
携帯 メール 連絡網のマメール　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

連絡網に必要な機能を実現しています
会員（保護者･メンバー･社員）の携帯に一斉にメール配信できます。
メールの送信のみで簡単に入会･退会できます。（入会パスワードによる制限も可）
会員管理をすることができます。（入会・退会・プロフィール編集・検索）
独自のプロフィール項目でグループ分けができます。
特定のグループ（学年･地域）のみに配信することができます。
メールを開いたか開封確認ができます。
出欠確認などができます。その集計もできます。（アンケート機能）
出欠確認などに対して、出席者のみ、欠席者のみなど抽出して配信できます。
個別会員からのお問い合わせを受け付けることができます。返信もできます。
日時を指定して配信予約ができます。
画像はもちろん住所や緯度経度を指定して作成した地図を添付できます。
携帯・スマートフォン・パソコンのどれでも最適化された専用画面で操作できます。
送信者も受信者もお互いのメールアドレスを知られる事なくやり取りできます。
アドレスの変更などで未達となった会員は自動的に削除され管理者に通知されます。
まとメール機能で複数契約の会員をひとまとめにして一斉送信等が可能。
ベリサイン社のSSLで管理者の操作は暗号化通信されています。
スマートフォンに対応した操作画面で快適にご利用いただけます。
弊社及び他社の広告は一切入りません。
複数の管理者で共用することができます。
会員一覧や開封確認、アンケート結果をダウンロードして表計算ソフトで活用可能。
東日本大震災でも、一度もシステムダウンが発生していません。
計画停電が実施されても十分にもちこたえられる電源設備を保有しています。
夜間・昼間の一日二回。バックアップを実施して皆様の大切なデータを保護していま
す。

連絡網にこんな機能があったら！そんな機能も実現しています
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基本利用料 
1,000人、月額 3,240円 

少人数でのご利用の場合 
50人～、年額 6,500円～ 
人数に合わせてお選び下さい。

ご利用料金の詳細
すべての機能をご利用頂けます 

月間配信数は無制限

日本には、弊社以外にも、数多く
のメール連絡網サービスがござい
ます。機能的にも優れた連絡網
サービスはたくさんあります。 
お客様の利用環境やご希望にあわ
せて、最適な連絡網サービスをお
選び頂くことをおすすめしていま
す。 

マ･メールコンセプト

 Yahooブックマーク登録

採用されている連絡網の形態
保育園連絡網
幼稚園連絡網
学童保育連絡網
小学校連絡網
中学校連絡網
高校連絡網
大学連絡網
専門学校連絡網
養護学校連絡網
子ども会連絡網
PTA連絡網
学校職員連絡網
消防連絡網
消防団連絡網
スポーツクラブ連絡網
野球チーム連絡網
サポーター連絡網
社内連絡網
プール連絡網
子供の安全連絡網
災害連絡網
緊急連絡網
非常時連絡網
教育委員会連絡網
防災連絡網
企業の安否確認連絡網
営業担当者連絡網
部活動連絡網
クラブ活動連絡網
サークル連絡網
OB連絡網
アルバイト管理連絡網
派遣職員管理連絡網
農作物飼育管理連絡網
老人ホーム連絡網

安定稼動15年目 
3,600契約超の利用実績 
会員数800,000人超

導入事例

携帯メールのドメイン指定受信の設定をカンタンに行える方法を提供しています。
管理画面にアクセスすることなく、メールの送信のみで一斉配信できます。
同様にして、メールの送信のみで全会員から抽出したグループに配信できます。
定期的にメールを自動配信できます。自動繰り返しもできます。
プロフィールの未登会員に登録お願いメールを一斉配信できます。
プロフィール登録操作がうまくできない会員に代わって管理者が登録できます。
携帯で管理画面にログインするときのIDとPASSの入力を省略できます。
年度替りなどに、属性を一括変更できます。（1年生を2年生になど）
会員を一括削除できます。（年度替りに便利です）
よく配信する内容をテンプレートにして保存できます。
件名に自動ナンバリングできます。（会員からの問い合わせに便利です）
自動返信メールの文面の編集ができます。
画像や地図の送信ができます。

まだまだあります！便利な連絡網の機能
空メール入会を停止できます。（入会退会は管理者のみで行えます）
会員個別にメールできます。
会員からの個別の問い合わせに自動応答メッセージを返信できます。
非会員からのお問い合わせに自動応答メッセージを返信できます。
入会・退会・お問い合わせの自動応答メッセージの文面を編集できます。
配信開始・配信終了を管理者にメールでお知らせします。
フッター（メールの最下部の電話番号など）を自動的にセットできます。
一斉配信メールに対する返信を集計仕分けできます。
会員と管理者は個人のアドレスを知られることなくメールでやり取りすることができま
す。
予約配信は、毎月や毎週など柔軟に予約できます。

さあ！今すぐ始めましょう

30日間お試しいただいても、お気に召さない場合は一切料金がかかりません。
ご事情により、無料お試し期間をさらに延長できます。
一旦、年度末までで契約してご利用していただき次年度分より1年払い契約にできます。
弊社は実在が証明されている会社です。安心してお申し込みください。
導入実績3,300超（2014年3月現在）、全国全県でご利用いただいております。

マ･メール連絡網ご利用者様の声／導入事例
→ 速報！新型インフルエンザ対策ではこんなやり取りが

1月1日より本運用させていただいております。 
トラブルもなく、安定したシステムには満足しております。 
 
無料のメールサービスも検討しましたが、 
広告のメールが入ることが問題視され、 
有料でもセキュリティもしっかりしているマメールの導入を決定いたしました。 
 
また御社のHPがわかり易く説明してあり、 
不安なく導入に踏み切ることができました。 
また、電話で問合せた時に対応いただいた方が大変親切で、 
見積書作成など迅速に対応していただけたのも、マメール導入の決めてとなりました。 
 
登録推進のアイデアもHPに掲載してあり、 
我々も名刺サイズのQRコード入りの「登録のお願い」を作成させていただきました。 
 
問題点はがあるとするならば登録時にマメールサーバーにメールを送っただけで登録が終了したと
思ってしまうメンバーが多かったことでしょうか。 
プロフィール入力画面へのリンクが画面下のほうなので見落としてしまうようです。 
 
メンバーにも好評ではやくも「ぜひ来年も！」などという意見も出ております。 
管理者としては、抽出配信、予約配信の機能が非常にありがたいです。 
以上、簡単ではありますが導入しての感想です。 
  
茨城県　地域活動
小学校ＰＴＡにて連絡に使用するために、 
最初４社競合しました。マメールさんに決めた理由は、 
①価格 
②お試しがあって使用方法の練習ができたこと、が大きかったです。 
少々困っている点は、空メールまたは「入会」の２文字を入れて入会するとき、入会できずにハネ
られる人が思ったより多かったことです。 
大抵は自動署名のせいですが、自分では署名をはずせない人も結構いたりします。 
後ろに署名が付いていても、最初に「入会」が付いていたら入会できるようにならないものかと思
います。 
※この件につきましては既に対応させていただきました。 
PTA全会員に入会してもらえば用途ももっと広がると思っていますが、 
いまのところ７割です。一度入会に失敗すると諦めてしまう人も居て、こちらも努力しているとこ
ろです。 
セキュリティと簡便さの板ばさみと、携帯の設定が自分では変えられない人が結構いる事が悩みの
種ですね。 
マメールさんを始めて、校外学習(特にお弁当が必要なもの）が微妙な天候で延期になった時などに

http://www.mamailcn.com/try/concept.html
javascript:void window.open('http://bookmarks.yahoo.co.jp/bookmarklet/showpopup?t='+encodeURIComponent(document.title)+'&u='+encodeURIComponent(window.location.href)+'&opener=bm&ei=UTF-8','popup','width=550px,height=480px,status=1,location=0,resizable=1,scrollbars=0,left=100,top=50',0);
file:///V|/mamailcn/www/mamail_cn/user/
http://www.mamailcn.com/QandA/007.html
http://www.mamailcn.com/user/022.html


