
メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

( ガラケー ) 編docomo

ＱＲコードが読み取れる場合

ＱＲコードが読み取れない場合

検索

マイページ

お客様サポート
お知らせ FREE

FREE

「iMenu」を選択します。

へお進みください。

メールの設定や迷惑メール対策の設定
ご利用中の各種サービスに関する設定
･ 確認などができます。

お客様サポート お客様サポート

料金・お申込・設定

各種設定 ( 確認･変更･利用 )３

各種設定
( 確認・変更・利用 )

メール設定

･メールアドレス設定
･迷惑メール対策設定

「お客様サポート」を選択します。 「各種設定(確認･変更･利用)」を選択
します。

「メール設定」を選択します。

メール設定

1.   メールアドレス設定
■   メールアドレス変更

機能説明

「詳細設定 / 解除」を選択します。

２.   迷惑メール対策設定
■   かんたん設定

 詳細設定 /解除
 その他設定

希望アドレス

キッズオススメ
受信拒否　強

設定に進む場合は、ｉモードパ
スワードを入力してください。
( 数字 4桁 )

決定

暗証番号を入力し、「決定」を選択し
ます。 初期設定では｢0000｣です。*

認証

迷惑メール対策では
･URL付きメール拒否 ▼　URL付きメール拒否設定

○設定
○設定解除

４.フィルターレベル《低》

「受信 / 拒否設定」の「設定」を
選択して、「次へ」を選択します。

迷惑メール対策
機能説明

▼　受信 /拒否設定
○設定
○設定解除
次へ

次へ

▼　ステップ１

▼　ステップ４
ステップ１、２でチェックを外
した場合でも、個別にドメイン
またはアドレスを指定して受
信することができます。　　

ステップ４の「受信設定」を
選択します。

受信 /拒否設定
説明･注意

受信設定

▽個別に受信したいドメイン
またはアドレス

sunnypoint.jp

（後方一致）

登録

受信設定
選択状況

1 
2 

▽

ＱＲコードを読み取ります。

「sunnypoint.jp」と記入し「登録」
を選択したら設定完了です。



メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

spモードメールアプリを起動したら、
「メール設定」→「その他」→「メール全般の設定」
を選択してください。

｢迷惑メール対策｣画面で､ ｢受信 /拒否設定｣
という項目の｢設定｣を選び､｢次へ｣を選択して
ください。

sunnypoint.jp

sunnypoint.jp
登　録

２１から４０へ

「sunnypoint.jp」と入力したら画面を下へ
スクロールし､｢登録｣を選択してください。
「sunnypoint.jp」と入力したら画面を下へ
スクロールし､｢登録｣を選択してください。

｢受信/拒否設定｣画面を下へスクロールし､
｢ステップ4｣の｢受信設定｣を選択してください。

これで設定が完了しました。

｢受信設定(1)｣画面を下へスクロールし､
「sunnypoint.jp」と入力してください。

｢メール設定｣画面を下へスクロールし､
｢詳細設定 / 解除｣を選択してください。

STEP1 STEP２ STEP３

STEP４ STEP５ STEP６

STEP７ STEP８

｢認証｣画面でパスワードを入力し､｢決定｣
を選択してください。
＊パスワードは初期設定のままですと｢0000｣です。

受信設定が完了しました。
続けて、受信/拒否設定をすることもできます。

スマホの方( スマホ ) 編docomo



メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

スマホの方( ガラケー ) 編Softbank

ＱＲコードが読み取れる場合

ＱＲコードが読み取れない場合

「Yahoo」を選択します。

へお進みください。

▽

ＱＲコードを読み取ります。

契約者情報の変更

メール設定 ( アドレス･迷惑メー
ル等 )

変更手続き /番号ポータビリティ
予約関連手続き /ソフトバンクか
らのご案内設定

設定･変更

Mysoftbank ( 設定･申込 )

メール設定

Sメール[MMS]メールアドレス
の変更や迷惑メールブロック機能
の個別設定などが行えます。

メール設定

Mysoftbank

メール設定(アドレス･迷惑
メール等 )

「設定･申込」を選択します。 「メール設定」を選択します。 「メール設定(アドレス･迷惑メール等 )」
を選択します。

設定・申込

メール設定 ( アドレス･迷惑
メール等 )

  メール関連設定

現在の設定内容

「迷惑メールブロック設定」を選択
します。

■   迷惑メールブロック設定

【Eメール】

「受信許可・拒否設定」を選択します。 「受信許可リスト設定」を選択します。

受信許可・拒否設定

４．URLﾘﾝｸ付きﾒｰﾙ拒否設定

６．海外からの電話番号ﾒｰﾙ拒
否設定

迷惑メールブロック設定
( 個別設定 )

