
 

迷惑メールフィルター設定方法
■auのケータイから
　　　キー ⇒ Eメール設定 ⇒ メールフィルター※１　または　　　 キー ⇒迷惑メールフィルター
※１：機種によっては、「その他の設定」の後「迷惑メールフィルター」となる場合があります。
■auのスマートフォン※2から
　　　アイコン ⇒ 設定　⇒　Eメール設定　⇒　その他の設定　⇒迷惑メールフィルター
※2：迷惑メールフィルターが設定できるのは[@ezweb.ne.jp」アドレスのメールのみです。
　　　また、設定画面表示は下記のケータイ画面での例とは多少異なります。(設定できる内容は同じです。)

■迷惑メールフィルターＴＯＰ画面（ケータイ）
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[カンタン設定]
　なにを設定してよいか分らない方にオススメ！
　１．「携帯」「PHS」「PC」メールを受信
　２．「携帯」「PHS」メールのみを受信

[個別設定] 
[指定拒否リスト設定]
[指定受信リスト設定]
[アドレス帳受信設定]　
お客様のご利用状況に合わせて、
さまざまな設定が可能です。 詳しくは裏面へ

１．「携帯」「PHS」「PC」
　　メールを受信

ＰＣメールを受信する方で迷惑メール
を受信したくない方にオススメです。
迷惑メールに多く見られる「なりすまし
メール」や迷惑メールの疑いのある
メールを規制します。

２．「携帯」「PHS」
　　メールのみを受信

特にお子様など、携帯・PHSとしかメー
ルのやりとりをしない方にオススメの設
定です。もちろん、なりすましメールも
規制します。

ｶﾝﾀﾝ設定

1.｢携帯｣｢PHS｣｢PC｣ﾒｰﾙを受信

※PCﾒｰﾙは受信するが、迷惑ﾒ
ｰﾙを規制するための各種設定

がｶﾝﾀﾝに行えます。
2.｢携帯｣｢PHS｣ﾒｰﾙのみを受信

※別途、特定のｱﾄﾞﾚｽもしく
はﾄﾞﾒｲﾝを設定すると、PCか
らのﾒｰﾙも受信できます。

 ｵｽｽﾒ!

戻る

 ｼﾞｭﾆｱｵｽｽﾒ!

ﾒｰﾙ受信条件を以下よりお選
び下さい。

[カンタン設定]

詳しくは下段へ

　ｶﾝﾀﾝ設定
迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰをｶﾝﾀﾝに設

定できます。

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀー

　詳細設定
迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰの各種設定
を行えます。
　  個別設定
　  指定受信ﾘｽﾄ設定
　  指定拒否ﾘｽﾄ設定
　　ｱﾄﾞﾚｽ帳受信設定

こちらから迷惑メール対策
のオススメの設定をすぐに
登録できます。

！
ｵｽｽﾒ

今すぐ迷惑メールを減らしたい場合はこちら

戻る

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ設定
各種設定および設定内
容の確認が行えます。

設定･確認する

PCﾒｰﾙを受信する方にｵ
ｽｽﾒの設定です。設定
内容はこちら

auがｵｽｽﾒする設定

ｵｽｽﾒの設定へ

※：設定前の状態を引継ぐ

※他の設定は状態を引き継ぐ

なりすまし規制 （高）に設定

迷惑メールおまかせ規制
（レポート通知OFF）

○

拒否通知メール返信設定 ○

設定内容
１．「携帯」「PHS」「PC」
メールを受信

2．「携帯」「PHS」メールのみ
を受信

携帯・PHSメール 受信 受信

PCメール 受信 受信しない

なりすまし規制 （高）に設定 （高）に設定

迷惑メールおまかせ規制
（レポート通知OFF）

○ ○

アドレス帳受信設定 ※ ※

HTMLメール規制 × ×

URLリンク規制 × ×

ウィルスメール規制 ※ ※

拒否通知メール返信設定 ○ ○



 

お客様のご利用状況に合わせて個別に設定できます。

迷惑メールおまかせ規制 なりすまし規制

ＫＤＤＩ株式会社 
【設定方法、内容が不明な場合は、お客さまセンターまで】
お客さまセンター（年中無休）※オペレータ対応は９：００～２０：００

●au携帯電話から：局番なし１５７（無料）
●一般電話から   ：フリーコール0077-7-111（無料）

【迷惑ﾒｰﾙおまかせ規制】

[現在規制する]
●規制する
(ﾚﾎﾟｰﾄ通知ON)
○規制する
(ﾚﾎﾟｰﾄ通知OFF)
○規制しない

【なりすまし規制】
[現在設定しない]