ご利用者様の所在地 
お陰様で、全県に 

ご利用者様がいらっしゃいます
北海道 青森県 岩手県 宮城県 
秋田県 山形県 福島県 茨城県 
栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 

東京都 神奈川県 山梨県 
静岡県 長野県 新潟県 富山県 
石川県 福井県 岐阜県 愛知県 
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 

兵庫県 奈良県 和歌山県 
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 
山口県 徳島県 香川県 愛媛県 
高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島 

沖縄県  

導入事例

わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

連絡を入れると、行けたかどうか心配していたのと次回のお弁当作りの算段が付いたとの事で、喜
ばれました。（働くお母さんはお弁当が必要な朝は、夜勤明けや早出を交代したりします。） 
私達のようなPTAが使用する様々な用途の提案をしていただけたら、うれしく思います。ホーム
ページ、チェックしますね。 
今後ともよろしくお願いいたします。 
  
広島県　PTA
携帯からのアクセスが可能なことがとても役に立ちます。 
配信予約ができるのも便利だと思います。 
低料金でこれだけのシステムが利用できるのも他にはなく、広告がないため慣れていない方でも簡
単に登録できるのが良かったです。 
ただ管理する方はパソコンに精通している人でないと難しいのかなと思います。携帯のメールは使
いこなす方は増えましたが、代わりにパソコンはインターネットのみの方もまだまだ多く、一人の
方が引き続き管理するならよいのですが、管理者が変わるときには、それなりの人選が必要なこと
も確かで、使いこなすにはそれなりの環境も必要ですね。 
  
静岡県　サークル
導入のきっかけは、 
・教育機関も利用されていることが書かれていたため 
・料金が良心的であるため 
・月間配信数は無制限であるため 
・アンケート機能があるため 
試運転として64名の保護者に協力していただきました。 
その結果 
・携帯電話を持っていない　2名 
・受信設定がわからない　6名ほど 
・アンケートで、項目を選択しずらい（今回は項目の文章が長めだったため、1行では表示しきれ
ないものもありました） 
・「開封確認必要」で配信した際、リンク先をクリックするとパケット通信料が発生してしまう、
というご意見が数件 
配信する側の私としましても、とても使いやすく、使いこなせれば大きな効率化を計ることができ
ます。また、幼稚園という場ですと些細なことでもお手紙配布となりますが、 
メール連絡網を使用すればペーパーレスとなり環境にもやさしいですし、携帯にデータとして残っ
ているので、受ける側も便利なのではと思っております。 
ただ、文字数の制限があるため、どこまで対応できるかという部分もありますが・・・・ 
また、メール連絡網に対応できない人をどのように管理し、連絡していくか、さらに緊急連絡時の
際、開封確認が取れない人へはどのように対応するかなど検討課題もあります。 
試運転協力者の98％がこのようなメール連絡網に賛成という結果でしたので、本運転を行いたいと
思っております。 
  
神奈川県　幼稚園
いつもお世話になりありがとうございます。本校では職員間の緊急連絡用および生徒・保護者への
連絡用としてマメールを利用させていただいています。 
個人情報保護法の施行以降、個人情報の管理に相当神経を使わなければならなくなりました。そう
した中で緊急時に情報を短時間で、一斉に、簡単に連絡する手段として便利に利用させていただい
ています。 
当初は、主として緊急連絡用としての役割を考えていましたが、学校行事の参加依頼等のご案内
や、修学旅行実施時には毎日の様子を該当学年の保護者様にお知らせするなど、学校と生徒・保護
者間のコミュニケーションツールとして有意義に利用させていただいており、皆様から情報が密に
なったことを喜んでいただいています。 
今後とも「開かれた学校づくり」に役立てていきたいと考えています。 
そこでお願いですが、携帯電話であるがゆえの便利さとは裏腹に、携帯会社の変更やメールアドレ
スの変更が多いため、メールが届かず削除されてしまうことが多くあります。削除済み会員につい
ては履歴で表示されるようになったこと、削除理由がわかるようになったこと等更新していただき
ましたが、次回の更新ではぜひプロフィール内容を表示していただくようお願いします。 
年度末が近づき、近日中に所属グループ編集を行うことになりますが、一括編集ができるように
なったということで大変ありがたく思います。 
引き続き有効に活用させていただきますので今後ともよろしくお願いいたします。 
 
※削除済み会員のプロフィール表示については対応いたしました。 
  
岐阜県　高校
ご利用者様の声/導入事例をもっと見る 
マメールが選ばれた理由を見る

弊社から連絡網ご利用者様にお約束すること
大切な会員様に、弊社からメールを送ることは一切いたしません。
弊社及び他社の広告を一斉配信メールに掲載することは一切いたしません。
会員様のメールアドレスは厳重に管理し、第三者に一切公開いたしません。
ご契約者様の学校名や会社名、サークル名等は、一切公開いたしません。
無料お試しをしていただいたからと言って、しつこい営業などは一切いたしません。
※契約者様の同意をいただいた場合はこの限りではありません。 
※警察などの関係機関からの法に則った問い合わせの場合は開示する場合がございます。

マ･メール連絡網のこれから
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携帯メール連絡網システム「マメール」は、2001年にサービス開始してから、多くのユーザー様
からご支持をいただき、現在までに3600契約超、80万人以上の皆様ご利用いただくサービスに成
長いたしました。これまで、全国のいろいろな団体にご利用いただく中で、 
「こんな機能があったら良いのに」 
「使い勝手がこうなったらもっと使いやすいのに」等々 
実際の現場の意見を数多く頂き、その都度できる事は実現し、常に進化してまいりました。 
おかげさまで現在では、20名程度のサークルから、5,000名規模の団体、 
北は北海道から、南は沖縄、さまざまな学校･団体･会社で連絡網としてご利用いただいておりま
す。 
こうした、各種各様の使用状況でお客様にご利用いただくことにより、 
我々が気付かなかった、ご要望も沢山いただくようになりました。 
マ･メール連絡網はこれまでも、これからも、 
本当の現場の意見、利用者の意見をでき得る限り反映し、 
日本で最も使いやすい携帯メール連絡網を目指して進化し続けております。
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ご利用料金 費用について　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

ご利用料金について
 > ホーム > 導入の流れ > ご利用料金 <<戻る

 
ご利用料金
 

ご利用人数 年払い金額 半年払い金額 月払い金額
５０人まで ６，５００円 - -

１００人まで １１，０００円 - -
２００人まで １５，０００円 - -
３００人まで １９，０００円 - -
４００人まで ２４，０００円 - -
５００人まで ２８，０００円 - -

１，０００人まで ３５，０００円 １９，０００円 ３，２４０円
２，０００人まで ４７，０００円 ２５，０００円 ４、３２０円
３，０００人まで ５７，０００円 ３１，０００円 ５，４００円
４，０００人まで ６８，０００円 ３８，０００円 ６，４８０円
５，０００人まで ８１，０００円 ４４，０００円 ７，５６０円
５，０００人以上 ご相談ください