５．受信許可･拒否設定

　ケータイ /PHS からのみ
許可設定

【かんたん設定】

次へ

迷惑メールブロック設定

(PCﾒｰﾙも受信したい)

詳細に設定したい方はこちら

○個別設定

○推奨ﾌ ﾛ゙ｯｸ設定 (ｵｽｽﾒ!) 　受信許可リスト設定
　受信拒否リスト設定

「個別設定」を選択して、「次へ」を
選択します。

OK

設定が完了しました。「sunnypoint.jp」と記入し「後(後方
一致 )」を選択し、「設定する」を選択
します。

設定が完了しました。【Eメール】

sunnypoint.jp

戻る

受信許可リスト設定

○完 ○後 ○前 ○部

２）
○完 ○後 ○前 ○部

設定する

　ページ下へ移動

Step7



Safari を起動し､｢ブックマーク｣から
｢My SoftBank｣を選択してください。

「ログインはこちら」を選択して
ください。
 

｢迷惑メールブロック設定｣の
｢変更する｣を選択してください。 ｢個別設定はこちら｣を選択して

ください。
｢受信許可リスト設定｣を選択して
ください。

「利用設定」の項目で「設定する」
を選択してください。

受信許可リスト設定

変更後の設定
[Eメール ]

携帯電話番号とパスワードを入力して
「ログイン」を選択してください。
　
 

「メール設定（MMS）」を選択して
ください。

ケータイ/PHSからのみ許可設定

sunnypoint.jp

sunnypoint.jp

「受信許可リスト設定」の項目で、
「メールアドレスの一部（または全部）」
に「sunnypoint.jp」と入力し、
「後方一致」を選択してください。

「設定する」を選択したら、完了です。

Step１ Step2 Step3 Step4

Step5 Step6

Step9 Step10

Step7 Step8

■なりすましメール 個別設定
⇒受け取る（このフィルタは使わない） ブロック設定をカスタマイズしてお好みの設定に変...

個別設定はこちら

変更する

メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

( iphone・スマホ ) 編Softbank



メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

スマホの方( ガラケー ) 編AU

ＱＲコードが読み取れる場合

ＱＲコードが読み取れない場合

へお進みください。

「個別設定」を選択します。

▽
E メールメニュー
1.   新規作成
２. 受信ボックス
３. 送信ボックス

※ E メール設定

「Eメール設定」を選択します。

その他の設定
1.   Eメールアドレスの変更
２. 迷惑メールフィルター
３. au one メールへ自動保存
( 通信料有料 )

「迷惑メールフィルター」を選択
します。

au電話のご契約時に設定され
たお客様の暗証番号を入力し
てください。

リセット送信

＊＊＊＊

暗証番号を入力し、「送信」を選択
します。
初期設定では｢1234｣です。*

暗証番号の案内

Eメール設定
1. 受信・表示設定
２.送信・作成設定
３. アドレス変更・その他
４. Eメール設定確認

「アドレス変更・その他」を選択します。

新規機能を追加！！

迷惑メールフィルターを
カンタンに設定できます。

カンタン設定

個別設定
指定受信リスト設定
指定拒否リスト設定

迷惑メールフィルターの各種
設定を行えます。

詳細設定

迷惑メールフィルター

アドレス帳受信設定

　なりすまし規制の項目の「こちら」
を選択します。

[ 現在設定しない ]
○(高) 設定にする
○(中) 設定にする
○(低) 設定にする
○設定しない

設定により規制されたメール
は再度受信することができま
せん。

※なりすまし規制を設定して
自動転送メールを受信する場
合は

【なりすまし規制】

こちら

個別設定

　指定受信リスト設定（なりすまし・転送
メール許可）の項目で「有効/リスト編集
する」を選択し「次へ」を選択します。

[ 現在無効にする ]
●有効/リスト編集する
○無効にする

次へ

指定受信リスト設定（なり
すまし・転送メール許可）

なりすまし規制を設定して自
動転送メールを受信したい場
合に登録してください。

設定を変更する場合は、次へ
お進み下さい。

戻る

ページ下へ

指定受信リスト設定（なり
すまし・転送メール許可）

「sunnypoint.jp」と記入し「登録」
を選択します。

sunnypoint.jp

「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メールアドレスを登録して
ください。

登録

★設定確認★
以下の設定でメールを受信し
ます。

【指定受信リスト設（なりすま
し・転送メール許可）】
追加

よろしいですか？
登録

[sunnypoint.jp]

設定確認画面で内容を確認し、
「登録」を選択します。

指定受信リスト設定（なりす
まし・転送メール許可）
登録が完了しました。

登録数（１/２０）

個別設定画面へ

設定が完了しました。

ＱＲコードを読み取ります。



「メッセージ」を押し、新規
メッセージを開いてください。

宛先に「＃５０００」、本文に「１２３４」
と入力して送信してください。

「迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ」を選択してください。 　｢なりすまし規制｣の項目の｢こちら｣を
　選択してください。

