに保存された画像を挿入
します。
フォルダ／サブフォルダを選択→c
→画像を選択→c

文字を点滅表示 文字を点滅表示させます。
「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」

右→左に動作 文字や画像を右から左に移動させます。
「テロップ表示を開始」「テロップ表示を
終了」

左右に動作 文字や画像をスウィング表示させます。
「スウィング表示を開始」「スウィング表
示を終了」

テンプレートを
適用※

データフォルダに保存されたテンプレー
トを選択すると、テンプレートが適用さ
れます。

ラインを挿入 行と行の間にラインを挿入します。
1つ前の状態へ 装飾を1つ前の状態に戻します。
装飾情報を解除 すべての装飾を解除します。
EZサイトで
探す※

EZwebへ接続して、デコレーション画像
／テンプレートをダウンロードできま
す。

◎デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB（全角2,450文
字）の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示され
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も入力バイト数
としてカウントされています。

◎デコレーションメールの本文には、最大20件（合計100KB以下）の画像／
デコレーションエモジを挿入できます。デコレーションメール本文入力画
面には、残り挿入可能画像（バイト数）が表示されます。
※一度挿入した画像／デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像／デコレーションエモジは、拡張子が「jpg」「gif」のファイルです。

◎「Eメールにデータを添付する」（zP.107）の操作でデータを添付した場合
は、添付データと画像／デコレーションエモジを合計して2MBまで添付で
きます。

◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なく
なる場合があります。

◎本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／切り取り／貼り
付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」
による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー／切
り取りができるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個（最大
100KB）以内です。

◎装飾付きコピー／切り取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶され
ません。

◎デコレーションメールの本文入力時は、パスワード管理機能のパスワード
引用（zP.291）、バーコードの読み取り（zP.83）はできません。



110

メ
-
ル

Eメール作成画面でできること
A Eメール作成画面／デコレーションメール作成画面で%

（サブメニュー）

B
※サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面／デコレーションメール作成画面で
選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る
A 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表
示されます。
画面最上段に が点灯し、Eメール受信音が鳴
ります。
Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面に
Eメール受信アイコンと受信件数が表示されま
す。
• Eメールアドレスがアドレス帳に登録されてい
る場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アド
レス帳に登録されている名前、件名が表示され
ます。アドレス帳に画像が登録されている場合
は、画像も表示されます。

B c

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

C フォルダを選択→c

受信メール一覧画面が表示されます。

◎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非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常の
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
メール切替

通常のEメール（テキストメール）をデコレー
ションメールに切り替えます。
• Lを押しても切り替えることができます。

テキストメール
切替

デコレーションメールをテキストメールに
切り替えます。
• 装飾データは削除されます。
• Lを押しても切り替えることができます。

上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに上書
きして保存します。

新規保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに保存
します。

テンプレート
読み込み

データフォルダに保存されたデコレーショ
ンメールのテンプレートを選択して読み込
みます。

テンプレート保存 編集中の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の「Eメール装
飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォ
ルダに保存します。

送信プレビュー 入力した内容をすべて表示します。
文字サイズ Eメール作成画面、文字入力画面の文字サイ

ズを設定します。
非対応機向け送信 ラッピングメール／デコレーションメールを

非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見
ることができるようにアドレスを変換して送
信します。

デコレ&絵文字
送信

テキストメールのauの絵文字を他社の携帯
電話でそのまま見ることができるようにア
ドレスを変換して送信します。
•「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたって
は、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デ
ラックス」のお申し込みが別途必要です。

参照元メール
画面へ

受信メールに「参照返信」した場合の本文入
力画面で、2画面表示にして参照元の画面を
表示します。
zP.122「参照返信する」

《受信完了画面》
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D 受信したEメールを選択→c

受信メール内容表示画面が表示されます。
&（ ）：返信のEメールを作成
&（ ）（長押し）：クイック返信
L：前のEメールを表示
R：次のEメールを表示

■ラッピングメールを受信すると
ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付され
たラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生され
ます。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文
字が表示されます。
Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメー
ルデータが再生されます。
• Eメール受信時に、ラッピングメールと通常の Eメールを同時に受信
した場合は、最後に受信したE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が再生されます。

•「添付自動受信」（zP.128）の設定によって、Eメールと同時にラッピ
ングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受
信されます。

• 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されま
す。絵文字がないラッピングメールデータの場合は 、ラッピング
メールデータが未受信の場合は （グレー）が表示されます。

• アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメール
の受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれてい
るアニメーションが再生されます。

• 受信したラッピングメールデータはデータフォルダの「Eメール装飾
データ」内の「ラッピング」フォルダに保存されます。

◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信し
ます。画面最上段に が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メー
ル自動受信」（zP.127）が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウン
ド受信しません。

◎「メール自動受信」（zP.127）が「OFF」に設定されている場合や、受信に失
敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り が点灯します。「新着メールを問い
合わせて受信する」（zP.112）操作を行い、Eメールを受信してください。

◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表
示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らな
い場合があります。

◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパ
ケット通信料がかかる場合があります。

◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字／半角約
10,000文字（約10KB）までです。それを超える場合は、本文の最後に、以
降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。

◎受信したE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。
◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデー
タフォルダの「Eメール装飾データ」内の「受信デコレーション」サブフォル
ダに保存されます。
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添付データを受信・再生する
A 受信メール内容表示画面で添付データを選択→c

添付詳細表示画面が表示されます。
添付詳細表示画面で%（情報）と操作すると、添付データのファイル名
やサイズなどの情報が表示されます。

■受信済みの添付データを再生する場合
B 添付データを選択→c（再生）

■未受信の添付データを受信して再生する場合
B 未受信の添付データを選択→c（受信）

C c（再生）

新着メールを問い合わせて受信する
「メール自動受信」（zP.127）を「OFF」に設定した場合や、Eメールの
受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することがで
きます。

A 待受画面でL→［新着メール問合せ］
新着のEメールがあるかどうかを確認します。

◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
◎「添付自動受信」（zP.128）の設定にかかわらず、ライセンス未取得データ
は自動受信しません。

◎本文が未受信の場合は、添付データを受信できません。
◎通常のEメール（テキストメール）では、添付データがメール内容表示画面に
インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種
類は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpg」「.jpeg」「.gif（アニメーションを含む）」
「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
※データによっては、インライン再生されない場合があります。

◎待受画面でLを2回連続で押しても、新着メールを問い合わせることがで
きます。
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受信ボックス／送信ボックスのEメールを
確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメー
ルや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

A 待受画面でL

Eメールメニューが表示されます。
• 受信ボックスに未読メール（本文未受信メール
を含む）がある場合は、 と件数が表示されま
す。

• 送信ボックスに未送信メール（送信失敗メール
を含む）がある場合は、 と件数が表示されま
す。

• なかよしボックスに未読メール（本文未受信
メールを含む）、未送信メール（送信失敗メール
を含む）がある場合は、 が表示されます。

• インフォボックスに未読メッセージ（本文未受信メッセージを含む）
がある場合は、 と件数が表示されます。

B［受信ボックス］／［送信ボックス］
受信ボックス／送信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

C フォルダを選択→c

受信メール／送信メール一覧画面が表示されます。
• 受信メール一覧画面の表示形式を「件名一覧＋ 5行」「差出人一覧＋ 5
行」に設定しているときに、未読メールを選択してLを押すと、既読
メールに変更できます。

D Eメールを選択→c

受信メール／送信メール内容表示画面が表示されます。
&（ ）：表示中のEメールの差出人のみに返信（受信メール）
&（ ）（長押し）：表示中のEメールの差出人のみに「クイック返

信」（zP.120）（受信メール）
&（戻る）：送信メール一覧画面へ戻る（宛先未入力の未送信メール）
&（送信）：表示中のEメールを送信（宛先入力済みの未送信メール）
&（再送信）：表示中のEメールを再送信（送信済みメール）
L：前のEメールを表示
R：次のEメールを表示

《Eメールメニュー》

◎Eメールメニューで「au one メールを確認」を選択すると、EZwebでau one
メールの受信トレイが表示されます。（zP.133「au one メールを利用する」）

◎Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連
した情報サイトが表示されます。

◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除され
ます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除
されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールが
なく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除さ
れます。

◎受信ボックス／送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメー
ル」（zP.322）をご参照ください。
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■フォルダ一覧画面の見かた
受信ボックス／送信ボックスには「メインフォルダ」と、「フォルダ1」
「フォルダ2」が用意されています。メインフォルダとは別に、最大9件
までサブフォルダを追加することができます（zP.124）。

A ：メインフォルダ
B ：サブフォルダ
C 受信ボックスのメール件数
「（未読・本文未受信メール件数）／（受信ボックス内のメール総件数）」
送信ボックスのメール件数
「（未送信・送信失敗メール件数）／（送信ボックス内のメール総件数）」

D ：新着メールあり
：未読メールあり
：未送信メールあり

E 受信ボックス／送信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受
信メール、未送信メール、送信失敗メールがある場合は、フォルダ名
の右に合計の件数が表示されます。

■Eメール一覧画面の見かた

A 件名
B 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス
帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定され
ている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されてい
ない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※アドレス帳に Eメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前
が優先して表示されます。