【ご注意】 

※「ご利用人数」とは登録可能なメールアドレス数を表しています。 

※消費税増税等に連動してご利用料金表は改定されます。

料金は会員数にあわせてお選び下さい。

小規模な団体（50名）～お選びいただけます。 

1,000人未満のご契約は、1年一括払いのみとさせていただきます。 

本運用をご契約頂いた場合のみ費用が発生します

無料お試しは、完全無料です。ご契約いただかない場合は費用は一切発生いたしません。 

詳細は導入の流れをご参照下さい 

 

弊社にお支払い頂く費用は上記料金表以外一切不要です

表示料金には消費税が含まれています。 

振込み等にかかる手数料につきましてはご利用者様のご負担となります。 

ご利用に係わる通信料（インターネット接続料金）はご利用者様のご負担となります。 

通信料につきましては、プロバイダー、キャリアーとのご契約により異なります。 
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・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

お支払方法は柔軟に対応させていただきます

「初回のみ年度末（3月31日等）まで月割でお支払いいただき、次年度より1年払い」といっ

たお支払い方法にも対応させていただいておりますのでご相談ください。 

契約期間内の人数変更について

契約期間内に、契約人数が増加した場合、残存期間分の費用を月割計算し請求させていただ

きます。 

通常のご利用以外の費用について

プロフィール項目の設定変更など、通常のご利用以外の作業が発生した場合には、別途費用

がかかる場合がございます。 

平成27年1月21日よりプロフィール設定はご自身で行えるようになりました。 
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無料お試し　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

マ･メール連絡網を無料お試し
 > ホーム > 導入の流れ > 無料お試し <<戻る
マ･メール連絡網は、まずは30日間の無料お試しにお申し込み下さい。 
お試しされて、お気に召さなければ費用は一切かかりません。 
 
 
 
無料お試しから本運用までの流れはこちら
お試し前にご準備下さい。

メールアドレス（アカウント）

xxx@mamail.jpのxxxの部分が入会や配信用の専用のメールアドレスになります。 

ご自由にお決め下さい。 

会員の方が携帯電話で入力しやすいアドレスが良いですが、あまりにも短いアドレスはおす

すめできません。また、このアドレスは極力部外者には知られないようにした方が良いで

しょう。 

プロフィール項目をお考え下さい

マ･メールでは、オリジナルなプロフィールを収集する事ができます。 

学齢や通学路、役職といった項目です。 

プロフィールに基づき、特定の会員のみに配信できます。 

入力項目があまり多くならないように注意しましょう。 

※プロフィールは「無料お試し」していただく中でお決めいただけますので最初はあまり厳
密にお考えいただかなくても大丈夫です。本運用までに完全になるようにしましょう。
プロフィールの設定例を見る
プロフィールの設定マニュアルをPDFでダウンロードする
お試しに際してのご注意点

お申し込みの「受付確認」や「設定完了報告」などのご連絡は、すべてメールで行います。

ご連絡メールアドレスはお間違いにならないようご注意願います。 

 
※午後3時30分までのお申込みは、極力当日中に設定を完了いたします。 

午後3時30分以降のお申込みにつきましては、翌営業日までお待ちいただく場合がございま

すのであらかじめご了承ください。 

　 

【お願い】 

https://www.mamail.jp/login.cgi?mag=3
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/user
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/try/ryoukin.html
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/QandA
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/news
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/try/001.html
http://www.mamailcn.com/try/ryoukin.html
http://www.mamailcn.com/try/concept.html
http://www.mamailcn.com/try/saiyou.html
http://www.mamailcn.com/try/saiyou2.html
http://www.mamailcn.com/try/saiyou3.html
http://www.mamailcn.com/try/saiyou.html
http://www.mamailcn.com/special_report.html
http://www.mamailcn.com/benri/
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/QandA/008.html
http://www.mamailcn.com/nendogawari.html
http://www.mamailcn.com/pdf.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
javascript:history.back();
http://www.mamailcn.com/try/001.html
http://www.mamailcn.com/pdf/profile_20150122.pdf
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平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

お電話をお使いいただくお申し込みは大変混雑しており、場合によってはご利用いただける

まで数日を要する場合がございます。

無料お試しの申し込み

下のボタンをクリックして無料お試しをお申し込み下さい。 

数分でお申込み完了できます。 

 

お申し込みはこのボタンをクリックしてください。（SSL暗号化） 

 
別画面で開きます。 

開かない場合はShiftキーを押しながらクリックするか、 

ポップアップブロックを解除してからクリックしてください。 

 
SSL暗号化を利用しないお申し込みはこちら 

 

以下の団体様でご利用される方は簡単にお申し込みできます

幼稚園・保育園 

会社・企業 

介護施設 

学童保育 

特別支援学校 

小学校 

中学校 

高等学校 

大学 

町内会・自治体 

以上の団体でご利用される方は、そのリンクをクリックしてお申込みください。マメールで

良く利用されている実績のあるプロフィールのサンプルを参考にして簡単にお申込みできま

す。 

 
現在の無料お試し状況

【SSLによるお申込み（推奨）】 【SSLを使用しないお申込み】
うまく表示されない、よくわからない方へ
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申し込みフォームがうまく表示されない方、申し込み方法がよくわからない方、プロフィー

ルをどのようにしたら良いか相談したい方など、どんなことでもお気軽にお問い合わせ下さ

い。 

 
TEL：0576-53-0128 

email:support@mamail.jp 
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 幼稚園・保育園で利用する場合　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

幼稚園・保育園メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 幼稚園・保育園 <<戻る

幼稚園・保育園で利用される場合

幼稚園・保育園様では保護者の皆様へのバスの遅延情報や運動会や発表会など各種イベント

の連絡に良く使用されています。また同時に職員間の連絡にもご利用できるようにちょっと

した工夫がしてあります。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます 

保護者の方に入力していただく際の画面

入会していただいた保護者様には、以下のような画面を入力していただき、幼稚園・保育園

様側では送信する際の情報として活用します。

保護者の方との連絡網としてご利用するのはもちろん、

ちょっとした工夫で職員間の連絡網として併用することもで

きます。 

 
 
【お名前】 

保護者・職員の方のお名前を入力します。 

 
 
【園児名】 

お子さまが複数おられる場合は、スペースで区切って全て入

力します。 

職員の方は、「職員」と入力してもらいましょう。 

 
 
 
【学齢】 

お子さまの該当のクラスにチェックします。 

学齢の末尾に「職員」を含めました。 

そうすることによって、職員の方だけを抽出して連絡するこ

とができます。 

 
 
 

 
【バスコース】 
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バスコース別に遅延情報を配信するためにコースを分けます。 

バスコースの末尾に「利用しない」を含めました。 

職員の方は、「利用しない」を選んでもらいましょう。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力項目

【お名前】 

保護者の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【園児名】 

園児名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいます。 

職員の方は園児名に「職員」と入力してもらうと良いでしょう。 

　 

【学齢】 

学齢ごとに送信することができるようになります。 

「職員」を学齢の中に含めておき、職員だけの専用連絡網としても利用できるようにしま

す。もちろん職員の方だけがチェックをオンにします。 

　 

【バスコース】 

バスの遅延情報等を送信する際に使用します。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 小学校　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

小学校メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 小学校 <<戻る

小学校で利用される場合

小学校様では父兄の皆様へ運動会や発表会など各種イベントの連絡やPTA区分ごとに連絡す

るためによく使用されています。また同時に職員間の連絡にもご利用できるようにちょっと

した工夫がしてあります。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

父兄の方に入力していただく際の画面

入会していただいた父兄様には、以下のような画面を入力していただき、小学校様側では送

信する際の情報として活用します。

父兄の方との連絡網としてご利用するのはもちろん、ちょっ

とした工夫で職員間の連絡網として併用することもできま

す。 

 
 
【お名前】 

父兄の方、職員の方のお名前を入力します。 

 
 