返信が届き、上記画像にあるURLを
押し、メール設定画面にアクセスして
ください。＊wifi はオフにして下さい。
　
 

「Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動
転送」を選択してください。

Step１ Step2 Step3 Step4

Step5 Step6

Step9 Step10

Step7 Step8

メールアドレス
ワンタイムパスワード

詳細設定へ

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動転送
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動

転送設定・収容ｻｰﾊﾞ確認はこちら

au 電話のご契約時に設定された暗証番号
を入力してください。

※暗証番号について
暗証番号とは au 電話のご契約時にご記入
いただいた4桁の数字です。｢お申込書の
控え｣にてご確認ください。　　　　　　　　　

送信　 ﾘｾｯﾄ

暗証番号 4桁を入力し、送信を
選択してください。

※新規機能を追加 !!!
■迷惑ﾒｰﾙおまかせ規制
→迷惑ﾒｰﾙを大幅に削減できます !!! 個別
設定より設定して下さい。

■詳細設定
→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。
個別設定

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

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

｢ 詳細設定｣の｢個別設定｣を選択して
ください。

[ 現在設定しない]

設定しない

個別設定

設定により規制されたメールは再度受信
することができません。

(高) 設定にする
(中) 設定にする
(低) 設定にする

【なりすまし規制】

こちら
※なりすまし規制を設定して自動転送
メールを受信する場合は

次へ　

戻る

[ 現在設定しない ]

指定受信ﾘｽﾄ設定（なりすまし・転送
ﾒｰﾙ許可）

指定受信リスト設定（なりすまし・転送
ﾒｰﾙ許可）

★PC 等で受取ったﾒｰﾙを転送させている
場合、ﾌﾘｰﾒｰﾙ等からなりすましﾒｰﾙを受信
したい場合は、自動転送元・送信元のｱﾄﾞ
ﾚｽを ｢指定受信ﾘｽﾄ（なりすまし・転送ﾒｰﾙ
許可 )｣に登録して下さい。

設定する
設定しない

設定を変更する場合は、次へお進み下さい。

　「指定受信リスト設定（なりすまし・
転送メール許可）」の項目の「設定
する」にチェックを入れ「次へ」を
選択してください。

登録　

sunnypoint.jp

登録数（０/２０）

「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メールアドレスを登録して
ください。

入力欄の中に「sunnypoint.jp」と
入力し、「登録」を選択してください。

★設定確認★
以下の設定でﾒｰﾙを受信します。

よろしいですか？

追加

登録　

再設定　

[sunnypoint. jp]

｢設定確認｣画面が表示されますので､
「sunnypoint.jp」になっていることを
確認して「登録」を選択してください。

指定受信リスト設定（なりすまし・転送
ﾒｰﾙ許可）
登録が完了しました。

登録数（１/200）　　　

詳細設定トップへ

これで設定完了です。

Step1１ Step1２

メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

( iphone-MMS) 編AU

【指定受信リスト設定（なりすまし・転送
ﾒｰﾙ許可）】



「Safari」を選択してください。 「ブックマーク」を選択してください。

「迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ」を選択してくだ
さい。

「au お客さまサポート」を選択して
ください。
　
 

「Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動
転送」を選択してください。

Step１ Step2 Step3 Step4

Step5 Step6

Step9 Step10

Step7 Step8

メールアドレス
ワンタイムパスワード

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動
転送設定・収容ｻｰﾊﾞ確認はこちら

au 電話のご契約時に設定された暗証番号
を入力してください。

※暗証番号について
暗証番号とは au 電話のご契約時にご記入
いただいた4桁の数字です。｢お申込書の
控え｣にてご確認ください。　　　　　　　　　

送信　 ﾘｾｯﾄ

「通常設定はこちら｣を選択して
ください。

「EZwebメール初期設定｣を
選択してください。

｢Eメール設定画面へ｣を選択して
ください。

「iPhone 設定ガイド」を選択して
ください。

宛先に「＃５０００」、本文に「１２３４」
と入力して送信してください。

受信したメッセージ（SMS）内に
あるURLを選択してください。
　
 

「Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動
転送」を選択してください。
＊続きは裏面へ⇒

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動転送
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動