《送信ボックスフォルダ一覧画面》《受信ボックスフォルダ一覧画面》
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C
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《送信メール一覧画面》
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C 受信フォルダ（メインフォルダ／サブフォルダ）のメール件数
「（未読・本文未受信メール件数）／（フォルダ内のメール総件数）」
送信フォルダ（メインフォルダ／サブフォルダ）のメール件数
「（未送信・送信失敗メール件数）／（フォルダ内のメール総件数）」

D 添付データアイコン
：メロディデータ
：静止画データ

：動画データ
など：ラッピングメールデータ
：装飾データ
：Flashvデータ
：テキストデータ
：その他データ

※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定
された絵文字が表示されます。

※添付データが未受信の場合やデータフォルダから削除されている場合は、 （グレー）が表
示されます。（例：メロディデータ）

※添付データがサーバになく受信できない場合は、 （グレー）が表示されます。（例：メロ
ディデータ）

※受信できない添付データの場合は、 が表示されます。（例：メロディデータ）
E 受信メールの状態アイコン

：未読のEメール／デコレーションメール
：本文未受信のEメール／デコレーションメール
：既読のEメール／デコレーションメール
：サーバにメールがなく本文を受信できないEメール／デコ
レーションメール（添付データも含みます）

※保護されたメールの場合は、それぞれのアイコンに「 」が付きます。
※返信済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「 」が付きます。
※転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「 」が付きます。
※返信・転送済みのメールの場合は、それぞれのアイコンに「 」が付きます。

F 送信メールの状態アイコン
：送信済みのEメール／デコレーションメール
：未送信のEメール／デコレーションメール
：送信に失敗したEメール／デコレーションメール

：サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール
※保護されたメールの場合は、それぞれのアイコンに「 」が付きます。

G 送受信の時間／日付
H 本文プレビュー

■Eメール内容表示画面の見かた

A 送信メール
／ ／ ：宛先の名前またはEメールアドレス

受信メール
：差出人の名前またはEメールアドレス

B 本文
C など
（メール状態アイコン）

D など
（添付データアイコン）

E 件名
F 添付データなど

《送信メール内容表示画面》《受信メール内容表示画面》

A A
E

B

C D C D

B

F E
F
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Eメール一覧画面でできること
A 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面でEメールを選
択→%（サブメニュー）

B 返信 返信のEメールを作成します。
zP.120「Eメール内容表示画面でできること」

編集 未送信のEメールや送信に失敗したEメール
を編集して送信します。

コピーして編集 送信済みのEメールや保護されているEメー
ルをコピーし、編集して送信します。

送信 送信 未送信のEメールを送信します。
非対応機
向け送信

未送信のラッピングメール／デコ
レーションメールを非対応のau携帯
電話や他社の携帯電話で見ることが
できるようにアドレスを変換して送
信します。

デコレ&
絵文字
送信

未送信のテキストメールのauの
絵文字を他社の携帯電話でそのま
ま見ることができるようにアドレ
スを変換して送信します。
•「デコレ&絵文字送信」のご利用に
あたっては、EZwebコンテンツ
「デコレ&絵文字デラックス」のお
申し込みが別途必要です。

再送信 送信 送信済みのEメールを再送信しま
す。

非対応機
向け送信

送信済みのラッピングメール／デ
コレーションメールを非対応の
au携帯電話や他社の携帯電話で
見ることができるようにアドレス
を変換して再送信します。

デコレ&
絵文字
送信

送信済みのテキストメールのau
の絵文字を他社の携帯電話でその
まま見ることができるようにアド
レスを変換して再送信します。
•「デコレ&絵文字送信」のご利用に
あたっては、EZwebコンテンツ
「デコレ&絵文字デラックス」のお
申し込みが別途必要です。

アドレス帳へ
登録

アドレス帳へEメールアドレスを登録します。
zP.86「他の機能からアドレス帳に登録する」

アドレス帳から
発信

差出人／宛先の電話番号がアドレス帳に登録
されている場合、アドレス帳詳細画面から電
話をかけることができます。
zP.87「登録した電話番号を利用する」

メール情報表示 アドレス
詳細表示

zP.118「アドレス詳細表示／
メール情報表示を利用する」

差出人
件名詳細

カラーラベル Eメールを色分けして表示します。
「OFF」「赤」「青」「緑」
• メール一覧画面でRを押しても色分けでき
ます。

選択受信 本文未受信のEメールの本文を受信します。
Eメールを選択→c→%（実行）
• 最大10件まで選択できます。
• 受信メール内容表示画面で「本文を受信」を
選択→c（受信）と操作しても、受信できま
す。
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選択保護／解除 Eメールが自動的に削除されないように保護
します。
Eメールを選択→c→%（実行）
• 受信ボックスの容量の50%または500件
まで保護できます。

• 送信ボックスの容量の50%または250件
まで保護できます。

検索 差出人
検索

差出人または宛先のEメールアド
レスに、入力した文字がすべて一
致するメールや部分的に一致する
メールのみを一覧表示します。
［全部一致検索］／［部分一致検索］
→検索する文字を入力→c
→c（検索）
•「全部一致検索」の場合は半角
64文字まで、「部分一致検索」の
場合は半角26文字まで入力で
きます。

宛先検索

添付メール
検索

添付データのあるメールのみを一
覧表示します。

件名検索 件名または本文に、入力した文字を
含むメールのみを一覧表示します。
検索する文字を入力→c
→c（検索）
• 全角13／半角26文字まで入力
できます。

• デコレーションメールでは、正
しく検索できない場合がありま
す。

本文検索

件名&
本文検索

メール移動／
コピー

フォルダ
移動

1件移動：選択しているEメールを
移動
選択移動：複数のEメールを選択
して移動
1. Eメールを選択→c→%（実行）
2. 移動先のフォルダを選択→c
→［はい］

全件移動：一覧表示しているEメー
ルをすべて移動

データ
フォルダ
へコピー

zP.119「EメールをmicroSDメ
モリカード／データフォルダへ
保存する」

microSD
へコピー

赤外線送信 選択しているEメールをデータフォルダに保
存し赤外線で送信します。
zP.259「各機能のサブメニューから赤外線
で送信する」

• Eメールに添付されているデータは、送信でき
ません。

Bluetooth送信 選択しているEメールをデータフォルダに保
存しBluetoothvで送信します。
zP.256「各機能のサブメニューからBluetoothv
で送信する」

• Eメールに添付されているデータは、送信でき
ません。
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※画面により選択できる項目は異なります。

アドレス詳細表示／メール情報表示を利用する
■送信メールの場合
A 送信メール一覧画面でEメールを選択
→%（サブメニュー）→［アドレス詳細表示］
宛先（To／Cc／Bcc）のEメールアドレスが表示されます。

■受信メールの場合
A 受信メール一覧画面でEメールを選択
→%（サブメニュー）→［メール情報表示］
→［アドレス詳細表示］
宛先（To／Cc）や返信先のEメールアドレスが表示されます。「差出人
件名詳細」を選択した場合は、差出人や件名の詳細が表示されます。

B Eメールアドレスを選択→c

選択メニューが表示されます。

C

ソート 受信順 新着メール順に並べ替えます。
未読／
未受信順

本文未受信メール、未読メール、既
読メール、サーバメールなしの順
に並べ替えます。

差出人
名順

差出人の名前またはEメールアド
レスを0～9、A～Z、a～z、五十音
順に並べ替えます。

日付順 送信日付順に並べ替えます。
未送信順 未送信メール、送信失敗メール、

サーバメールなし、送信済みメー
ルの順に並べ替えます。

宛先名順 宛先の名前またはEメールアドレ
スを0～9、A～Z、a～z、五十音順
に並べ替えます。

件名順 件名を0～9、A～Z、a～z、五十音
の順（Fw:、Re:は無視されます）に
並べ替えます。

保護順 保護されているEメール、保護さ
れていないEメールの順に並べ替
えます。

表示切替 件名／差出人名／宛先および選択中のメール本
文の表示方法を切り替えます。
「件名一覧＋5行」「件名一覧＋1行」
「差出人一覧＋5行」「差出人一覧＋1行」
「宛先一覧＋5行」「宛先一覧＋1行」「2行表示」

文字サイズ Eメール一覧画面の文字サイズを設定します。
「やや大」「中」

削除 1件削除 選択しているEメールを削除しま
す。

選択削除 Eメールを選択して削除します。
Eメールを選択→c→%（実行）
→［はい］

全件削除 一覧表示しているEメールをすべ
て削除します。

Eメール作成 選択したEメールアドレスを宛先としたEメー
ルを作成します。
zP.106「Eメールを送る」

デコレーション
メール作成

選択したEメールアドレスを宛先としたデコ
レーションメールを作成します。
zP.108「デコレーションメールを送る」

アドレス帳へ
登録

zP.86「他の機能からアドレス帳に登録す
る」

振分け登録 選択したEメールアドレスを「振分け登録」
（zP.124）に登録します。

拒否リストへ
登録

選択したEメールアドレスを「メールフィル
ター」（zP.130）の「指定拒否リスト設定」に
登録します。

アドレスコピー 選択したEメールアドレスをコピーします。
コピー 表示されている差出人名称／アドレス帳の名

前／Eメールアドレスのいずれかをコピーし
ます。
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EメールをmicroSDメモリカード／
データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。