○(高)設定にする ｵｽｽﾒ!
○(中)設定にする
○(低)設定にする
●設定しない

受信したPCメールの中で、迷惑メー
ルの疑いのあるメールを検知して規
制します。
レポート通知は、「迷惑メールおまか
せ規制」で迷惑メールと判定され規制
されたメールの受信日時やFromアド
レス等を1日1回お客様にお送りする
メールです。
レポート通知ONにすることでレポート
通知を受信できます。

※「迷惑メールおまかせ規制」は株式会社シマンテックの判
定情報に基づき提供しています。

送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信
を拒否します。（高）（中）（低）の３レベルから選べま
す。

設定内容 なりすまし規制（高） なりすまし規制（中） なりすまし規制（低）

携帯・PHS
なりすましメール

×規制 ×規制 ×規制

エンベロープFrom
詐称メール

×規制 ×規制 ○受信

ヘッダFrom
詐称メール

×規制 ○受信 ○受信

【ｱﾄﾞﾚｽ帳受信設定】

au ｱﾄﾞﾚｽ帳に登録されたﾒｰﾙｱﾄﾞﾚ
ｽから送信されたﾒｰﾙを受信しま
す。
[現在設定しない]
○設定する(受信許可)
●設定する(ｱﾄﾞﾚｽ帳のみ受信)
○設定しない

設定確認

戻る

アドレス帳受信設定
au アドレス帳もしくは Friends Noteに保存されているメールアドレスか
らのメールを受信することができます。
アドレス帳のみ受信(アドレス帳受信設定に登録のないメールアドレス
からのメールを全て拒否)と受信許可(アドレス帳受信設定に登録のあ
るメールアドレスからのメールを受信許可)の2種類の設定があります。

①とにかく迷惑メールを減らしたい。

②インターネットからの迷惑メールは受けない。

特定の携帯電話・PHSからメールを
一括で受信または拒否することが
できます。

！インターネットからのメールは拒否し
、それ以外の携帯電話・PHSからは受
信したい場合は右図のインターネットの
チェックをはずします。

【一括指定受信】
　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
　au
　docomo
　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
　ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙ
　ｳｨﾙｺﾑ
　その他携帯
　Facebook

一括指定受信

④このメールアドレスからは今後受信しない。

⑤アドレス帳のメールアドレスからだけ受信したい。

Date:2002/10/14 10:40

Fr:abcdef@yahoo.co.jp

Sub:XXXXXXXXXX

 - - - - - - - - - 
- - - - - - - -

1 返信
2 削除
3 転送する
.
.
.
.
m 拒否ﾘｽﾄに登録

Fromｱﾄﾞﾚｽを
選択

m（拒否リスト登録）
を選択

指定拒否登録確認

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰの指定拒否ﾘｽﾄに登
録します。登録するｱﾄﾞﾚｽ/ﾄﾞﾒｲﾝ
を選択して下さい。
○ｱﾄﾞﾚｽ登録
[abcdef@yahoo.co.jp]

●ﾄﾞﾒｲﾝ登録
[@yahoo.co.jp]

登録

  取消

受信メールから簡単に指定拒
否リストへ登録できます。
メール受信画面のFromアドレ
スにカーソルを合わせて選択
ボタンを押下し、「拒否リスト
に登録」を選択すると、メール
の受信拒否登録を行うことが
できます。

指定受信ﾘｽﾄ設定

次のアドレスからのメー
ルを受信します。
登録数(60/200)

(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)

登録

前ﾍﾟｰｼﾞ 次ﾍﾟｰｼﾞ

ﾍﾟｰｼﾞ下へ

xx1p2@ezweb.ne.jpxx1p2@ezweb.ne.jp

登録したEメールアドレスやドメイン
などからメールを受信します。
最大２００件の登録が可能です。

③決まったアドレスからのみメール受信したい。

指定拒否リスト設定

指定受信リスト設定

【ご注意】
アドレス帳のメールアドレスは、半角英数字と以下記号（※）のみ使用し、正しく登
録してください。上記以外の文字(全角文字や“‘\の記号等)やメールアドレス以
外の文字が含まれる場合、メールアドレスを誤って登録している場合は、au アド
レス帳もしくはFriends Noteに保存しても、メールは受信できません。アドレス帳
に登録しているメールアドレスを事前に確認の上、登録してください。
(※)設定可能な記号
!#$%&()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~および、半角スペース

【ｱﾄﾞﾚｽ帳受信設定】

Friends Noteに登録されたﾒｰﾙｱﾄﾞ
ﾚｽから送信されたﾒｰﾙを受信しま
す。

[現在設定しない]
○設定する(受信許可)
●設定する(ｱﾄﾞﾚｽ帳のみ受信)
○設定しない

設定確認

戻る

スマートフォンの画面 ケータイの画面

エンベロープFrom：電子メールの送信元でメールヘッダには“ReturnPath：メールアドレス”として表示されます。
ヘッダFrom：メール作成者のアドレスでメールヘッダには“From：メールアドレス”として表示されます。
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