
取小情報連絡メールマガジンのご案内 

 このシステムは、高浜市内や近隣地域で発生した事件・不審者など児童の安全確保する為

の防犯全般に関する情報や学校から連絡事項をメールにより配信するシステムです。 

 情報は、碧南警察署・高浜幹部交番や市教育委員会からの防犯情報や学校から運動会・遠

足・修学旅行などの開催や到着時刻等の連絡を配信いたします。この機会に、是非ご登録い

ただきますようお願いします。 
 
 １ はじめに、登録する携帯・スマートフォンで「ｐｏｓｔｍａｓｔｅｒ＠ 

ｔｏｒｉｓｙｏ．ｃｏｍ及びｐｏｓｔｍａｓｔｅｒ＠ｔｏｒｉｓｙｏ． 
ｓａｋｕｒａ．ｎｅ．ｊｐ」を受信できるように、指定受信設定を必ず 

   行ってください。※パソコンよりのメールの受信拒否設定がされている場合は登録・
受信が出来ません。 
別紙の（ドメイン指定受信操作方法）に従い、受信出来るようにしてください。    

２ お手持ちの携帯電話又はパソコンのインターネット（ウェブ）画面より、 
    http://www.torisyo.com/mail/ にアクセスしてください。 
 ３ お子様の学年をクリックしてください。その後、クラスを選択してください。 

 ４ 配信を希望するメールアドレスとお名前を入力してください。 

 例：配信希望アドレス  △△△△@○○○.ne.jp  お名前（生徒名） 高浜太郎 

 ５ 入力したメールアドレス等を再度ご確認ください。 

 ６ 確認できたら「【ＰＵＳＨ】登録確認」ボタンをクリックしてください。 

 ７ メルマガ配信登録で再度ご確認後、正しければ「【ＰＵＳＨ】登録確認」をクリックし
てください。  ～ 登録したアドレスに登録完了メールが配信されます。 ～ 

 ※ 登録完了メールが届かない時は、上記 「１」から再度操作をやり直してください。 
 
 
 

 １ お手持ちの携帯電話又はパソコンのインターネット（ウェブ）画面より、 
    http://www.torisyo.com/mail / にアクセスしてください。 
 ２ お子様の登録された学年をクリックしてください。その後、クラスを選択してください。 
 ３ メルマガ配信登録画面の下の方の▼メルマガ配信解除画面で解除するメールアドレス

を入力してください。入力したメールアドレスを再度ご確認ください。 

 ４ 確認できたら「【ＰＵＳＨ】解除確認」ボタンをクリックしてください。 

 ５ 配信解除の送信画面でご確認後、正しければ「【ＰＵＳＨ】配信解除」をクリックして
ください。  ～ 解除したアドレスに解除完了メールが配信されます。 ～ 

 
 ※ システムの都合上、登録するアドレスは児童一人に対して２つまででお願いします。 
 
 ※ システムの都合上、受信したメールに返信は出来ません。 

 

※ 情報提供料は無料ですが、多少の通信料（パケット代）が 

   発生します。（パケット代は、契約状況により異なります。） 

（問い合わせ先）取小学校 校務まで   ５３－０３４２  

登録の手順 

解除の手順 

 

防犯情報！ 



高浜市内の情報連絡メールマガジンの登録をされる際に、必ず下記の要領で携帯電話会社別の操作方法に
則って、パソコンからのメールを受信できる設定を行ってください（迷惑メールは届かない設定です）。
お子様のクラスに何度登録しても完了メールが届かない方は必ず実施してください。

☆．初めに、携帯メールのアドレスを登録される方は必ず下記の操作を携帯電話で行ってください。

①「　ｉ　」ボタン 　　　　　　　　　　①「メール」を選択します。
　を押します。

②「メール設定」を選択します。

② 「　０　お客様
サポートＦＲＥＥ」
をカーソルで
選択します。

　③　「その他」を選択
　　　　　します。

③「３各種設定（確認・
　変更・利用」の下の
メールの設定や迷惑
メール対策の設定を
　　　　 選択します。 ④「メール全般の設定」

　　を選択します。

④　「受信／拒否設定」 ⑤「詳細設定／解除」を
をカーソルで選択後 　　選択します。

「次へ」を選択します。

　⑥パスワードを入力後、

　　　決定を選択します。

⑤パスワード
（通常は００００）を
入力して設定を選択
します。
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　⑥　ステップ４の ⑦　受信／拒否設定で
　　「受信設定」を 　　「次へ」を選択します。
　　カーソルで選択
　　します。

⑦　▼受信／拒否設定 　⑧　ステップ４
　　の「設定」をカーソルで 　　　「受信設定」を
選択し「次へ」を選択します。 　　　選択します。

⑨　宛先指定受信登録を
　　行います。

　⑧　 　　ここに
宛先指定受信登録を 　ｐｏｓｔｍａｓｔｅｒ＠
行います。 　　toriｓｙｏ．com
ここに 　　及び
　ｐｏｓｔｍａｓｔｅｒ＠ 　　ｐｏｓｔｍａｓｔｅｒ＠
　　ｔｏｒｉｓｙｏ． ｔｏｒｉｓｙｏ．
　ｃｏｍ　及び 　　ｓａｋｕｒａ．ｎｅ ．ｊｐ
ｐｏｓｔｍａｓｔｅｒ＠ を入力します。
ｔｏｒｉｓｙｏ．
ｓａｋｕｒａ． ｎｅ．