A 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面でEメールを選
択→%（サブメニュー）

B［メール移動／コピー］→［microSDへコピー］／
［データフォルダへコピー］

C

■microSDメモリカードに保存する場合
D サブフォルダを選択→c→［はい］

■データフォルダへ保存する場合
D［はい］

1件コピー 選択しているEメールをmicroSDメモリカード／
データフォルダ内のフォルダに保存します。

選択コピー 複数のEメールを選択して保存します。
Eメールを選択→c→%（実行）

全件コピー 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカー
ド／データフォルダ内のフォルダにすべて保存し
ます。

◎本文／添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード／データフォル
ダに保存すると、microSDメモリカード／データフォルダからは本文／添
付データを受信できません。

◎microSDメモリカード／データフォルダ内から、保存元にEメールの移動や
コピーをすることはできません。

◎データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
◎デコレーションメール／パステルメールをmicroSDメモリカード／データ
フォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常の
Eメールとなります。

◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されま
す。

◎ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデー
タの添付は解除されます。

◎受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールを
microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはデータフォ
ルダ（microSD）に保存されます。
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Eメール内容表示画面でできること
A 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で

%（サブメニュー）

B 返信 返信 差出人返信：返信のEメールを作成
• Eメール設定の「返信メール引用」
（zP.129）が「ON」に設定されてい
る場合は、デコレーションメール、パ
ステルメールに返信すると装飾情報
が消去され、本文のみが引用されま
す。

• 件名には、元のEメールの件名に「Re:」
を付けた件名が入力されます。

• 宛先には、選択した差出人／返信先
のEメールアドレスが入力されます。
全員へ返信：同報されている全員に返
信

参照返信 zP.122「参照返信する」
クイック
返信

定型文の「返事」カテゴリから返信文
を選択してEメールを作成します。

デコレー
ション
メール
返信

差出人返信：デコレーションメールで
返信
全員へ返信：同報されている全員にデ
コレーションメールで返信

返信 PC
メールで
返信

ケータイ de PCメールで返信します。
• Eメール設定の「返信メール引用」
（zP.129）が「ON」に設定されてい
て、ケータイ de PCメールの「返信
時の本文引用」が「使用する」に設定
されている場合は、本文を引用しま
す。ただし、件名・本文がケータイ
de PCメールの最大サイズを超え
た場合は、超えた部分の文字列を切
り捨てます。

• Eメールで設定した冒頭文、署名は
付与されず、ケータイ de PCメー
ルで設定した署名が付与されます。

転送 転送 サーバに保存されているEメールを
本文の最後に引用して転送します。
• Eメール作成画面（zP.106）が表示さ
れます。

• 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」
を付けた件名が入力されます。

• サーバにある元のEメール（受信メール）
を転送するため、受信できなかった添付
データもすべて転送されます。

• デコレーションメールは転送でき
ません。

本文転送 本文を転送するEメールを作成します。
• 通常のEメールを本文転送する場合
はEメール作成画面（zP.106）、デ
コレーションメールを本文転送す
る場合はデコレーションメール作
成画面（zP.108）が表示されます。

• 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」
を付けた件名が入力されます。



121

メ
-
ル

編集 未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを
編集して送信します。
• 通常の Eメールを編集する場合は Eメール作成
画面（zP.106）、デコレーションメールを編集
する場合はデコレーションメール作成画面
（zP.108）が表示されます。

コピーして
編集

送信済みのEメールや、保護されているEメール
をコピーし、編集して送信します。

送信 送信 未送信のEメールを送信します。
非対応機
向け送信

未送信のラッピングメール／デコ
レーションメールを非対応のau携帯
電話や他社の携帯電話で見ることが
できるようにアドレスを変換して送
信します。

デコレ&
絵文字
送信

未送信のテキストメールのauの絵文
字を他社の携帯電話でそのまま見る
ことができるようにアドレスを変換
して送信します。
•「デコレ&絵文字送信」のご利用にあ
たっては、EZwebコンテンツ「デコ
レ&絵文字デラックス」のお申し込
みが別途必要です。

再送信 送信 送信済みのEメールを再送信します。
非対応機
向け送信

送信済みのラッピングメール／デコ
レーションメールを非対応のau携帯
電話や他社の携帯電話で見ることが
できるようにアドレスを変換して再
送信します。

デコレ&
絵文字
送信

送信済みのテキストメールのauの絵
文字を他社の携帯電話でそのまま見
ることができるようにアドレスを変
換して再送信します。
•「デコレ&絵文字送信」のご利用にあ
たっては、EZwebコンテンツ「デコ
レ&絵文字デラックス」のお申し込
みが別途必要です。

アドレス帳
へ登録

アドレス帳へEメールアドレスを登録します。
zP.86「他の機能からアドレス帳に登録する」

アドレス帳
から発信

差出人／宛先の電話番号がアドレス帳に登録さ
れている場合、アドレス帳詳細画面から電話をか
けることができます。
zP.87「登録した電話番号を利用する」

アドレス
詳細表示

zP.118「アドレス詳細表示／メール情報表示を
利用する」

カラー
ラベル

Eメールを色分けして表示します。
「OFF」「赤」「青」「緑」

添付受信 zP.112「添付データを受信・再生する」
保護／
保護解除

表示しているEメールを保護します。
• 保護されているEメールを表示中にサブメニュー
を表示すると、「保護解除」と表示され、選択する
と保護を解除できます。

本文コピー 本文の一部をコピーします。
1. aでコピー開始位置を選択→c（始点）
2. aでコピー終了位置を選択→c（終点）
• 全角1,024／半角2,048文字まで選択できます。
• デコレーションメールの装飾情報／挿入されて
いた画像はコピーされません。

メール移動
／コピー

フォルダ
移動

表示しているEメールを移動します。
移動先のフォルダを選択→c
→［はい］

データ
フォルダ
へコピー

zP.119「Eメールを microSD メモリ
カード／データフォルダへ保存する」

microSD
へコピー

赤外線送信 表示しているEメールをデータフォルダに保存し
赤外線で送信します。
zP.259「各機能のサブメニューから赤外線で送
信する」

• Eメールに添付されているデータは、送信できま
せん。



122

メ
-
ル

※画面により選択できる項目は異なります。

参照返信する
参照元メール画面と送信メール作成画面を上下2画面で表示して、
Eメールを作成できます。

A 受信メール一覧画面／受信メール内容表示画面で
%（サブメニュー）

B［返信］→［参照返信］
ディスプレイの上部に参照元メール画面、下部にEメール作成画面が表
示されます。
• 宛先が複数あるEメールまたはCc（同報）付きのEメールへ返信する場
合は、差出人のみに返信するか、同報されている全員に返信するかを選
択します。
「差出人返信」「全員へ返信」

■参照元メールを参照・コピーする場合
C %（サブメニュー）→［参照元メール画面へ］

画面の上下が入れ替わり、参照元メール画面が操作できるようになり
ます。
• 本文編集画面を表示して%（サブメニュー）→［参照元メール画面へ］
と操作して、切り替えることもできます。

• 参照元メール画面で&（切替）／Cを押すと、送信メール作成画面／
本文編集画面に戻ります。

• 参照元メール画面で%（検索）と操作すると、参照元メールの単語を辞
書検索できます。文字を範囲指定すると内蔵辞書が起動します。
（zP.275「内蔵辞書／日英翻訳を利用する」）

D c（コピー）→aでコピー開始位置を選択→c（始点）

E aで終了位置を選択→c（終点）

差出人／宛先／件名／電話番号／URL／
GPS情報を利用する

A 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面を表示

■差出人／宛先を利用する場合
B 差出人／宛先を選択→c

選択メニューが表示されます。（zP.118「アドレス詳細表示／メール
情報表示を利用する」）

Bluetooth
送信

表示しているEメールをデータフォルダに保存し
Bluetoothvで送信します。
zP.256「各機能のサブメニューからBluetoothv
で送信する」

• Eメールに添付されているデータは、送信できま
せん。

通常表示／
装飾表示

パステルメールをテキスト表示に切り替えます。
• テキスト表示中にサブメニューを表示すると、
「装飾表示」と表示され、選択すると、パステル
メールに戻ります。

辞書検索 スマートリンク辞書で単語の意味などを調べます。
1. aで検索開始位置を選択→c（始点）
2. aで検索終了位置を選択→c（終点）
3.［検索］

文字サイズ メールの内容表示画面を表示する際の文字サイ
ズを設定します。
「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
• 設定した文字サイズは、デコレーションメール
の本文には適用されません。

テンプレート
保存

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に保存します。

装飾データ
削除

パステルメールの装飾データが削除されます。

削除 表示しているEメールを1件削除します。
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■件名をコピーする場合
B 件名を選択→c（コピー）