【児童名】 

児童名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいま

す。 

教職員の方は、「教職員」と入力してもらいましょう。 

 
 
 
 
【学年】 

お子さまの該当の学年にチェックします。学年ごとに送信す

ることができるようになります。 

学年の末尾に「教職員」を含めました。 

そうすることによって、教職員の方だけを抽出して連絡する

ことができます。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 
 
 
 
 
 
 
【PTA区分】 

PTA区分ごとに送信することができます。 

PTA区分の末尾に「教職員」を含めました。 

教職員の方は、「教職員」を選んでもらいましょう。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力項目

【お名前】 

父兄の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【児童名】 

児童名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいます。 

教職員の方は児童名に「教職員」と入力してもらうと良いでしょう。 

　 

【学年】 

学年ごとに送信することができるようになります。 

「教職員」を学年の中に含めておき、教職員だけの専用連絡網としても利用できるようにし

ます。もちろん教職員の方だけがチェックをオンにします。 

　 

【PTA区分】 

PTA区分別に送信する際に使用します。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 小学校 <<戻る
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 中学校　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

中学校メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 中学校 <<戻る

中学校で利用される場合

中学校様では父兄の皆様へ運動会や発表会など各種イベントの連絡やPTA活動連絡、部活動

ごとの連絡網によく使用されています。また同時に職員間の連絡にもご利用できるように

ちょっとした工夫がしてあります。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

父兄の方に入力していただく際の画面

入会していただいた父兄様には、以下のような画面を入力していただき、中学校様側では送

信する際の情報として活用します。

父兄の方との連絡網としてご利用するのはもちろん、ちょっ

とした工夫で職員間の連絡網として併用することもできま

す。 

 
 
【お名前】 

父兄の方、教職員の方のお名前を入力します。 

 
 
【生徒名】 

生徒名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいま

す。 

教職員の方は、「教職員」と入力してもらいましょう。 

 
 
 
【学年】 

お子さまの該当の学年にチェックします。学年ごとに送信す

ることができるようになります。 

学年の末尾に「教職員」を含めました。 

そうすることによって、教職員の方だけを抽出して連絡する

ことができます。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 
【部活動】 

お子さまの該当の部活動にチェックします。部活動の連絡網

としても利用できます。 

部活動の末尾に「所属なし」を含めました。 

部活動に所属していない方は、「所属なし」を選んでもらい

ましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【PTA区分】 

PTA区分別に送信することができます。 

PTA区分の末尾に「教職員」を含めました。 

教職員の方は、「教職員」を選んでもらいましょう。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力項目

【お名前】 

父兄の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【生徒名】 

生徒名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいます。 

教職員の方は児童名に「教職員」と入力してもらうと良いでしょう。 

　 

【学年】 

学年ごとに送信することができるようになります。 

「教職員」を学年の中に含めておき、教職員だけの専用連絡網としても利用できるようにし

ます。もちろん教職員の方だけがチェックをオンにします。 

 
【部活動】 

部活動別に送信する際に使用します。 

　 

【PTA区分】 
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PTA区分別に送信する際に使用します。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 中学校 <<戻る

https://www.mamail.jp/cgi-bin/mamail/mousikomi.cgi?mag=3&title1=%c0%b8%c5%cc%cc%be&method1=2&value1=&title2=%b3%d8%c7%af&method2=4&value2=1%c7%af%2c2%c7%af%2c3%c7%af%2c%b6%b5%bf%a6%b0%f7&title3=%c9%f4%b3%e8%c6%b0&method3=4&value3=%cc%ee%b5%e5%2c%a5%b5%a5%c3%a5%ab%a1%bc%2c%c3%cb%bb%d2%a5%d0%a5%ec%a1%bc%2c%bd%f7%bb%d2%a5%d0%a5%ec%a1%bc%2c%c3%cb%bb%d2%a5%d0%a5%b9%a5%b1%2c%bd%f7%bb%d2%a5%d0%a5%b9%a5%b1%2c%c3%cb%bb%d2%a5%c6%a5%cb%a5%b9%2c%bd%f7%bb%d2%a5%c6%a5%cb%a5%b9%2c%a5%b5%a5%c3%a5%ab%a1%bc%2c%ce%a6%be%e5%2c%c3%cb%bb%d2%c2%ee%b5%e5%2c%bd%f7%bb%d2%c2%ee%b5%e5%2c%b7%f5%c6%bb%2c%bd%ea%c2%b0%a4%ca%a4%b7&title4=PTA%b6%e8%ca%ac&method4=4&value4=%cb%dc%c9%f4%cc%f2%b0%f7%2c%b1%bf%b1%c4%b0%d1%b0%f7%2c%b3%d8%b5%e9%b0%d1%b0%f7%2c%b0%ec%c8%cc%b2%f1%b0%f7%2c%b6%b5%bf%a6%b0%f7
javascript:window.scroll(0,0)
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/kantan
http://www.mamailcn.com/kantan/003.html
javascript:history.back();
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/user
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/QandA
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/news
http://www.omni.ne.jp/
http://www.omni.ne.jp/
http://www.omni.ne.jp/mamail/renraku/renraku.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailsp.com/
http://www.mamailcn.com/omni/cms/query.cgi?form_no=1&form_path=query/mail.html
http://www.mamailcn.com/query/
http://www.mamailcn.com/try/
http://www.mamailcn.com/QandA/007.html
http://www.omni.ne.jp/
http://www.mamailcn.com/


メール連絡網システム カンタンお申し込み 高等学校　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

高等学校メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 高等学校 <<戻る

高等学校で利用される場合

高等学校様では父兄の皆様へ体育祭や文化祭など各種イベントの連絡や、生徒へ部活動の連

絡やテストの連絡するためによく使用されています。また同時に職員間の連絡にもご利用で

きるようにちょっとした工夫がしてあります。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

父兄の方に入力していただく際の画面

入会していただいた生徒・父兄の方には、以下のような画面を入力していただき、高等学校

様側では送信する際の情報として活用します。

生徒・父兄の方との連絡網としてご利用するのはもちろん、

ちょっとした工夫で職員間の連絡網として併用することもで

きます。 

 
 
【お名前】 

生徒・保護者の方、教職員の方のお名前を入力します。 

 
 
【会員区分】 

生徒・保護者・教職員別に送信することができます。 

 
 
【生徒名】 

生徒の方は、もう一度お名前を入力します。 

父兄の方は、生徒名が複数ある場合はスペースを空けて入力

してもらいます。 

教職員の方は、「教職員」と入力してもらいましょう。 

 
 
 
【学年】 

該当の学年にチェックしてもらいます。学年ごとに送信する

ことができます。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

学年の末尾に「教職員」を含めました。 

そうすることによって、教職員の方だけを抽出して連絡する

ことができます。 

 
 
 
 

【PTA区分】 

PTA区分ごとに送信することができます。 

生徒の方は「生徒」を、教職員の方は「教職員」をチェックします。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力項目

【お名前】 

生徒・父兄の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【会員区分】 

生徒・父兄・教職員別に配信する際に使用します。 

 
【生徒名】 

生徒名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいます。 

生徒は【お名前】と同じ名前を入力しましょう。 

教職員の方は「教職員」と入力してもらうと良いでしょう。 

　 

【学年】 

学年ごとに送信することができるようになります。 

「教職員」を学年の中に含めておき、教職員だけの専用連絡網としても利用できるようにし

ます。もちろん教職員の方だけがチェックをオンにします。 

 
【PTA区分】 

PTA区分別に送信する際に使用します。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 高等学校 <<戻る
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 大学　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

