
迷惑メールフィルター設定方法

❶[カンタン設定]

設定内容

❶［カンタン設定］
なにを設定してよいか分からない方に
オススメ！ 

❷［詳細設定］
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。

1.「携帯」「PHS」「PC」メールを受信
2.「携帯」「PHS」メールのみを受信

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰの設定をｶﾝﾀﾝに設定
できます。

auがおすすめするﾌｨﾙﾀｰ設定
ｵｽｽﾒ！

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰの設定を細かい条件
を指定して設定できます。

詳細設定

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

設定する
迷惑ﾒｰﾙで困っているのに、何を設
定して良いかわからない方におすす
めです。

OK ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

ｶﾝﾀﾝ設定

「ｶﾝﾀﾝ設定」「詳細設定」「PC設定
用ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ発行」はこちらから。

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ設定

戻る

設定内容はこちら

　　迷ったらｺﾚ!!　迷惑メールに多い
「なりすましﾒｰﾙ」を規制できます。

迷惑ﾒｰﾙ対策として有効な迷惑
ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰの設定が行えます。

設定する

次へ

2010年12月より迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ の
機能強化・改善を行います。

お知らせ

OK ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの迷惑ﾒｰﾙに多く見ら
れるなりすましﾒｰﾙを拒否します。

ｶﾝﾀﾝ設定

1.｢携帯｣｢PHS｣｢PC｣
　 ﾒｰﾙを受信　ｵｽｽﾒ！

戻る

ﾒｰﾙ受信条件を以下よりお選び下さい。

※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。

2.｢携帯｣｢PHS｣ﾒｰﾙのみを
　受信　ｼﾞｭﾆｱｵｽｽﾒ！

OK戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

暗
証
番
号
入
力

1.「携帯」「ＰＨＳ」「PC」
　 メールを受信

1. 2.

迷惑メールを受信したくないけど、何を設
定したらよいか分から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」のメールを強力にブロックします。

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」メールもブロック
します。

「携帯」「ＰＨＳ」「ＰＣ」
メールを受信

「携帯」「ＰＨＳ」
メールのみを受信

携帯・ＰＨＳメール

※このチラシに掲載の画面は全てイメージです。

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

HTMLメール規制 × ×

URLリンク規制 × ×
拒否通知
メール返信設定

○ ○

※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。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 キー　　迷惑メールフィルターまたは

※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。）

■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

こちらからカンタン設定の『「携帯」
「ＰＨＳ」「ＰＣ」メールを受信』をす
ぐに設定できます。

❶

❷

詳しくは裏面へ

！
オススメ

！
オススメ

何を設定したらよいか分からない方にオススメ！

■迷惑メールフィルターＴＯＰ画面（ケータイ）

詳しくは下段へ



❷[詳細設定]

【設定方法、内容がご不明な場合は、auお客様センターまで】
auお客様センター（年中無休）※オペレータ対応は9：00～20：00

KDDI株式会社

■一般電話から

局番なし （無料）157
フリーコール （無料）0077-7-111

お客様のご利用状況に合わせて個別に設定できます。

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。

詳細設定
【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
ﾁｪｯｸした個所からのﾒｰﾙ
は全て受信します。
次へ

選択戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

指定拒否リスト設定

メール本文がHTML
形式で記述されてい
るメールを受信、また
は拒否することがで
きます。

HTML
メール規制

本文中にURLが含ま
れるメールを受信、また
は拒否することができ
ます。

※この規制を実施すると、
メールマガジンや情報提
供メールの受信、あるいは
一部のケータイサイトへの
会員登録等ができなくな
る場合があります。

URL
リンク規制

拒否通知
メール返信
設定

なりすまし規制設定
時に転送メールなど
を受信したい場合は
こちらに転送元アド
レスを登録します。
（２０件）

指定受信
リスト設定
（なりすまし・
転送メール許可）

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つのレベルからお選びいただけます。

なりすまし規制
詳細設定

【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

次へ

選択戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

指定受信ﾘｽﾄ設定(なり
すまし･転送ﾒｰﾙ許可)
｢なりすまし規制(高)(中)(低)
｣を設定し、かつ自動転送ﾒｰ
ﾙを受信したい場合、自動転
送元のEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを登録し
てください。
登録数(3/20)
ﾍﾟｰｼ下へ
登録
●●@▲▲.com