■本文中の電話番号を利用する場合
B 本文中の電話番号を選択→c

C

■本文中のURLを利用する場合
B 本文中のURLを選択→c

C 本文中のURLを選択→c

■本文中のGPS情報を利用する場合
B 本文中のGPS情報を選択→c

C 本文中のGPS情報を選択→c

音声電話 選択した電話番号に電話をかけます。
Cメール作成 選択した電話番号を宛先にしたCメール

作成画面を表示します。
アドレス帳へ登録 zP.86「他の機能からアドレス帳に登録

する」
特番付加 zP.94「発信メニューを利用する」
電話番号コピー 選択した電話番号をコピーします。
コピー 選択した電話番号でアドレス帳に登録さ

れている名前をコピーします。
• 電話番号がアドレス帳に登録されてい
ない場合は、電話番号をコピーします。

EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示
します。

PCサイト
ビューアー接続

PCサイトビューアーで選択したURLの
ページを表示します。

お気に入りへ登録 zP.154「お気に入りリストを利用する」
URLコピー／コピー 選択したURLをコピーします。

EZナビウォーク EZナビウォークでGPS情報の位置の地
図を表示します。

EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示
します。

お気に入りへ登録 zP.154「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ登録 zP.86「他の機能からアドレス帳に登録

する」
URLコピー／コピー 選択したURLをコピーします。

◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel：（大文字、小文字、全角、半角
の混在可）、 、 に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字で
す。

◎「TEL（03）0001-XXXX」のように「（）」「-」が含まれている場合でも、電話
番号として認識されます。また、電話番号中に「@」「♯」「P」が含まれている
場合でも、電話番号として認識されます。

◎URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字
までの半角英数字・記号です。

◎GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角
英数字・記号のURLにGPS情報（datum＝英数字記号）が含まれている場
合です。
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フォルダ一覧画面でできること
A 受信ボックスフォルダ一覧画面／送信ボックスフォルダ
一覧画面でフォルダを選択→%（サブメニュー）

B

振分け登録する
「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアド
レス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレ
ス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信、または
EメールアドレスへEメールを送信すると、自動的に登録したサブフォ
ルダにEメールが振り分けられます。

A 受信ボックスフォルダ一覧画面／送信ボックスフォルダ
一覧画面でフォルダを選択→%（サブメニュー）
→［振分け登録］

B［新規登録］

C

振分け登録 z右記「振分け登録する」
フォルダ名
編集

フォルダ名を編集します。
• フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力で
きます。

メール
再振分け

現在、振分け登録されている内容で、受信した
Eメールの再振分けを行います。

フォルダ
新規作成

新しくフォルダを作成します。
• フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力で
きます。

• メインフォルダを含めて、最大10件までフォル
ダを作成できます。

フォルダ
並び替え

フォルダの表示位置を変更します。
1. フォルダを選択→c
2. jで位置を変更→c（実行）
3. &（戻る）

フォルダ
ロック

ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入
力が必要になるように設定します。
ロックNo.を入力→c→［ON］
• 制限される操作は、ロックしたフォルダ内の
Eメールの表示、振分け登録、メール再振分け、
メール削除、受信ボックスの「フォルダ表示」の
「OFF」への変更、なかよし登録、なかよしボッ
クスのEメール一覧画面の表示です。

文字サイズ フォルダ一覧画面の文字サイズを設定します。
「やや大」「中」

フォルダ設定
リセット

選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上
げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除し
ます。また、フォルダロックも解除します。

削除 フォルダ内
全件削除

選択しているフォルダ内のEメー
ルをすべて削除します。

フォルダ
削除

選択しているフォルダとフォルダ
内のEメールをすべて削除します。

全件削除 受信ボックス／送信ボックス内の
Eメールをすべて削除します。

アドレス帳引用 アドレス帳のEメールアドレスを登録しま
す。

送信履歴引用 送信履歴に記録されたEメールアドレスを登
録します。

受信履歴引用 受信履歴に記録されたEメールアドレスを登
録します。

グループ引用 アドレス帳のグループを登録します。
プロフィール
引用

プロフィールに登録されているEメールアド
レスを登録します。
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特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールア
ドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信した
Eメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

A 待受画面でL→［なかよしボックス］
なかよしボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

B フォルダを選択→c→Eメールを選択→c

なかよしボックスフォルダ一覧画面の
サブメニューを利用する

A なかよしボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択
→%（サブメニュー）

B

直接入力 Eメールアドレスを直接入力します。
• Eメールアドレスの“＠”の左側の部分のみ、
または“＠”以降のドメインのみを登録する
こともできます。ただし、完全に一致する
Eメールアドレスが登録されている場合は、
そちらが優先されます。

◎ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に“@”を入力してくださ
い。

◎振分け登録は、受信ボックスで最大200件、送信ボックスで最大100件登
録できます。

◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人および宛先です。
◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループ
を選択して%（削除）→［はい］と操作すると、削除できます。

◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス／送信ボッ
クスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。

◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「差出人件名詳
細」「差出人検索」「宛先検索」「ソート」以外を選択できます。なかよしボック
スでは「メール移動／コピー」が「メールコピー」となり、Eメールを別のフォ
ルダへ移動することはできません。詳細については、「Eメール一覧画面でで
きること」（zP.116）をご参照ください。

◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、「Eメー
ル内容表示画面でできること」（zP.120）をご参照ください。

なかよし登録 フォルダ内に表示するEメールのEメールアド
レスを登録します。
•「新規登録」を選択すると、「アドレス帳引用」
「送信履歴引用」「受信履歴引用」「プロフィール
引用」「直接入力」が選択できます。Eメールア
ドレスの入力方法については、「振分け登録す
る」（zP.124）の操作Cをご参照ください。

• 1つのフォルダに登録できるEメールアドレス
は、1件のみです。

フォルダ名
編集

フォルダ名を編集します。
• フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力
できます。

文字サイズ フォルダ一覧画面の文字サイズを設定します。
「やや大」「中」

フォルダ設定
リセット

フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登
録」で登録したEメールアドレスを削除します。

フォルダ内
全件削除

選択しているフォルダ内のEメールをすべて削
除します。
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インフォボックスを利用する
インフォボックスには、au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au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。

A 待受画面でL→［インフォボックス］
インフォメッセージの一覧が表示されます。

B メッセージを選択→c

インフォメッセージの内容が表示されます。

データフォルダのEメールを利用する
A 待受画面でc→［データフォルダ］→［Eメールフォルダ］

B［受信ボックス］／［送信ボックス］
Eメール一覧画面が表示されます。

C Eメールを選択→c（表示）
Eメール内容表示画面が表示されます。

microSDメモリカードのEメールを
利用する

A 待受画面でc→［microSD］→［メールフォルダ］

B［Eメール受信ボックス］／［Eメール送信ボックス］
フォルダ一覧画面が表示されます。

C フォルダを選択→c

Eメール一覧画面が表示されます。

D Eメールを選択→c（表示）
Eメール内容表示画面が表示されます。

◎インフォメッセージの一覧で%（削除）を押すと、メッセージを1件削除／
選択削除／全件削除できます。

◎インフォメッセージの内容を表示して%（サブメニュー）を押すと、「本文コ
ピー」「削除」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でで
きること」（zP.120）をご参照ください。

◎Eメール一覧画面で %（サブメニュー）を押すと、「データお預り」（zP.234）、
「削除」（zP.77）、「赤外線送信」（zP.259）、「Bluetooth送信」（zP.256）、
「アドレス詳細表示」（zP.118）を選択できます。

◎Eメール内容表示画面で %（サブメニュー）を押すと、「アドレス詳細表示」
「本文指定コピー」「文字サイズ」「削除」を選択できます。詳細については、
「Eメール内容表示画面でできること」（zP.120）をご参照ください。

◎Eメール一覧画面で%（サブメニュー）を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ
移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転
送」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」
（zP.116）をご参照ください。
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フォルダ一覧画面のサブメニューを利用する
A フォルダ一覧画面でフォルダを選択→%（サブメニュー）

B

Eメールを設定する
A 待受画面でL→［Eメール設定］

Eメール設定メニューが表示されます。

B

受信・表示に関する設定をする
A Eメール設定メニューで［受信／表示設定］

B

◎受信メール内容表示画面で%（サブメニュー）を押すと、「返信」「全員へ返信」
「本文転送」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイ
ズ」「ファイル情報表示」「削除」を選択できます。
送信メール内容表示画面で%（サブメニュー）を押すと、「コピーして編集」
「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」
「削除」を選択できます。
詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」（zP.120）をご参照
ください。

フォルダ名
編集

フォルダ名を編集します。
• フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力で
きます。

メール削除 フォルダ内
全件削除

選択しているフォルダ内のEメー
ルをすべて削除します。

全件削除 全フォルダ内のEメールをすべて
削除します。

フォルダ作成 フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成し
ます。
• microSDメモリカードへの初回アクセス時は、
「フォルダ1～10」が用意されています。

• microSDメモリカード内のEメール受信ボッ
クス／Eメール送信ボックスには、最大100個
のフォルダを作成できます。

フォルダ削除 選択しているフォルダとフォルダ内のEメール
をすべて削除します。

表示件数
切替え

フォルダ一覧画面に表示される件数表示を切り
替えます。
「メール件数」「件数表示なし」
• フォルダ一覧画面で#を押しても、切り替え
ることができます。

受信／表示設定 z下記「受信・表示に関する設定をする」
送信／作成設定 zP.129「送信・作成に関する設定をする」
メールフィルター zP.130「メールフィルターを設定する」
その他の設定 zP.132「その他の設定をする」
Eメール設定確認 「受信／表示設定」「送信／作成設定」（「アド