転送設定・収容ｻｰﾊﾞ確認はこちら

Step1１ Step1２

メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

( iphone-Email) 編AU

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動転送

「Safari」を選択してください。 「ブックマーク」を選択してください。 「au お客さまサポート」を選択して
ください。
　
 

Step１ Step2 Step3 Step4

Step5 Step6

Step9 Step10

Step7 Step8

メールアドレス
ワンタイムパスワード

au 電話のご契約時に設定された暗証番号
を入力してください。

※暗証番号について
暗証番号とは au 電話のご契約時にご記入
いただいた4桁の数字です。｢お申込書の
控え｣にてご確認ください。　　　　　　　　　

送信　 ﾘｾｯﾄ

「通常設定はこちら｣を選択して
ください。

「EZwebメール初期設定｣を
選択してください。

｢Eメール設定画面へ｣を選択して
ください。

「iPhone 設定ガイド」を選択して
ください。

宛先に「＃５０００」、本文に「１２３４」
と入力して送信してください。

受信したメッセージ（SMS）内に
あるURLを選択してください。
　
 

「Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動
転送」を選択してください。
＊続きは裏面へ⇒

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動転送
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更･迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ･自動

転送設定・収容ｻｰﾊﾞ確認はこちら

Step1１ Step1２

メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

( iphone-Email) 編AU

「迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ」を選択してください。

メールアドレス
ワンタイムパスワード

au 電話のご契約時に設定された暗証番号
を入力してください。

※暗証番号について
暗証番号とは au 電話のご契約時にご記入
いただいた4桁の数字です。｢お申込書の
控え｣にてご確認ください。　　　　　　　　　

送信　 ﾘｾｯﾄ

暗証番号 4桁を入力し、送信を
選択してください。



Step１3 Step１4 Step１5 Step１6

Step１7 Step１8

　｢なりすまし規制｣の項目の｢こちら｣を
　選択してください。

詳細設定へ

※新規機能を追加 !!!
■迷惑ﾒｰﾙおまかせ規制
→迷惑ﾒｰﾙを大幅に削減できます !!! 個別
設定より設定して下さい。

■詳細設定
→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。
個別設定

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

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

｢ 詳細設定｣の｢個別設定｣を選択して
ください。

[ 現在設定しない]

設定しない

個別設定

設定により規制されたメールは再度受信
することができません。

(高) 設定にする
(中) 設定にする
(低) 設定にする

【なりすまし規制】

こちら
※なりすまし規制を設定して自動転送
メールを受信する場合は

メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

( iphone-Email) 編AU



メールアプリを起動したら、
 ｢設定｣→｢E メール設定｣→｢その他の設定｣→
｢迷惑メールフィルター｣を選択してください。

｢受信/拒否設定｣画面を下へスクロールし､
｢ステップ4｣の｢受信設定｣を選択してください。

暗証番号 4桁を入力し、送信を選択して
ください。

au 電話のご契約時に設定された暗証番号を
入力してください。

※暗証番号について
暗証番号とは au 電話のご契約時にご記入い
ただいた4桁の数字です。｢お申込書の控え｣
にてご確認ください。　　　　　　　　　

※新規機能を追加 !!!
■迷惑ﾒｰﾙおまかせ規制
→迷惑ﾒｰﾙを大幅に削減できます !!! 個別設定
より設定して下さい。

■詳細設定
→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。
個別設定

｢ 詳細設定｣の｢個別設定｣を選択して
ください。

送信　 ﾘｾｯﾄ

次へ　

戻る　

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ

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

[ 現在設定しない]

｢成りすまし規制｣の項目の｢こちら｣を選択
してください。

設定しない

個別設定

｢受信/拒否設定｣画面を下へスクロールし､
｢ステップ4｣の｢受信設定｣を選択してください。

登録　

入力欄の中に「sunnypoint.jp」と入力し、
「登録」を選択してください。

sunnypoint.jp

指定受信リスト設定（なりすまし・転送ﾒｰﾙ
許可）
登録が完了しました。

登録数（１/200）　　　

★設定確認★
以下の指定先からのﾒｰﾙを受信します。

よろしいですか？

追加

登録　

再設定　

｢設定確認｣画面が表示されますので､
「sunnypoint.jp」になっていることを確認して
「登録」を選択してください。

これで設定完了です。

[sunnypoint. jp] 個別設定画面へ

設定により規制されたメールは再度受信する
ことができません。

(高) 設定にする
(中) 設定にする

[ 現在無効にする ]

(低) 設定にする

【なりすまし規制】

こちら
※なりすまし規制を設定して自動転送メール
を受信する場合は

指定受信リスト設定（なりすまし・転送ﾒｰﾙ
許可）

指定受信リスト設定（なりすまし・転送ﾒｰﾙ
許可）

ページ下へ

なりすまし規制を設定して自動転送メールを
受信したい場合に登録してください。

有効/リスト編集する
無効にする

設定を変更する場合は、次へお進み下さい。

　「指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール
許可）」の項目の「有効/リスト編集する」に
チェックを入れ「次へ」を選択してください。

「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メールアドレスを登録してくださ
い。

メール設定変更方法（指定受信リスト設定）

( スマホ ) 編AU

Step１ Step2 Step3

Step4 Step5 Step6

Step8Step7


