
「詳細設定/解除」ボタンを押した
あと、パスワードを入力します。

詳細/その他設定

その他設定

詳細設定/解除

spモードパスワード(数字4桁)

決定

「受信/拒否設定」メニューの「設
定」にチェックを入れて、次へ進
みます。

受信/拒否設定

設定解除

設定

次へ

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。

受信設定

4

「jgx.jp」を入力し登録ボタンを
押して完了です。

個別に受信したいドメイン
またはアドレス(後方一致)
ドメインとはメールアドレス
の＠より後ろの部分のこと
をいいます。

1

2

3

jgx.jp

登　録

スマートフォンの設定

認 証
迷惑ﾒｰﾙ対策では
・URL付きﾒｰﾙ拒否
・ﾒｰﾙ受信/拒否
・国際MMS拒否設定
・iﾓｰﾄﾞ/spﾓｰﾄﾞﾒｰﾙ大量送信
者からのﾒｰﾙ受信制限など
が設定できます。

決定

設定に進む場合はiﾓｰﾄﾞﾊﾟ
ｽﾜｰﾄﾞを入力して下さい。
(数字4桁)

iモードパスワードを入力し 「決
定」を選択。※パスワードの初期
値は「0000」です。

▼ステップ４
ｽﾃｯﾌﾟ1、2でﾁｪｯｸを外した
場合でも、個別にﾄﾞﾒｲﾝ
またはｱﾄﾞﾚｽを指定して
受信することができます。

受信設定

下へスクロール

この画面では下へスクロールし
て「ステップ４」の受信設定を選
択します。

迷惑メール対策
機能説明

▼URL付きﾒｰﾙ
　拒否設定
　設定
　設定解除
次へ

▼受信/拒否設定
　設定
　設定解除
次へ

「受信/拒否設定」の「設定」を選
択して「次へ」を選択します。

------------ ▼個別に受信したいﾄﾞﾒｲ
ﾝまたはｱﾄﾞﾚｽ（後方一致）

登録

1

2

3

4

jgx.jp

「個別に受信したいドメインアド
レス」に「jgx.jp」を入力して登録
ボタンを押します。

下へスクロール
一般的な携帯の設定

http://help.ecn.jgx.jp/d01/

QRコードを読み取るか下記URLに
アクセスしてください。

次のｱﾄﾞﾚｽからのﾒｰﾙを受
信します。
登録数(0/200)
↓ﾍﾟｰｼﾞ下へ

指定受信ﾘｽﾄ設定

前ﾍﾟｰｼﾞ 次ﾍﾟｰｼﾞ
登録

(1/10ページ)

jgx.jp

アドレス入力欄に「jgx.jp」を入
力して登録ボタンを押します。

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。

暗証番号の案内

送信 リセット

暗証番号を入力します。
※携帯電話を契約時に設定した
4ケタの暗証番号です。

「迷惑メールフィルター」または
「設定・確認する」をクリックしま
す。

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

迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ設定

「指定受信リスト設定」をクリッ
クします。

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

一般的な携帯の設定

アイコン 設定
Eメール設定

アドレス変更・その他の設定

スマートフォンの設定

「ステップ４」メニューの「受信設
定」をクリックします。

受信/拒否設定

iPhoneの場合

メッセージアイコンを
クリックします。

新規メッセージ作成画面で、
宛先「#5000」
本文「1234」を入力し
「送信」をタップ。
メールが返信されてきたら、
URLをクリック。「メールアド
レス変更・迷惑メールフィルタ
ー・自動転送」を選択します。

iMenu お客様サポート 3 各種設定

2.迷惑メール対策設定 詳細設定/解除

メール設定

QRが読み取れない場合は下記手順でお進みください。

http://help.ecn.jgx.jp/d02/

QRコードを読み取るか下記URLに
アクセスしてください。

spモードメールアプリを起動 メールアプリ

メール設定 その他

QRが読み取れない場合は下記手順でお進みください。

メール全般の設定

または

※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。

http://help.ecn.jgx.jp/a01/

QRコードを読み取るか下記URLに
アクセスしてください。

キー Eメール設定

または　　キー

QRが読み取れない場合は下記手順でお進みください。

迷惑メールフィルター

メールフィルター(※1)

安
否
確
認
シ
ス
テ
ム
か
ら
の

メ
ー
ル
を
受
信
す
る
設
定
方
法

新規メッセージ新規メッセージ キャンセルキャンセル

宛先：#5000

1234 送信
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メニュー内の「迷惑メールブロッ
ク設定」を選択して「次へ」を押し
ます。

画面の手順通り受信許可リスト
を利用開始に設定します。

Eメール(i)設定

メールアドレス変更

パスワード変更

新着ﾒｰﾙお知らせ

迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定

フォルダ管理

許可

受信許可ﾘｽﾄ

受信許可ﾘｽﾄから
のみ許可

受信許可リストの利用開始

利用開始

受信許可リスト　　  利用中
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「jgx.jp」を入力し「後方一致」に
チェックを入れて設定します。