レス自動変換」を除く）の現在の設定を一覧
で確認できます。

メール自動
受信

サーバに届いたEメールを自動的に受信するかど
うかを設定します。
「ON」「OFF」
•「OFF」に設定すると、受信せずに新しい Eメール
がサーバに到着したことをお知らせします。

•「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、
メール自動受信は自動的に「OFF」に設定されま
す。
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メール受信
方法

全受信 差出人・件名と本文を受信します。
•「エリア設定」を「日本」以外に設定
した場合は、メール受信方法は自動
的に「全受信」に設定されます。

指定全受信 指定したアドレスからのEメールは、
差出人・件名と本文を受信します。指
定していないアドレスからのEメー
ルは、差出人・件名のみを受信します。
アドレス帳：アドレス帳に登録されて
いるアドレスからのEメールは差出
人・件名と本文を受信
個別アドレス：「個別アドレス登録」で
登録したアドレスからのEメールは
差出人・件名と本文を受信
アドレス帳／個別：アドレス帳に登録
されているアドレス、「個別アドレス
登録」で登録したアドレスからの
Eメールは差出人・件名と本文を受信
個別アドレス登録：個別アドレスを登
録
• 個別アドレス登録一覧画面で「新規
登録」を選択すると「アドレス帳引
用」「送信履歴引用」「受信履歴引用」
「プロフィール引用」「直接入力」から
入力方法を選択して、個別アドレス
を登録できます。

•「個別アドレス登録」で登録済みの
アドレスを選択→%（削除）→［は
い］と操作すると、削除できます。

差出人／
件名受信

差出人・件名のみを受信します。
• Eメール内容表示画面（zP.115）
で「本文を受信」を選択→c（受信）
と操作すると、本文を受信できま
す。

添付自動
受信

受信Eメールの添付データを自動的に受信するか
どうかを設定します。
ON：Eメールの受信と同時に添付データを受信
OFF：添付データを別途受信
• 自動受信する添付データの種類、添付データの容
量の上限を変更するには「ON」を選択して%（詳
細）を押します。
添付データの種類を選択してcを押すと、その
データを自動受信するかどうかを設定できます。
また、%（詳細）を押すと、添付データの容量の上
限を設定できます。データのサイズを入力する画
面で%（リセット）を押すと、お買い上げ時の設
定に戻ります。
cを押すと、設定を完了します。
※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッ
ピングメールデータ／Flashは137KBまでです。

※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化
されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データ
フォルダに保存されると、約500KBになります。

•「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添
付自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。

フォルダ
表示

受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定
します。
「ON」「OFF」

ラッピング
メール表示

ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面で
ラッピングメールデータのアニメーションを表示
するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
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送信・作成に関する設定をする
A Eメール設定メニューで［送信／作成設定］

B 返信先
アドレス

Eメールアドレス（マイアドレス）以外のアドレスへ
Eメールを返信してもらいたいときに設定します。
「ON」「OFF」
•「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレ
ス（半角64文字まで）を入力します。

差出人名称 送信先で表示される名前を設定します。
「ON」「OFF」
•「ON」を選択した場合は、差出人名称（全角10／半
角20文字まで）を入力します。

冒頭文／
署名

冒頭文／
署名
（テキスト）

テキストメールの本文の冒頭／末尾
に挿入する文を設定します。
「ON」「OFF」
•「ON」を選択した場合は、冒頭文／
署名（全角128／半角256文字ま
で）を入力します。

冒頭文／
署名
（デコレー
ション）

デコレーションメールの本文の冒頭
／末尾に挿入する文を設定します。
「ON」「OFF」
•「ON」を選択した場合は、冒頭文／
署名（約2.5KBまで）を入力します。

• 冒頭文／署名には、最大10件（合計
50KBまで）の画像／デコレーショ
ンエモジを挿入できます。

• 入力中に%（サブメニュー）→［デコ
レーションプレビュー］と操作する
と、入力内容を確認できます。

• 冒頭文／署名を挿入することで、デ
コレーションメールの本文に挿入
できる画像／デコレーションエモ
ジの制限（最大20 件、または合計
100KB以下）を超える場合は、冒頭
文／署名は挿入されません。

冒頭文／
署名

冒頭文／
署名
（デコレー
ション）

• 冒頭文と署名に同じ画像を挿入し
た場合でも、冒頭文と署名がデコ
レーションメールの本文に挿入さ
れると、画像は異なるファイルとし
て扱われます。

返信メール
引用

返信時、受信メールの内容を本文に引用するかど
うかを設定します。
「ON」「OFF」
•「ON」に設定すると、受信メールの内容の行頭に
「＞」を付けて引用します。

アドレス
自動変換

変換内容
編集

「非対応機向け送信」や「デコレ&絵文
字送信」を利用する際、Eメールアド
レスの一部（＠以降）を自動的に変換
するために設定します。
1. 編集する項目を選択→c
→［はい］

2. 編集するタイトル／アドレスを
選択→c

3. タイトル／アドレスを編集→c
• タイトルは、全角8／半角16文字ま
で入力できます。

• アドレスは、半角62文字まで入力で
きます。

• アドレスを変換して送信する場合、
メールの宛先にはアドレス帳で登
録されていた名前は表示されず、変
換後のEメールアドレスが表示され
ます。

初期値に
戻す

「アドレス自動変換」の設定をすべて
お買い上げ時の設定に戻します。

フォルダ
表示

送信ボックスにフォルダ一覧を表示するかどうか
を設定します。
「ON」「OFF」
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メールフィルターを設定する
メールフィルターには、特定のE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Eメールを拒否する機能があります。

A Eメール設定メニューで［メールフィルター］

B［次へ］→ （入力欄）を選択→c（入力）
→暗証番号を入力→c→［送信］
メールフィルター画面が表示されます。

C

◎「アドレス自動変換」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されてい
ます。

カンタン
設定

zP.131「カンタン設定について」

※アドレス1：ドコモ　アドレス2／アドレス4／アドレス5：ソフトバンク
アドレス3：au　アドレス6／アドレス7／アドレス8：ウィルコム

※;は地域ごとに異なります。

項目 基本アドレス
（自動変換の対象）

変換後アドレス

非対応機向け送信 デコレ&
絵文字送信

アドレス1 @docomo.ne.jp @d.ne-d.jp @d.ne-u.jp
アドレス2 @jp-;.ne.jp @jp-;.ne-d.jp @jp-;.ne-u.jp
アドレス3 @ezweb.ne.jp @ezweb.ne-d.jp @ezweb.ne-u.jp
アドレス4 @;.vodafone.

ne.jp
@;.vodafone.
ne-d.jp

@;.vodafone.
ne-u.jp

アドレス5 @softbank.
ne.jp

@softbank.
ne-d.jp

@softbank.
ne-u.jp

アドレス6 @pdx.ne.jp @pdx.ne-d.jp @pdx.ne-u.jp
アドレス7 @;.pdx.ne.jp @;.pdx.ne-d.jp @;.pdx.ne-u.jp
アドレス8 @willcom.com @willcom.ne-dd.

com
@willcom.ne-uu.
com

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Eメールの受信を拒
否します。

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Eメール
の受信を拒否します。

一括指定
受信

インターネット、携帯電話
からのEメールを一括で受
信／拒否します。

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
を優先受信します。
• 指定受信リストに登録したアドレス
以外のE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
の受信を拒否します。

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し
ます。

URL
リンク規制

URLが含まれるEメール
を拒否します。

HTML
メール規制

HTML形式のEメールを
拒否します。

ドメイン
認証規制

アドレス詐称の可能性が
あるEメールを拒否しま
す。

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Eメールに対して、
拒否通知メールを返信す
るかどうかを設定します。
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■カンタン設定について
「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定の
うち1つを選択することで設定ができます。
「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要な
メールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル（高）／
（中）／（低）」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

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と、設
定の解除ができます。

PC設定用
ワンタイム
パスワード
発行

zP.132「パソコンからメールフィル
ターを設定するには」

設定に
あたって

メールフィルターの設定を行う際の説
明を表示します。

カンタン設定 有効になる機能 説明
サポート設定 ― 質問に答える形式でメールフィ

ルターが自動的に設定されます。
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

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
方、携帯電話間のメールのやりと
りしかされない方におすすめの
設定です。

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

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
方におすすめの設定です。

フィルター
レベル（低）

未承諾広告規制、
なりすまし規制

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
を希望される方におすすめの設
定です。

◎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。
◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信す
ることはできませんので、設定には十分ご注意ください。

◎メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
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

◎「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、
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。
※「未承諾広告※」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。

◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたE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Eメー
ルについて、規制を受けることなく受信できます。
※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。

◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知
メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者に
メールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意くだ
さい。
※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
※「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。

※アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」
に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される
場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設
定」を行ってください。

◎「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E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、メールマガジンやパソコンから送られて
くるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、
それらのE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。
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■パソコンからメールフィルターを設定するには
メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auの
ホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCか
ら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設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「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が発行されてから15分以内にパソコンから
「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。