ｊｐ
を入力します。
アドレスの入力間違い
がないかを確認後、
「登録」を選択します。

⑩　アドレスの
　　入力間違いが
　ないかを確認後、
　「登録」を選択
　します。

⑨　以上で
　終了です。 　以上で終了です。



ａｕ携帯はセキュリティーシステムを独自に強化されました。その為、メールマガジンに登録が
出来ている方でも、メールが受信出来ないことが判明しましたので、下記の要領で携帯電話毎に受信出来るように
お手数ですが設定をお願いします。難しいと思われる方はａｕショップ高浜店まで用紙を持参してご相談ください。

①「メール」ボタン　 ⑦【指定受信 ⑫また、□の中
を押します。 リスト設定】で に、

設定するに　・
を付けて、
｢次へ」を選択

②「０　迷惑メール してください。 を打ち込みます。
フィルターＦＲＥＥ

をカーソルで選択 ⑧指定受信 ⑬★設定確認★
します。 リスト設定で でアドレスが正し

□の中に受信 ければ「登録」を
アドレスを 選択します。
打ち込みます。

③迷惑メール
フィルター設定
の「設定・確認 ⑭登録完了画面
する」をカーソル で再度、「詳細
で選択します。 設定トップへ」を

選択します。
例）は港小に

④暗証番号を なっています。
打ち込み、送信 ⑮一括指定受信
をカーソルで 画面に戻ります
選択します。 ⑨打ち込んだ ので、また、

アドレスが正し カーソルを下に
ければ、登録 移動させて、
を選択します。 【拒否通知メール

⑤詳細設定に 返信設定】で
カーソルを合わ 「返信する」に
せて、選択し ⑩まだ設定が ・を付けて、「次
ます。 続きますので、 へ」を選択し

「詳細設定 ます。
トップへ」を
選択します。 ⑯【拒否通知

メール返信
設定】画面で

⑪一括指定受信 【返信する】に
画面に戻ります 変更します。で

⑥一括指定受信 ので、また、 「登録」を選択し
画面になったら、 カーソルを下に てください。
カーソルを下の 移動させ、【指定
方に移動させ、 受信リスト設定（ ⑰左の[返信する
「指定受信 なりすまし・転送 ]に変更しました。
　リスト設定」 メール許可】で が画面にでたら
まで進んで 設定に　・　を 終了です。
ください。 付け、次へを

　　　選択します。

高取小学校メールマガジン　ａｕ携帯　受信設定方法　　２０１４．４版

postmaster@
torisyo.
com

postmaster@
torisyo.
com



高浜市内の情報連絡メールマガジンの登録をされる際に、必ず下記の要領で操作し
パソコンからのメールを受信できる設定を行ってください（迷惑メールは届かない設定です）。
お子様のクラスに何度登録しても完了メールが届かない方は必ず実施してください。

☆．初めに、携帯メールのアドレスを登録される方は必ず下記の操作を携帯電話で行ってください。

①「　Ｙ！」ボタン ⑥「救済リストの追加」

　を押します。 を選択します。

⑦ここの青い
　部分を選択し
　てください。

②「０　設定・申込」を
　　選択します。

　⑧ここに
を入力して
　　ください。

③　「メール設定」を選択します。

※例として南中のアドレスを表示しています。

　⑨　入力したアドレス
　　　　が正しければ

④「メール設定（アドレス・ 　　　　「ＯＫ」を選択して

　　迷惑メール等）」を 　　　　ください。

　　選択します。

⑤　「転送メール／メーリング
リストの受信設定はこちら」
を選択します。

⑩　「なりすまし救済
　　　リスト設定」画面が
　　　表示されれば終了
　　　です。
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高浜市内の情報連絡メールマガジンの登録をされる際に、必ず下記の要領で操作し
パソコンからのメールを受信できる設定を行ってください（迷惑メールは届かない設定です）。
お子様のクラスに何度登録しても完了メールが届かない方は必ず実施してください。

☆．初めに、携帯メールのアドレスを登録される方は必ず下記の操作を携帯電話で行ってください。

①　　「Ｓａｆａｒｉ」をタップします。 ⑦　「なりすましメール　救済リスト設定」で

②　　「Ｍｙ　Ｓｏｆｔｂａｎｋ」をタップします。 を入力します。

　③　「ログイン」をタップします。

④　携帯電話番とパスワードを
　　　入力しログインします。

⑧　アドレスが正しく入力できたか確認します。
よければ、「設定する」をタップします。

　⑤　「迷惑メール対策を行う」
　　　　をタップします。

⑥　「救済リストの設定」を
　タップします。

⑨　設定が完了
　　しました。
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