入力戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

【HTMLﾒｰﾙ規制】
[現在規制しない]
　規制する
　規制しない
次へ

選択戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

詳細設定 詳細設定

【URLﾘﾝｸ規制】
[現在規制しない]
　規制する
　規制しない
次へ

選択戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

【拒否通知ﾒｰﾙ返信設定】
[現在返信しない]
　返信する
　返信しない
次へ

選択戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

詳細設定

なりすまし
規制（高）

なりすまし
規制（中）

なりすまし
規制（低）

×規制 ○受信 ○受信

×規制 ×規制 ○受信

×規制

ヘッダFrom
詐称メール

エンベロープFrom
詐称メール

携帯・PHS
なりすましメール ×規制 ×規制

指定拒否ﾘｽﾄ設定

前ﾍﾟｰｼﾞ
登録

次ﾍﾟｰｼﾞ

受信したくないｱﾄﾞﾚｽ/ﾄﾞﾒｲﾝ/
Eﾒｰﾙﾈｰﾑを入力し
てください。
[拒否ﾘｽﾄ保護はこちら]
登録数(60/200)
　 ﾍﾟｰｼﾞ下へ

(1/10ﾍﾟｰｼﾞ)
meiwaku@▲▲.ne.jp

X●X@■■.com

入力戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

※「規制する」に設定して
いても携帯・PHSからの
デコレーションメールは受
信できます。 ※「返信する」に設定して

いてもなりすましメールに
は返信されません。

指定拒否リストや指定受信リストには右記いずれか
を登録することができます。

受信した迷惑メールの拒否設定も簡単！

指定拒否登録確認

auのおすすめ設定はこちら
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
[meiwaku@▲▲.com]
　 ﾄﾞﾒｲﾝ登録
[@▲▲.com]
登録

OK ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ戻る

選択ﾒﾆｭｰ

　Ｅﾒｰﾙ作成
　ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｱﾆﾒ作成
　ｱﾄﾞﾚｽへ登録
　振分け登録
　拒否ﾘｽﾄへ登録
　ｱﾄﾞﾚｽｺﾋﾟｰ
　ｺﾋﾟｰ
meiwaku@▲▲.com

選択戻る

12/20 23:45

From：

お客様のｹｰﾀｲで以前登録
されたｻｲﾄにて登録料金・
延滞料金が未払いとなっ
ております。このままです
とお客様の身元を調査し、
ご自宅やお勤め先に

sub:延滞金未払いの件

meiwaku@▲▲.com

選択 ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ返信

一括指定受信

アドレス選択 拒否リストへ登録 アドレスかドメインを
選択して登録1 2 3

設定内容

迷惑メールフィルター
で拒否されたメールに
対し、受信エラー（宛
先不明）を返信するか
しないかを設定するこ
とができます。

例えば、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、右の画面のよう
にインターネットのチェッ
クのみ外します。

■auケータイから

登録したＥメールアドレスや
ドメインなどからのメールを拒
否します。最大２００件の登
録が可能です。

●●●@▲▲.jp
Eメールネーム

Eメールアドレス

ドメイン

メールの各名称

●HTMLメールとは？ メール本文をHTMLで記述することで、文字の装飾や色変更、画像の
貼り付けができるので、メールの表現力を豊かにできる一方、サイズが大きく通信料が通常より
もかかる場合があります。　　●URLとは？ ウェブサイトのアドレスのことで「http://www.～.
com」などで表記されます。メール本文に記載されている場合、ボタンひとつでリンクしてそのウェ
ブサイトを表示できます。ただし迷惑メールなどの場合これを悪用し、アクセスするとさらに迷惑
メールが増えたり、高額な請求をされてしまう場合があるので注意が必要です。

まめ知識

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

指定受信
リスト設定 指定受信ﾘｽﾄ設定

前ﾍﾟｰｼ
登録

次ﾍﾟｰｼ

次のｱﾄﾞﾚｽからのﾒｰﾙを受信し
ます。
登録数(70/200)
　 ﾍﾟｰｼ下へ

(1/10ﾍﾟｰｼ)
friend@▲▲.jp

●●@■■.ne.jp

入力戻る ﾌﾞﾗｳｻﾞﾒﾆｭｰ

●●@▲▲.com ■■@ezweb.ne.jp

なりすまし
規制設定

●●@▲▲.com宛てのメールを
■■@ezweb.ne.jp へ自動転送

■■@ezweb.ne.jp 宛てのメールではないた
め、なりすましメールと判断され届かない

「●●@▲▲.com」を指定受信リスト設定（なりすまし・転
送メール許可）に登録することで、受信が可能になります