その他の設定をする
A Eメール設定メニューで［その他の設定］

B 項目を選択→c→ （入力欄）を選択→c（入力）
→暗証番号を入力→c→［送信］

◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたE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E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。
※パソコンなどで受け取ったE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。

項目 説明
Eメール
アドレスの
変更

EメールアドレスはEZwebの初期設定を行う
と自動的に決まりますが、初期設定時に決まっ
たEメールアドレスは変更できます。
1.［承諾する］
2. （入力欄）を選択→c（入力）
3. Eメールアドレスの“＠”の左側の部分
（変更可能部分）を入力→c
4.［送信］→［OK］→c
• Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英
数小文字、「-」「.」「_」を含め、半角30文字まで
入力できます。

• 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信でき
ないことがありますので、あらかじめご了承
ください。

• Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字
の「0」を使用することはできません。

• 入力したEメールアドレスがすでに使用され
ている場合は、他のEメールアドレスの入力
を求めるメッセージが表示されますので、再
入力してください。

• Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能
です。

メール
フィルター

zP.130「メールフィルターを設定する」

au one メール
へ自動保存
（通信料有料）

au one メールにメールを保存するかどうか
を設定します。
zP.133「au one メールを利用する」

自動転送先 E06SHで受信したEメールを自動的に転送す
るEメールアドレスを登録します。
1. （入力欄）を選択→c（入力）
2. Eメールアドレスを入力→c
3.［送信］→［終了］
• 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登
録できます。
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au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のwebメールサービスです。高
性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自
動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うこ
とにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する
au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one
メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登
録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

A 待受画面でL→［au one メールを確認］
会員登録をしていない場合は、au one メール トップが表示されます。
利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

B［会員登録（規約に同意）］
会員登録画面が表示されます。

C 希望するメールアドレスと差出人名（姓・名）を入力
→［確認］→［OK］
会員登録が完了します。

自動転送先 • 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能
です。
※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。

•「エラー！ Eメールアドレスを確認してくだ
さい。」と表示された場合は、自動転送先の
Eメールアドレスとして使用できない文字を
入力しているか、指定のEメールアドレスが
規制されている可能性があります。

• Eメールアドレスを間違って設定すると、転
送先の方に迷惑をかける場合がありますの
でご注意ください。

• 自動転送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
メッセージが送信元に返る場合があります
のでご注意ください。

Eメールヘッダ
情報表示
（通信料有料）

サーバにある30 日前（最大500 件）までの
Eメールのヘッダ情報の表示と内容の確認が
できます。
• ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日
時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報
です。

• Eメールの転送や、サーバ上からの削除がで
きます。

• 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。本文は入力できません。

その他の設定
の確認

その他の設定の内容を一覧表示します。
• 設定を行った後は、「更新」を選択してくださ
い。

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
をします。

◎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。

項目 説明

◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本
サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービス
を解除することがあります。

◎au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、
メールデータはすべて削除されます。

◎待受画面でR→［au one トップ］→［メール］と操作しても、au one メー
ルにアクセスできます。
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au one メールを確認する
A 待受画面でL→［au one メールを確認］

au one メールの会員向けトップページが表示さ
れます。

■au one メールの機能について

ケータイ de PCメールを利用する

ケータイ de PCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールア
ドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。
メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

会員登録する
ケータイ de PCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカ
ウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかりま
す。

A 待受画面でL→%（PCメール）→［はい（毎回確認）］
→［利用する］→［利用規約に同意する］

機能 説明
メール検索 入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、

メール本文などから対象となるメールを検索できま
す。

メール送信 新規メールを作成して送信します。返信や転送もで
きます。

メール受信 受信したメールは、スレッド（最初のメールへの返
信）単位で表示されます。重要なメールにスター（星
印）を付けて保存したり、ラベルを付けることでメー
ルやスレッドの分類ができます。

連絡先機能 au one メールで利用できるアドレス帳機能です。
メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自
動的に連絡先リストに追加されます。

携帯メール
自動保存機能

E06SHのEメール機能で送受信したメールを自動
的にau one メールに保存します。

《au one メールの
受信トレイ》

◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、ケータイ de PCメー
ルアプリがあらかじめインストールされています。アプリを削除してし
まった場合は、サービスサイトからダウンロードすることができます。

◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パ
ケット通信料がかかります。

◎ケータイ de PCメールは、一般的なPOP／SMTP対応のメールサービスに
対応しています。一般的なPOP／SMTP以外には、対応しておりません。

◎ケータイ de PCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBま
でです。3MBを超えると、翌日の午前1：00を過ぎるまでケータイ de PC
メールでメールの送受信を行うことができません。

◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイ
コンなどは実際の画面とは異なることがあります。

◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際
の画面表示に従ってください。
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B （入力欄）を選択→c→プレミアムEZパスワード
を入力→c→［送信］→［OK］
会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか
確認する画面が表示されます。
「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイ de PCメールを
終了します。

C［はい］
ISP（インターネットサービスプロバイダ）の一覧が表示されます。

■一覧にご利用のISPがある場合（簡単設定）
D ご利用のISP（インターネットサービスプロバイダ）を
選択→c

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名
称」を入力してください。
メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイ de PCメールメ
ニューが表示されます。

■一覧にご利用のISPがない場合
D［その他］

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名
称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP
before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署
名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。
メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイ de PCメールメ
ニューが表示されます。

ケータイ de PCメールメニューを表示する
A 待受画面でL→%（PCメール）

ケータイ de PCメールメニューが表示されま
す。

B

◎ケータイ de PCメールメニューで%（アカウント）を押すと、メールアカウ
ントの一覧が表示されます。［空き］→［はい］と操作すると、別のメールアカ
ウントを登録できます。

新規作成 新しいメールを作成して送信します。
受信ボックス 受信したメールが保存されます。
送信ボックス 送信済みのメールまたは未送信メールが保

存されます。
新着メール問合せ 新しくメールが届いているかを確認しま

す。
全アカウント
新着メール問合せ

「全アカウント新着問合せ対象」に登録して
いるメールアドレスについて新しくメール
が届いているかを確認します。

PCメール設定／
登録／解約

ケータイ de PCメールを利用する際の詳細
情報の設定や、会員登録／解約をします。

説明サイト ケータイ de PCメールサイトを表示します。
アプリ終了 ケータイ de PCメールを終了します。

《ケータイ de PC
メールメニュー》
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Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先として
メールのやりとりができるサービスです。

Cメールを送る
漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ
（メール本文）を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが
届いたかどうかが分かります。

A 待受画面でL（長押し）→［新規作成］

B［ 宛先］

C

D［ 本文］→本文を入力→c

本文は、全角50／半角100文字まで入力できます。

E &（送信）
相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセー
ジが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

◎海外での Cメールのご利用については、付属の「グローバルパスポート CDMA
ご利用ガイド」をご参照ください。

◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用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。

アドレス帳引用 アドレス帳の電話番号を宛先に入力しま
す。

送信履歴引用 送信メール履歴から宛先の電話番号を選択
します。
• 過去にCメールを送信した電話番号は、最大
50件まで記録されます。

受信履歴引用 受信メール履歴から宛先の電話番号を選択
します。
• 過去にCメールを受信した電話番号は、最大
50件まで記録されます。

プロフィール引用 プロフィールに登録している電話番号を入
力します。

電話番号入力 電話番号を入力します。

◎操作Eで%（サブメニュー）→［新規保存］と操作すると、Cメールを送信せ
ずに送信ボックスへ保存できます。

◎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Cメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか
どうか確認するメッセージが表示されます。
はい：CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能に
なった時点で送信されます。
いいえ：Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボッ
クスに保存されます。

◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。
お預かり（蓄積）
可能時間

72時間まで
※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。

お預かり可能
件数

制限なし
※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
機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合が
あります。
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■ぷりペイド送信について
E06SHをぷりペイド専用電話として使用する場合は、操作Eで%

（サブメニュー）→［ぷりペイド送信］と操作して送信してください。
• 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の空白（スペース）で送信されます。

• ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。（ただ
し、送り先の方がC100 ／C200 ／C300 シリーズ、C401SA、
C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通
知されません。）

• 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）。

•「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信
をご利用になれません。

Cメールを受け取る
A Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくる
と、Cメール受信音が鳴り、 が点灯します。
受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信
件数が表示されます。

B c

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

C フォルダを選択→c

D Cメールを選択→c

Cメールの内容が表示されます。
&（ ）：表示中のCメールの差出人に返信
&（ ）（長押し）：表示中のCメールの差出人に「クイック返信」

（zP.140）
L：前のCメールを表示
R：次のCメールを表示

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

◎送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超え
ると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除しま
す。その際、保護メールは自動削除の対象外です。

◎発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表
示されない場合があります。

◎Cメールの送信が成功しても、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。

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かりしていた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Cメールを繰り
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、お客様が
E06SHで通話やEZwebを終了したときに、Cメール
センターにお預かりしていたCメールをすべて配信し
ます。

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通／月です。
※ぷりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通／月です。