大学メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 大学 <<戻る

大学で利用される場合

大学様では学生の皆様へ体育祭や文化祭など各種イベントの連絡や日常の講義の情報、テス

トの連絡によく使用されています。また同時に職員間の連絡にもご利用できるようにちょっ

とした工夫がしてあります。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

学生の方に入力していただく際の画面

入会していただいた学生の方には、以下のような画面を入力していただき、大学様側では送

信する際の情報として活用します。

学生の方との連絡網としてご利用するのはもちろん、ちょっ

とした工夫で職員間の連絡網として併用することもできま

す。 

 
【お名前】 

学生、教職員の方のお名前を入力します。 

 
 
【学籍番号】 

学籍番号ごとに並べ替えをすることができます。 

教職員の方は、学籍番号とは違う数字を入力してもらいま

しょう。 

 
 
【学年】 

該当の学年にチェックします。学年ごとに送信することがで

きます。 

学年の末尾に「教職員」を含めました。そうすることによっ

て、教職員の方だけを抽出して連絡することができます。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力項目
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

【お名前】 

学生の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【学籍番号】 

学籍番号を入力してもらいましょう。会員一覧で学籍番号順に並べ替えを行えば、部外者の

判別が容易になり、発見次第管理者が削除することができます。 

 
【学年】 

学年ごとに送信することができるようになります。 

「教職員」を学年の中に含めておき、教職員だけの専用連絡網としても利用できるようにし

ます。もちろん教職員の方だけがチェックをオンにします。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 大学 <<戻る
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 学童保育　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

学童保育メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 学童保育 <<戻る

学童保育で利用される場合

学童保育様では父兄の皆様へキャンプ、夏祭りなど各種イベントの連絡に良く使用されてい

ます。また同時に指導員間の連絡にもご利用できるようにちょっとした工夫がしてありま

す。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

父兄の方に入力していただく際の画面

入会していただいた父兄様には、以下のような画面を入力していただき、学童保育様側では

送信する際の情報として活用します。

父兄の方との連絡網としてご利用するのはもちろん、ちょっ

とした工夫で指導員間の連絡網として併用することもできま

す。 

 
 
【お名前】 

父兄の方、指導員の方のお名前を入力します。 

 
 
【児童名】 

児童名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいま

す。 

指導員の方は、「指導員」と入力してもらいましょう。 

 
 
 
【学年】 

お子さまの該当の学年をチェックします。学年ごとに送信す

ることができます。 

学年の末尾に「指導員」を含めました。 

そうすることによって、指導員の方だけを抽出して連絡する

ことができます。
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力項目

【お名前】 

父兄の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【児童名】 

児童名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいます。 

指導員の方は児童名に「指導員」と入力してもらうと良いでしょう。 

 
　 

【学年】 

学年ごとに送信することができるようになります。 

「指導員」を学年の中に含めておき、指導員だけの専用連絡網としても利用できるようにし

ます。もちろん指導員の方だけがチェックをオンにします。 

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 学童保育 <<戻る
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 特別支援学校　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

特別支援学校メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 特別支援学校 <<戻る

特別支援学校で利用される場合

特別支援学校様では父兄の皆様へ運動会や発表会など各種イベントの連絡やPTA活動の連

絡、バスの遅延状況連絡によく使用されています。また同時に職員間の連絡にもご利用でき

るようにちょっとした工夫がしてあります。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

父兄の方に入力していただく際の画面

入会していただいた父兄様には、以下のような画面を入力していただき、特別支援学校様側

では送信する際の情報として活用します。

父兄の方との連絡網としてご利用するのはもちろん、職員間

の連絡網にもご利用できるように設定してあります。 

 
 
【お名前】 

父兄の方、教職員の方のお名前を入力します。 

 
 
【生徒名】 

生徒名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいま

す。 

教職員の方は、「教職員」と入力してもらいましょう。 

 
 
 
 
 
【学部・学年】 

お子さまの該当の学部・学年にチェックしてもらいます。学

部・学年ごとに送信することができます。 

学部・学年の末尾に「教職員」を含めました。 

そうすることによって、教職員の方だけを抽出して連絡する

ことができます。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【通学方法】 

バスコースを分けることによって、遅延状況をコースごとに

連絡することができます。 

教職員の方もそれぞれの通学手段を選択しましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【PTA区分】 

PTA区分ごとに送信することができます。 

PTA区分の末尾に「教職員」を含めました。 

教職員の方は、「教職員」を選んでもらいましょう。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力項目

【お名前】 

父兄の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【生徒名】 

生徒名が複数ある場合はスペースを空けて入力してもらいます。 

教職員の方は生徒名に「教職員」と入力してもらうと良いでしょう。 

　 

【学部・学年】 

学部・学年ごとに送信することができるようになります。 

「教職員」を学部・学年の中に含めておき、教職員だけの専用連絡網としても利用できるよ

うにします。もちろん教職員の方だけがチェックをオンにします。 

 
【通学方法】 

通学方法別に送信する際に使用します。 
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【PTA区分】 

PTA区分別に送信する際に使用します。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 特別支援学校 <<戻る
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 会社・企業　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

会社・企業メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 会社・企業 <<戻る

会社・企業で利用される場合

会社・企業では社員の皆様への毎日の定時報告や、会議などの連絡に利用されています。ま

た、災害が発生した時の安否確認にも利用されています。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

社員の方に入力していただく際の画面

入会していただいた社員様には、以下のような画面を入力していただき、会社側では送信す

る際の情報として活用します。

 
 
【お名前】 

社員の方のお名前を入力します。 

 
 
 
【役職区分】 

ご自分の役職を選択してもらいます。 

役職ごとに送信することができます。 

 
 
 
【部署】 

該当の部署にチェックします。 

部署ごとに送信することができます。 

 
 
 
 
 
 
【お住まいの地域】 

お住まいの地域を選択してもらいます。 

災害が発生した地域の方を特定して安否確認することができ

ます。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

画面の入力項目

【お名前】 

社員の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【役職区分】 

役職区分ごとに送信することができます。 

　 

【部署】 

部署ごとに送信することができます。 

　 

【お住まいの地域】 

災害が発生した地域の方を特定して送信することができます。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 会社・企業 <<戻る
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 介護施設　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

介護施設メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 介護施設 <<戻る

介護施設で利用される場合

近年、全国的に施設が増え、多くの方に連絡網をご利用いただいております。施設からご家

族の方へご連絡、情報配信していただいたり、職員の間での連絡網にもご利用されていま

す。また、災害が発生した時の安否確認にも利用されています。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

ご家族・職員の方に入力していただく際の画面

入会していただいたご家族・職員様には、以下のような画面を入力していただき、施設側で

は送信する際の情報として活用します。

 
 
【お名前】 

ご家族・職員の方のお名前を入力します。 

 
 
【区分】 

ご自分の区分を選択してもらいます。 

「ご家族」「職員」などの中から選択していただき、送信す

ることができます。 

 
 
 
 
【分類】 

該当の分類にチェックします。 

分類ごとに抽出して送信することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【お住まいの地域】 

お住まいの地域を選択してもらいます。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

災害が発生した地域の方を特定して安否確認することができ

ます。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力画面

【お名前】 

ご家族・職員の方のお名前を入力していただきます。 

　 

【区分】 

区分ごとに送信することができます。 

　 

【分類】 

分類ごとに送信することができます。 

　 

【お住まいの地域】 

災害が発生した地域の方を特定して送信することができます。

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 介護施設 <<戻る
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メール連絡網システム カンタンお申し込み 町内会 自治会　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