受信許可リストへの追加

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの一部
（または全部）

照合方法

jgx.jp
完全一致
前方一致
後方一致
部分一致

以下の項目を入力してくだ
さい。

戻る 次へ

「追加」ボタンを押して次へ進み
ます。

受信許可リスト

・受信許可リストに登録した
メールアドレスは拒否設定
の影響を受けずに受信でき
ます。

登録がありません。
登録を追加するときは、追
加ボタンを押して下さい。

戻る 追加
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スマートフォンの設定

http://help.ecn.jgx.jp/s02/

QRコードを読み取るか下記URLに
アクセスしてください。

ブックマーク My Softbank

または「http://www.softbank.jp」へ直接アクセス

QRが読み取れない場合は下記手順でお進みください。

MySoftbankへログインします。

ログイン

09012341234

携帯電話番号

********
パスワード

メール設定

SMS/MMS

Eメール(i)

利用設定を「設定する」。次に
「jgx.jp」を入力し「後方一致」に
チェックを入れて設定します。

利用設定
設定しない
設定する

受信許可リスト設定

jgx.jp
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの一部 後方一致

戻る 設定する

迷惑メールブロックの設定

PC用画面になります。迷惑メー
ルブロックの設定を変更する。
個別設定はこちらを選択します。

変更する

個別設定

戻る 次へ

ブロック設定をカスタマイ
ズしてお好みの設定に変更
します。

個別設定はこちら

「受信許可リスト設定」を選択し
ます。

【Eメール】
　ｹｰﾀｲ/PHSからのみ許可

　受信許可ﾘｽﾄ設定

　受信拒否リスト設定
【電話番号メール】
　許可・拒否設定

変更後の設定

xxx@softbank.ne.jp
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MySoftbank

マイソフトバンクマイソフトバンク

Googlemy.softbank.jp/msb/d/ のメールアドレスをお使いの方は
Eメール(i)をクリックします。

xyz@i.softbank.jp

のメールアドレスをお使いの方は
「SMS/MMS」をクリックします。

Eﾒｰﾙを全て許可する

迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定

「かんたん設定」のいずれか、
もしくは「個別設定」を選択し
て「次へ」を押して下さい。

【かんたん設定】
　 推奨ﾌﾞﾛｯｸ設定
　 ｹｰﾀｲ/PHS設定
　 きっずｵｽｽﾒ設定

詳細に設定したい方はこちら
　 個別設定

次へ

個別設定を選択して、次へを押
します。

「迷惑メールブロック設定」を選
択します。

ﾒｰﾙ設定(ｱﾄﾞﾚｽ・迷惑ﾒｰﾙ等)

●現在の設定内容

■ﾒｰﾙ関連設定
■迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定

迷惑ﾒｰﾙﾌﾞﾛｯｸ設定
　（個別設定）

1.迷惑ﾒｰﾙﾌｨﾙﾀｰ
2.なりすましﾒｰﾙ拒否設定
3.ともだちﾒｰﾙ安心設定
4.URLﾘﾝｸ付きﾒｰﾙ拒否設定

5.受信許可・拒否設定

6.海外からのﾒｰﾙ拒否設定
　戻る

個別設定メニュー内の「5.受信
許可・拒否設定」を選択します。

受信許可・拒否設定

「受信許可リスト設定」を選択し
ます。

【Eﾒｰﾙ】
　ｹｰﾀｲ/PHSからのみ許可

　受信許可ﾘｽﾄ設定

　受信拒否ﾘｽﾄ設定
【電話番号ﾒｰﾙ】
　許可・拒否設定

「jgx.jp」を入力し「後」にチェッ
クを入れます。下へスクロール
して「設定する」を押します。

jgx.jp
完

1）

後 前 部

設定する

一般的な携帯の設定

http://help.ecn.jgx.jp/s01/

QRコードを読み取るか下記URLに
アクセスしてください。

QRが読み取れない場合は下記手順でお進みください。

Yahoo!ケータイ 0 設定・申込

１ メール設定(アドレス・迷惑メール等）

4 メール設定

[Eﾒｰﾙ]受信許可ﾘｽﾄ設定

利用設定

設定する

設定しない

Eﾒｰﾙを全て許可する

「有効/リスト編集する」または
「設定する」にチェックを入れて
「次へ」をクリックします。

[現在無効にする]

【指定受信ﾘｽﾄ設定】

有効/リスト編集する
無効にする

次へ

[現在設定しない]

指定受信ﾘｽﾄ設定

設定する
設定しない

次へ

または

Eメールアドレスの変更
その他設定

迷惑メールフィルター

└ｵｽｽﾒの設定はこちら

au by KDDIau by KDDI au by KDDIau by KDDI au by KDDIau by KDDI

docomodocomodocomodocomodocomodocomo

docomodocomodocomodocomo docomodocomo docomodocomo

SoftbankSoftbankSoftbankSoftbankSoftbankSoftbankSoftbankSoftbank SoftbankSoftbank