ご加入から3ヶ月までのお客様 3,000通／月
ご加入から4ヶ月以降のお客様 6,000通／月

◎操作中にCメールを受信した場合は、 が点灯し、Cメール受信音が鳴りま
す。

◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知につ
いては、「マルチプレイウィンドウに関する設定をする（M54）」（zP.298）を
ご参照ください。

◎ は、未読のCメールがなくなると消灯します。
※緊急地震速報を受信した場合は、 の代わりに が表示されます。

《待受画面》
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受信ボックス／送信ボックスのCメールを
確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメー
ルや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

A 待受画面でL（長押し）
Cメールメニューが表示されます。
• 受信ボックスに未読メールがある場合は、 と件数が表示されます。
• 送信ボックスに未送信メール（送信失敗メールを含む）がある場合は、

と件数が表示されます。
• 最新の緊急地震速報が未読である場合は、 が表示されます。

■受信ボックスのCメールを確認する場合
B［受信ボックス］

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
受信ボックスには「メインフォルダ」と、「フォルダ1」「フォルダ2」が用
意されています。メインフォルダとは別に、最大10件までサブフォル
ダを追加することができます（zP.142）。
•「メインフォルダ」には、 が表示されます。
• サブフォルダには、 が表示されます。
未読メールがある場合は、 が表示されます。
また、新着の未読メールがある場合は、 が表示されます。

C フォルダを選択→c

受信メール一覧画面が表示されます。
• 一覧画面の表示形式を「本文一覧＋5行」「差出人一覧＋5行」に設定し
ているときに、未読メールを選択してLを押すと、既読メールに変更
できます。

D Cメールを選択→c

受信メール内容表示画面が表示されます。
&（ ）：表示中のCメールの差出人に返信
&（ ）（長押し）：表示中のCメールの差出人に「クイック返信」

（zP.140）

■送信ボックスのCメールを確認する場合
B［送信ボックス］

送信メール一覧画面が表示されます。

C Cメールを選択→c

送信メール内容表示画面が表示されます。
&（送信）：表示中のCメールを送信
L：前のCメールを表示
R：次のCメールを表示

◎Cメールの受信料は、無料です。
◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形
式のお知らせメールです。

◎受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超え
ると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護
メールは自動削除の対象外です。

◎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。
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■受信ボックス／送信ボックスの見かた Cメール一覧画面でできること
A 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面でCメールを選択
→%（サブメニュー）

B

A メール状態アイコン
受信ボックス
次のアイコンが表示されます。
：既読 ：未読
：既読（Eメールお知らせ）
：未読（Eメールお知らせ）

送信ボックス
次のアイコンが表示されます。
：未送信 ：送信成功
：送信失敗 ：蓄積したメール
：ぷりペイド送信済み
：ぷりペイド送信失敗
：ぷりペイド送信キャンセル

※保護されているCメールには、それぞれのアイコンに
「 」が付きます。

B 宛先／差出人の電話番号または名前
宛先／差出人の電話番号が表示されます。
電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録
されている名前が表示されます。

C 本文
D 受信ボックスのメール件数
「（未読メール件数）／（フォルダ内のメール件数）」
送信ボックスのメール件数
「（未送信・送信失敗メール件数）／（送信ボックス内のメール件数）」

E 受信メールのメール番号
「（選択した受信メール番号）／（フォルダ内のメール件数）」
送信メールのメール番号
「（選択した送信メール番号）／（送信ボックス内のメール件数）」

D

A B

C

《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

B
E A

C

《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

返信 返信 返信のCメールを作成します。
クイック
返信

定型文の「返事」カテゴリから返信文
を選択してCメールを作成します。

転送 転送のCメールを作成します。
編集 選択している未送信のCメールを編集して送信し

ます。
コピーして
編集

選択している送信済みのCメールや保護されてい
るCメールをコピーし、編集して送信します。

送信 選択している未送信メールを送信します。
再送信 選択している送信済みメールを再度送信します。
アドレス帳
へ登録

zP.86「他の機能からアドレス帳に登録する」

相手に発信 選択しているメールの差出人／宛先に電話をかけ
ます。

アドレス
詳細表示

受信ボックスの場合は差出人の電話番号、送信
ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されま
す。
• %（サブメニュー）を押すと、「音声電話」「Cメー
ル作成」「アドレス帳へ登録」「特番付加」「電話番
号コピー」「振分け登録」「受信フィルター登録」が
選択できます。

選択保護／
解除

Cメールが自動的に削除されないように保護しま
す。
Cメールを選択→c→%（実行）
• 保護するCメールには、 が表示されます。
• 受信ボックスに保存されている Cメールのうち、
最大100件を保護できます。

• 送信ボックスに保存されている Cメールのうち、
最大50件を保護できます。

• microSD メモリカード内の受信ボックス／送信
ボックスのCメールは、保護できません。
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※画面により選択できる項目は異なります。

Cメール内容表示画面でできること
A 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で

%（サブメニュー）

B

メール移動
／コピー

フォルダ
移動

1件移動／コピー：選択しているCメー
ルを移動／コピー
選択移動／コピー：複数のCメールを
選択して移動／コピー
1. Cメールを選択→c→%（実行）
2. 移動／コピー先のフォルダを選択
→c→［はい］

フォルダ内全件移動／コピー：フォル
ダ内のCメールをすべて移動／コピー
全件移動／コピー：一覧表示している
Cメールをすべて移動／コピー

microSD
へ移動

microSD
へコピー

送信結果
詳細

送信結果を表示します。
• microSDメモリカード内のCメールでは、表示で
きません。

表示切替 Cメール一覧画面の表示形式を設定します。
「本文一覧＋5行」「本文一覧＋1行」「差出人一覧＋
5行」「差出人一覧＋1行」「宛先一覧＋5行」「宛先一
覧＋1行」「2行表示」
• Cメール一覧画面で#を押しても、切り替える
ことができます。

文字サイズ Cメール一覧画面の文字サイズを設定します。
「やや大」「中」

受信フィル
ター登録

選択しているCメールの電話番号を「受信フィル
ター」（zP.146）の指定番号に登録します。

削除 1件削除 選択しているCメールを削除します。
選択削除 Cメールを選択して削除します。

Cメールを選択→c→%（実行）
→［はい］

フォルダ内
全件削除

フォルダ内のCメールをすべて削除
します。
•「受信フォルダ表示」（zP.146）を
「ON」に設定している場合は、受信
ボックスで「フォルダ内全件削除」
を実行できます。

削除 全件削除 受信ボックス／送信ボックスのCメー
ルをすべて削除します。

◎microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスから、本体内の受信
ボックス／送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。

◎未読のCメール、未送信メール、保護されているCメールはmicroSDメモリ
カードへ移動できません。

返信 返信 返信のCメールを作成します。
クイック
返信

定型文の「返事」カテゴリから返信文
を選択してCメールを作成します。

転送 転送のCメールを作成します。
編集 表示している未送信のCメールを編集して送信し

ます。
コピーして
編集

表示している送信済みのCメールや保護されてい
るCメールをコピーし、編集して送信します。

送信 表示している未送信メールを送信します。
再送信 表示している送信済みメールを再度送信します。
アドレス帳
へ登録

zP.86「他の機能からアドレス帳に登録する」

相手に発信 表示しているメールの差出人／宛先に電話をか
けます。

アドレス
詳細表示

zP.139「Cメール一覧画面でできること」
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※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号／Eメールアドレス／
URLを利用する

A 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面を表示

■本文中の電話番号を利用する場合
B 本文中の電話番号を選択→c

Cメール内容表示画面で差出人／宛先を選択しても表示できます。

C

■本文中のEメールアドレスを利用する場合
B 本文中のEメールアドレスを選択→c

C

保護／
保護解除

表示しているCメールを保護／保護解除します。

本文コピー すべて
コピー

本文の全体をコピーします。

部分
コピー

本文の一部をコピーします。
1. aでコピー開始位置を選択
→c（始点）

2. aでコピー終了位置を選択
→c（終点）

メール移動
／コピー

フォルダ
移動

表示している受信メールを移動しま
す。

microSD
へ移動

表示しているCメールをmicroSDメ
モリカードに移動します。

microSD
へコピー

表示しているCメールをmicroSDメ
モリカードへコピーします。

辞書検索 スマートリンク辞書で単語の意味などを調べま
す。
1. aで検索開始位置を選択→c（始点）
2. aで検索終了位置を選択→c（終点）
3.［検索］

文字サイズ Cメール内容表示画面の文字サイズを設定しま
す。
「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

送信結果
詳細

送信結果を表示します。
• microSDメモリカード内のCメールでは、表示
できません。

受信フィル
ター登録

表示しているCメールの電話番号を「受信フィル
ター」（zP.146）の指定番号に登録します。

削除 表示しているCメールを1件削除します。

音声電話 選択した電話番号に電話をかけます。
Cメール作成 選択した電話番号を宛先にしたCメール作成

画面を表示します。
アドレス帳へ
登録

zP.86「他の機能からアドレス帳に登録す
る」

特番付加 zP.94「発信メニューを利用する」
電話番号コピー 選択した電話番号をコピーします。
振分け登録 zP.143「振分け登録する」
受信フィルター
登録