町内会・自治会メール連絡網の簡単お申込み
 > ホーム > カンタンお申し込み > 町内会・自治会 <<戻る

町内会・自治会で利用される場合

一家に一台携帯を所有する時代となってきました。環境委員の役員さんだけに連絡したり、

近場の不審者情報などの連絡に利用されています。また、災害が発生した時の安否確認、避

難場所の連絡にも利用されています。 

このような機能を実現するためにはこちらからお申込みできます

地域の方に入力していただく際の画面

入会していただいた地域の方には、以下のような画面を入力いただき、配信担当者では送信

する際の情報として活用します。

 
 
【お名前】 

地域の方のお名前を入力します。 

 
 
 
【所属】 

ご自分の班を選択してもらいます。 

班ごとに送信することができます。 

 
 
 
 
【会員区分】 

該当の区分にチェックします。 

役員ごとに送信することができます。 

 

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら
画面の入力項目
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

【お名前】 

地域の方のお名前を入力していただきます。 

 
【所属】 

班ごとに送信することができます。 

 
【会員区分】 

役員ごとに送信することができます。 

この入力画面でお申し込みになりたい方はこちら

 > ホーム > カンタンお申し込み > 町内会・自治会 <<戻る
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メール連絡網システム導入の流れ　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

マ･メール連絡網導入の流れ
 > ホーム > 導入の流れ <<戻る

マ・メール連絡網のお試しから本運用までの流れです。 

まずは、無料でお試しいただき、気に入っていただけましたら本運用に移行します。 

もちろん、無料お試し中でもすべての機能をご利用いただけますし、無料お試し中のデータを

そのまま本運用に引き継ぐこともできますので、設定完了からすぐに本運用して頂くことも可

能です。

 
まずは無料お試しをお申し込み下さい。  無料お試しの詳細はこちら 
通常、お申し込みの当日又は翌営業日には、設定を完了し 
「お試し方法のご案内（設定完了）」メールを配信いたします。 

 

「お試し方法のご案内」メールが届きましたら、お試しを開始してください。 
このメールが翌営業日以降も届かない場合はお問い合わせ下さい。 
お試し期間中のデータは本運用後も継続してご利用も可能ですので、すぐにでも運用された
い方は本番としてご利用いただいても差し支えありません。 
機能をご理解頂くためにも、多少の期間は試験利用をおすすめいたします。 
無料お試し期間はお申し込み日から30日間ですが、継続利用していただける場合、お申し
込み日から30日後の翌月の月初日から課金されます。 
例：7月21日お申し込み→8月19日無料お試し期限→9月1日より有料

 

お試しの期日が近づきましたら、本契約の意思確認のメールを送信いたします。 
ご契約いただける場合は、そのメールの指示に従い専用フォームより契約人数などのお手続
きをお願いいたします。 
ご契約いただかない場合も、メールの指示に従い専用フォームよりお手続き下さい。 
ご契約いただかない場合は一切費用は発生いたしません。 
無料お試しの開始時期、実際に本運用を開始される時期等につきましては、お申し出により
柔軟に対応させていただきます。 
今すぐ無料お試しをお申込みいただき、お試し終了後数ケ月経過してから本運用開始といっ
たような運用も場合によっては可能ですのでご相談していただきますようお願い申しげま
す。

 
本契約のお手続きが済みましたら、弊社より請求書をメール送信いたします。 
請求書記載の期日までに振込みにてお支払い下さい。 
お試し期間が満了しましても、請求書のお支払い期限まではご利用可能です。

弊社にてご入金確認ができましたら本契約の開始（本運用）となります。 
本契約開始日（料金適用日）は、お試し期間満了日の翌月初日からとなります。 
お試し期間満了日からその月末日（契約開始日前日）までは、サービス期間（無料）とさせていただ
きます。 
 

 > ホーム > 導入の流れ <<戻る

https://www.mamail.jp/login.cgi?mag=3
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/user
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/try/ryoukin.html
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/QandA
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/news
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/try/001.html
http://www.mamailcn.com/try/ryoukin.html
http://www.mamailcn.com/try/concept.html
http://www.mamailcn.com/try/saiyou.html
http://www.mamailcn.com/try/saiyou2.html
http://www.mamailcn.com/try/saiyou3.html
http://www.mamailcn.com/special_report.html
http://www.mamailcn.com/query/
http://www.mamailcn.com/benri/
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/QandA/008.html
http://www.mamailcn.com/nendogawari.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/try
javascript:history.back();
javascript:window.scroll(0,0)
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/try
javascript:history.back();


プロフィールの設定例　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

プロフィールの設定例
 > ホーム > 導入の流れ > プロフィールの設定例 <<戻る

プロフィールは、管理者の方が メール 連絡網 のメンバーの方を区別す

るための項目であると同時に、メンバーの方をグループ分けするのにも

利用します。 

よく検討されて設定してください。そして、お試し期間中に十分に可否

をお確かめくださいますようお願いいたします。 

プロフィールの変更

本稼動が始まり、多くの方がメンバーになってしまった後、プロフィール変更するにはすべ

ての方にプロフィール設定しなおしていただかなければなりません。 

お試し期間中に十分この点を意識して検討していただきたくお願いしています。 

プロフィールの設定マニュアルをPDFでダウンロードする 

「カンタンお申し込み」でプロフィール入力せずにお申し込み

以下の団体でご利用される方は、そのリンクをクリックしてお申し込みください。マメール

で良く利用されているプロフィールを参照してお申込できますので簡単です。 

「幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、学童保育」の教育現場で

連絡網を始められたい方、「会社、企業、介護施設」の職場間で連絡網を始められたい方、 

こちらから簡単お申込できます 

プロフィールのタイプ

プロフィールは、メンバーの方に入力していただく際の手間を少しでも軽減するため、以下

の3つのタイプで設定するようになっています。

(1)複数の選択肢の中から一つだけを選択してもらう

必ずどれか一つを選ばなければなりません。どれにも該当しない人が予
想される場合は「その他」等の項目も指定してください。

(2)複数の選択肢の中から一つ以上を選択してもらう
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

必ず一つ以上選択しなければなりません。どれにも該当しない人が予想
される場合は「その他」等の項目も指定してください。

(3)文字や数字で入力してもらう

原則として空欄は認められません。入力できない人が予想される場合は
その旨ご連絡ください。

プロフィールは入力必須が原則ですが

選択肢から選んでいただく方式のプロフィールは原則として入力必須です。数字や文字の入

力では空欄でも認められるようにできます。詳しくはお問い合わせください。

プロフィール設定のコツ

マメールのプロフィール機能は非常に柔軟で汎用的に考えられているため、プロフィールの

設定に悩んでしまう方が多くいらっしゃるようです。 

ここでは例として学校関係者の方のご利用を想定してご説明させていただきたいと思いま

す。 

 
 
よく利用されているプロフィールとその用途を以下の2つに限定して説明します。 

 
 
・生徒への連絡にご利用の場合 

・保護者への連絡にご利用の場合 

 
 
また、それと同時に「教職員」への連絡などにも併用したい要望が多いため、併せてご説明

いたします。 

学年を選択してもらう方法

生徒への連絡にご利用の場合

生徒の携帯電話使用率が高く、学校側から生徒への連絡にマメールを利用
したい場合、学年は左図のように入力してもらうと考えられます。 
 
この入力方法は、一つしか選択できない入力方法です。 
各生徒は自分自身の所属を入力するわけですから一つの選択で充分なわけ
です。 
また、教職員の入会に対しても対応できるように「教職員」も選択肢とし
て追加しておきます。 