電話番号を「受信フィルター」（zP.146）の指
定番号に登録します。

Eメール作成 選択したEメールアドレスを宛先にしたEメー
ル作成画面（zP.106）を表示します。

デコレーション
メール作成

選択したEメールアドレスを宛先にしたデコ
レーションメール作成画面（zP.108）を表示
します。

アドレス帳へ
登録

zP.86「他の機能からアドレス帳に登録す
る」

アドレスコピー 選択したEメールアドレスをコピーします。
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■本文中のURLを利用する場合
B 本文中のURLを選択→c

C

※1通常のURLを選択したときのみ表示されます。
※2GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

受信ボックスフォルダ一覧画面でできること
A 受信ボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択
→%（サブメニュー）

B

EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示しま
す。

PCサイト
ビューアー
接続※1

PCサイトビューアーで選択したURLのペー
ジを表示します。

お気に入りへ
登録

zP.154「お気に入りリストを利用する」

EZナビ
ウォーク※2

EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を
表示します。

アドレス帳へ
登録※2

zP.86「他の機能からアドレス帳に登録す
る」

URLコピー 選択したURLをコピーします。

◎電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「差出人／
宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報を利用する」（zP.122）をご参照
ください。

◎本文中に電話番号や URL を含む Cメールを受信するには、Cメール安心ブ
ロック機能を解除する必要があります。（zP.145「Cメール安心ブロック
機能を設定する」）

振分け登録 zP.143「振分け登録する」
フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。

• フォルダ名は、全角8／半角16文字まで
入力できます。

メール再振分け 振分け登録されている内容で、Cメールの再
振分けを行います。

フォルダ新規作成 フォルダ名を入力して、フォルダを新規作
成します。
• メインフォルダとは別に、最大10件までフォ
ルダを作成できます。

フォルダ並び替え フォルダの表示位置を変更します。
1. フォルダを選択→c
2. jで位置を変更→c（確定）
3. %（保存）

表示件数切替え 受信ボックスフォルダ一覧画面に表示され
る件数表示を切り替えます。
「未読件数」「メール件数」
• 受信ボックスフォルダ一覧画面で#を
押しても、切り替えることができます。

フォルダロック ロックしたフォルダの操作時にロックNo.
の入力が必要になるように設定します。
ロックNo.を入力→c→［ON］
• 制限される操作は、ロックしたフォルダ内
のCメールの表示、振分け登録、メール再
振分け、メール削除、受信ボックスの「フォ
ルダ表示」の「OFF」への変更です。

文字サイズ 受信ボックスフォルダ一覧画面の文字サイ
ズを設定します。
「やや大」「中」
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振分け登録する
「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グ
ループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含
まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダに
Cメールが自動的に振り分けられます。

A 受信ボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択
→%（サブメニュー）→［振分け登録］
振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。
sを押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

B［新規登録］

C

緊急地震速報を利用する
緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエ
リアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、
緊急地震速報の「受信設定」は「受信する（ON）」に設定されています。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保
し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

フォルダ設定
リセット

フォルダ設
定リセット

選択しているフォルダのフォ
ルダ名をお買い上げ時の状態
に戻し、振分け登録をすべて削
除します。

全フォルダ
設定リセッ
ト

すべてのフォルダ名をお買い
上げ時の状態に戻し、振分け登
録をすべて削除します。

削除 フォルダ内
全件削除

選択しているフォルダ内の
Cメールをすべて削除します。

フォルダ
削除

選択しているフォルダとフォ
ルダ内のCメールをすべて削
除します。

全件削除 受信ボックス内のCメールを
すべて削除します。

アドレス帳引用 アドレス帳の電話番号を登録します。
送信履歴引用 送信メール履歴に記録された電話番号を登録

します。
受信履歴引用 受信メール履歴に記録された電話番号を登録

します。
グループ引用 アドレス帳のグループを登録します。

プロフィール
引用

プロフィールに登録されている電話番号を登
録します。

電話番号入力 電話番号を直接入力して登録します。

◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
◎操作Bで登録済みの電話番号を選択→c（編集）→［はい］と操作すると、登
録内容を変更できます。

◎操作Bで登録済みのアドレス帳グループを選択→c（確認）→c（編集）→［は
い］と操作すると、登録内容を変更できます。

◎操作Bで登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して%（削除）を
押すと、1件削除／選択削除／全件削除できます。

◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度
4以上）が予測される地域をお知らせするものです。

◎地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、
想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始
まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。

◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあり
ます。

◎日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
◎緊急地震速報は、情報料、通信料ともに無料です。
◎当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不
達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因
して発生したお客様の損害について責任を負いません。
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A 待受画面でL（長押し）→［緊急地震速報］
緊急地震速報メニューが表示されます。

B

緊急地震速報を受信すると
緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面
上の表示で通知します。

A 緊急地震速報を受信
緊急地震速報が送られてくると、警報音（固定）が
鳴り、 が点灯します。
受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受
信アイコンが表示されます。

B c

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震
速報の詳細が表示されます。

◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを
ご参照ください。
http://www.jma.go.jp/（パソコン用）

受信履歴 緊急地震速報の受信履歴を表示します。
受信履歴を選択→c
• 受信履歴一覧画面で%（削除）を押すと、受信履
歴を1件削除／選択削除／全件削除できます。

• 緊急地震速報内容表示画面で%（削除）を押すと、
受信履歴を1件削除できます。

• 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存
できます。20件を超えると既読未読にかかわら
ず、最も古い緊急地震速報が削除されます。

受信設定 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。
「受信する（ON）」「受信しない（OFF）」

受信音／
バイブ確認

c（再生）を押すと、緊急地震速報を受信したと
きの受信完了画面、受信音（警報音）、バイブレー
タの振動を確認できます。

◎通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール／Eメールの送受
信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合がありま
す。

◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネ
ル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場
合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。

《緊急地震速報内容
表示画面》
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Cメール安心ブロック機能を設定する
Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むC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の設定方法
Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送
信することで行います。

※設定時のCメール送信は無料です。
※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で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、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエ
ラーCメールが返信されます。
• 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信
するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合
があります。

◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
◎緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
◎EZweb や EZ アプリ利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知と
なる場合があります。

◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、 が表示され、警報音が鳴り、バ
イブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地
震速報受信アイコンが表示されます。

◎未読の緊急地震速報がある場合は、受信履歴の横に が表示されます。既読の
緊急地震速報がある場合は、受信履歴の横に が表示されます。

◎「Cメール受信（M215）」の「音量」が「OFF」に設定されている場合は、緊急
地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音
が鳴ります。

◎「Cメール受信（M215）」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合
は、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて
振動します。

◎マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されて
いる場合、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマ
ナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

◎マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマ
ナー編集の「着信音量」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、緊急地
震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音が
鳴ります。

◎マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマ
ナー編集の「バイブレータ」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、バ
イブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動し
ます。

◎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された内容がそのまま継続
されます。

◎ブロック対象のCメールは、通常のCメール（ぷりペイド送信含む）です。
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は、対象外です。

設定を解除する 本文に「解除」と入力して、
09044440010にCメールを送信する。

設定を有効にする 本文に「有効」と入力して、
09044440011にCメールを送信する。

設定を確認する 本文に「確認」と入力して、
09044440012にCメールを送信する。



146

メ
-
ル

Cメールを設定する
A 待受画面でL（長押し）→［Cメール設定］

Cメール設定メニューが表示されます。

B

受信フィルターを設定する
A Cメール設定メニューで［受信フィルター］
→ロックNo.を入力→c

B署名 Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力さ
れる署名を設定します。
「ON」「OFF」
•「ON」を選択した場合は、署名を入力します。
• 署名は、全角40／半角80文字まで入力できます。

蓄積機能 Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメール
をCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設
定します。
選択蓄積：そのつど蓄積するかどうかを選択
自動蓄積：自動的にCメールセンターに蓄積

受信
フィルター

z右記「受信フィルターを設定する」

受信
フォルダ
表示

受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか設定
します。
「ON」「OFF」
• フォルダロックしたフォルダがある場合に「OFF」
を選択すると、ロックNo.の入力が必要です。

メール件数
確認

受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を
表示します。

指定番号 設定 指定した番号からのCメールを受信し
た場合、受信拒否するかどうかを設定し
ます。
「ON」「OFF」

指定番号
一覧

指定番号一覧が表示されます。
•「新規登録」を選択すると、受信を拒否
する電話番号を登録できます。「アド
レス帳引用」「送信履歴引用」「受信履
歴引用」「プロフィール引用」「電話番
号入力」から入力方法を選択できま
す。

• 登録済みの電話番号を選択→cと操
作すると、電話番号を編集できます。

• 登録済みの電話番号を選択して%（削
除）を押すと、電話番号を1件削除／選
択削除／全件削除できます。

• 電話番号は、最大10件まで登録できま
す。

• 電話番号の先頭に「184（発信者番号
非通知）」「186（発信者番号通知）」が
付加されている場合は、「184」「186」
を削除して登録します。

• 受信フィルターで受信を拒否しても、
送信側は正常に送信されたことにな
ります。送信料もかかります。

アドレス帳
登録外

アドレス帳に登録されていない電話番号からの
Cメールを受信拒否するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」

Eメール
お知らせ

Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定
します。
「ON」「OFF」
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