原則として、必ずどれかを選択しなければエラーとなり登録できません。 

保護者への連絡にご利用の場合

一方、PTAの方への連絡にマメールを利用したい場合、保護者一人にお子
さまが複数ということは当然ありえますので左図のような入力方式となり
ます。 
この入力方法は、複数選択できる入力方式ですから、保護者一人に対して
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複数の生徒の学年を登録可能になります。 
原則として1つ以上のチェックがオンになっている必要があります。

無料お試しのお申込みページへ
 
 

プロフィールの設定例

以下の例を参考にして、あなたの メール 連絡網 のメンバーにぴったりのプロフィールをお

考えください。 

 
 

小学校PTAで連絡網をご利用の場合の設定例
 
左図は小学校のPTAでご利用いただく場合のプロ
フィール入力画面です。 
 
つまり、保護者の方々が入会するためにカラのメー
ルを送信すると、スグに「入会お礼メール」が届
き、その中のリンクをクリックするとこの画面が表
示されるわけです。 
 
 
 
そして、保護者の方ひとりひとりにこの画面より入
力していただきます。 
 
 
 
最初の「お名前」は、保護者の方のお名前を入力し
ていただきます。 
 
 
 
次の「学年」では、お子さまの所属する学年すべて
のチェックをオンにしていただきます。 
 
 
 
次に、児童のお名前をスペースなどで区切って入力
していただきます。 
 
この部分は文字を入力していただくことになりま
す。 
 
 
 
次の項目からは薄赤で強調して表示しております
が、これは管理者つまり「教職員」の方が設定する
ようにしているため、実際は保護者の方には表示さ
れません。（児童名のスグ下に「登録する」ボタン
が表示されます） 
 
 
 
保護者の方は「児童名」を入力したら、「登録す
る」をクリックして登録作業完了となります。（も
ちろん「所属」と「PTA区分」を保護者の方に入力
していただくようにすることも可能です） 
 
 

 
この例の場合は入会してきた方々を管理者である「教職員」の方がチェックして、該当する
クラスとPTA区分を管理画面より編集するしくみにしているのです。つまり、管理者のみが

http://www.mamailcn.com/try/ota.html


管理画面から閲覧･編集可能なプロフィールというわけです。 
 
 
 
 
 
【プロフィールを上手に設定しておくと・・・】 
お子さまのクラスの情報とPTAの情報など、複数の条件でグループ分けが可能で 
 
 
 
(1) 学年やクラスで自由にグループ分けが可能で、例えば「2年生」と「4年生」だけに
メールすることを可能にしたい。 
 
 
 
(2) PTAの区分によってもグループ分けが可能で、例えば「広報委員」のみに連絡したり、
「教職員」のみの連絡にも使えるようにしたい。 
 
 
 
という要望にも応えられます。 
 
 
 
児童名を入力していただくのは、「開封確認機能」を利用したとき、未開封の方の保護者名
だけでは判断しづらいための配慮です。 
 
開封確認結果をダウンロードしてエクセル等の表計算ソフトに読み込み、学年クラス順のリ
ストを得ることで、的確に開封確認のチェックが行えるようになると思います。 

無料お試しのお申込みページへ

部外者の入会を排除するための工夫

連絡網への入会を厳しく制限したい場合は名前以外にも部外者が知りえない「出席番号・学

籍番号」のような情報を入力してもらうのも一つの手です。 

会員一覧で出席番号・学籍番号順に並べ替えを行えば、部外者の判別が容易になり、発見次

第管理者が削除することができます。 

また、空メールによる入会をオフにすることもできますので一旦メンバーが確定したら入口

を閉じてしまうのも有効です。

管理者だけが利用可能なプロフィールも可能です

連絡網のメンバーには知られないで、管理者が設定やグループ分けに利用できるプロフィー

ルも設定することができます。 

この設定は弊社へ依頼する形式で行っております。お問い合わせください。 

平成27年1月21日よりプロフィール設定はご自身で行えるようになりました。 

その他の設定項目の例

学齢

保育園や学校での設定例です。未満児・年少・年中・年長のように設定されています。 

年長さんだけに、未満児さんと年少さんにメールするというような使い方ができます。

学年やクラス

メールを配信する最小の単位が学年単位の場合「1年、2年・・・」の設定でよろしいかと思

http://www.mamailcn.com/try/ota.html


います。 

クラスにまで分けてメール配信される場合は「1年1組、1年2組、2年1組・・・」のように

設定する必要があります。 

ただし、管理画面は同時に複数の人が利用できなくなっていますのでクラスごとの配信は配信担当者に依頼

するような形式での運用になると思います。

居住地域

スポーツのＯＢ会での設定例です。メール配信したい地域を選んでメール配信することがで

きるようになります。 

種目

スポーツクラブでの設定例で、所属する種目を設定しています。 

管理者は種目を選んで配信することが可能になっています。 

所属課、職名

行政関連でのご利用例です。所属を自由に選んで（組み合わせも可能）メール配信できま

す。 

分団名、学年組

学校関連で使用されている例です。分団は通学路のグループ分けに利用されているようで

す。 

住所

農作物を受託収穫されているような団体様でのご利用例です。 

からメール入会を禁止して、申請による入会を行っています。住所には個人を特定できる情報が入力されて

いますが、会員からは閲覧･修正できないようになっています。 

※住所の入力も管理者が行っています。

ＰＴＡ

文字通りＰＴＡでのご利用例です。ＰＴＡの役職を入力してもらって関連のある方だけに

メールで連絡できるようにしています。 

ＰＴＡの役がある方とない方が混在しているような場合は役職名のほかに「その他」や「ＰＴＡ以外」とい

うような項目も設定しておく必要があります。

バスコース

幼稚園での例です。バスのコースごとに内容を変えたりして配信できます。 

学校名

市の教育委員会など、すこし大きな規模でのご利用例です。 

複数の学校にまたがってのど利用ですが、抽出配信を使えば学校単位での配信も可能です。 

保護者区分



これも学校関連でのご利用です。「父･母･その他」のように分類されています。 

所属分団名

消防関連でのご利用例です。分団を指定して簡単な業務的な連絡にも使用されています。 

血液型

これはイザという時のために、輸血用でしょうか？用途は不明です。 

調査経験

アルバイトの人員管理のために使用されています。カラメールによる入会を禁止して、管理

者が手入力で入会手続きを行っています。経験年数によって仕事の振り分けを行うのでしょ

うか？ 

無料お試しのお申込みページへ

プロフィール項目を設定する時のご注意

プロフィール項目を入力しなければ入会できないわけではありません

プロフィール項目を入力しなくても、カラメールを送信すれば入会でき、管理者の方からの

メールを受けることはできます。 

プロフィールの入力ができない方への配慮です。

配信ウィザード機能から設定すれば、定期的に自動的にこの作業を行ってくれます。

メンバーの方のお名前は必須プロフィール項目です

特別何もプロフィールとしてご指定いただかなくても、お名前だけは必ずプロフィールとし

て設定されます。逆に、プロフィールとして「お名前」を設定しないようにしてください。 

お名前を入力されていない方は「会員」という名前が付きます。

完全に個人を識別できる情報は、入力することを嫌がられます

あらかじめお互いを分かり合えている団体様でのご利用であれば問題ないと思いますが、例

えば、数百人以上の団体様でのご利用の場合に「電話番号」というようなプロフィールを設

定すると、入力してもらえないという事例が発生しています。 

わからなければ「おまかせ」にしてご相談ください。

プロフィールの設定をこちらから提案させていただく形でお申込みできます。 

http://www.mamailcn.com/try/ota.html


プロフィールの感じがつかめてから本番で使用するプロフィールを考えても遅くはないので

す。 

無料お試しのお申込みページへ
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プロフィールとは・・・ 

プロフィールとは、連絡網の会員（メンバー）になる方の属性となる情報で、たとえば学

校を例にいたしますと 

 

「あなたのお子様は何年生と何年生にいらっしゃいますか？」 

「バス通園ですか？毎日お車で送迎ですか？徒歩で通園しているのですか？」 

 

などが一般的なプロフィールの設定内容です。こんな設定もあります 

 

「この子はチームのレギュラー。でも、この子は補欠。この子はレギュラー候補・・・」 

「彼は営業成績 A、彼は E、彼女は C・・・」 

 

 

マメールのサポート窓口に日々お電話やメールで寄せられるお問い合わせの 50%以上は、

このプロフィールについてのことです。プロフィールの設定は面倒なものですが、これを

上手に設定するとマメールのシステムを非常に効率よく便利に使えるようになります。 

 

 

このレポートをお読みいただくと・・・ 

この無料レポートは、マメールのプロフィール設定を行う際の考え方の基準となるものを

皆さんに公開し、サンプルをご覧いただくことによってご利用環境にピッタリ合った設定

を行っていただけるようにすることが目的です。 

このレポートをお読みいただくと以下の項目がご理解いただくことができ、ご自身のプロ

フィール設計に役立てることが可能になります。 

 

 プロフィールとは？ 

 プロフィール設定の基本とは？ 

 複数のグループでマメールを利用するには？ 

 プロフィールの設定例は？ 

 管理者だけが閲覧・編集できるプロフィールとは？ 

 弊社からのお願い 

 

※このレポートを書いている現在、「大型の台風 18 号によるイベントの中止」や「新型インフルエンザに
よる休校や学級閉鎖」などの情報がマメールのシステムで大量に飛び交っています。 
一刻も早くメール連絡網を使えるようにしたい方が多い中、お問い合わせも非常に多くお電話をお待ちい
ただいている方も多いかと存じます。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。 
このレポートで少しでも早くご理解いただければと願っております。 
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プロフィールとは？ 

 

まだマメールの無料お試しをお申し込みいただいていない方のために、プロフィール機能

についてもう少しだけ説明させてください。 

 

例として、中学校で保護者の方への連絡にマメール連絡網を利用されるとします。 

保護者の方は現在の自分の子供の学年の情報を必要としていますので、該当する学年を保

護者の方に教えていただく必要があるわけです。 

 

マメールでは連絡網に入会するかどうかは会員（ここでは保護者）の方の意志にお任せす

るスタンスを基本としています。入会したい方が、簡単な入会手続きに基づいて携帯電話

を操作していただき、管理者である学校側は入会していただくのを待っているだけです。 

 

マメールでは保護者の方にメール連絡網の会員になっていただ

く場合は、お手持ちの携帯電話から左図のように空メール（件名

も本文も何も入っていないメール）を送信していただきます。 

 

メールの送信先 ?????@mamail.jp は、マメールをお申込みい

ただいた時に弊社より差し上げるメールアドレスです。このメー

ルアドレスを通して会員の方と管理者の方がやり取りします。 

 
※左図の例は、本文がカラだと送信することができない機種のため、本文欄
に「入会」と入力しています。通常はメールアドレス以外に何も入力する必
要はありません。 

 

 

送信してしばらくするとメールが返信されてきます。 

マメールではこのメールを「入会お礼メール」と呼んでいますが、

その内容は左図のようになっており、画面の最下部に反転した文

字が表示されています。 

 

この部分を押すとプロフィールを入力するための画面が表示さ

れます。 

 

※この画面の件名・本文の文言は管理者が自由に編集できます。 
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この画面が会員になる方に入力していただく「プロフィール入力

画面」の例です。 

携帯電話の通常は携帯電話の持ち主である方の「お名前」を入力

していただき、この例では自分の子供の「学年」を選択（チェッ

ク）していただくようになっています。 

画面を操作して該当する部分のチェックをオンにして「登録する」

ボタンを押します。 

 

※この画面こそが、このレポートのメインテーマとなる部分です。覚えてお

いてください。 

 

「登録する」ボタンを押した後、左図のような、プロフィール登

録のお礼画面が表示され、入会した会員の方の属性として保存さ

れます。 

 

※この画面の文言は管理者が自由に編集できます。 
※入会手続きが完了した後でも再度カラメールすればプロフィール編集を
行うことができるようになっております。 

 

 

入会するまでの手続きは、このような感じになります。 

このプロフィール機能によって、この例では一つのメールアドレ

スで最大 3 つのグループ（1 年～3年）に属していることを 1 度の操作で登録することが

できました。 

 

これでこの方は、例えば「１年生と３年生にお子様がいらっしゃる A さん」といった具合

にマメールのシステムに認識され、メールを一斉配信する管理者の方は、これらの情報を

利用して「２年生と３年生にお子様がいらっしゃる保護者の方にメールを配信する」とい

った運用を行うことが可能になります。 

 

しかも、管理者が「1 年生と 2 年生にメール」というように複数の選択肢で取り出した会

員にメールしても、登録されているのは一つのメールアドレスのみですから、一人の方に

同じ内容のメールが重複して届いてしまうこともありません。 

 

※入会操作につきましては、実際には「迷惑メール防止」設定されている携帯電話ですと、空メールを送
信しても何も返信されてこない・・・というような現象が発生します。このような件につきましては無料
お試しお申し込み後にご案内する別のレポート「マメール管理者様の基礎知識」をご覧ください。 
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プロフィール項目の「お名前」の取り扱いについて 

 

マメール連絡網ではプロフィール項目の最初は必ず「お名前」と

いう項目になっています。しかも必ず入力しなければならない必

須入力項目としています。 

 

この「お名前」は多くのシーンで利用されます。 

 

例えば連絡網の会員になっている鈴木さんが一斉配信されたメー

ルを読んで疑問を持ち、お問い合わせを返信してきた場合、その

メールは一斉配信した管理者の方に「鈴木さんからお問い合わせ

がありました」といった具合に通知されます。会員の方は返信す

るだけで、管理者にはその返信された方のお名前がわかるようになっているのです。 

 

また、逆に一斉配信する管理者の方が、送信するメールの件名や本文に｛お名前｝と指定

するだけで、送信する際にはその方の登録されているお名前に差し替えられて送信されま

す。 

例えば本文に「｛お名前｝様、いつも PTA 活動にご協力いただき、誠にありがとうござい

ます」といように指定して送信すると、「鈴木様、いつも・・・」と変換されて各会員の方

へ届けられるのです。 

 

この「お名前」の機能をちょっと違った考え方で運用すると… 

たとえば「お名前」を「園児名」にできないか？というご要望を伺うことがあります。 

 

園児名とすると兄弟で通園していらっしゃる場合は園児名をスペース等で区切って連名で

入力していただくことになります。保育園側が園児名だけで判別できる場合はこれでも構

わないかもしれませんが保護者以外にも祖父母の方々が入会していたりすると、学校側で

はそれらの方々からのお問い合わせメール等がすべて「同じような名前の方からくる」と

いうことになります。 

 

つまり「お母さんでもおじいちゃんでも同じ園児名の方からメールが来ているように見え

る」ということになります。これが混乱を招くとは限りませんが、やはり「お名前」は「園

児名」として利用しない方が良いと思います。また、連絡網に入会するのに名乗らなくて

も入会できるというのは、園児名を知っている部外者でも入会できてしまうということに

もなりかねませんのでご注意ください。 
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単一選択方式と複数選択方式とは？ 

 

まず最初にシンプルなプロフィールの設定例からみていきましょう。 

 

左図は中学生の保護者に対する連絡網システムとしてマメール

をご利用いただく場合の例です。 

 

空メールで入会した保護者の方は「お名前」の欄に自身のお名前

（保護者名）を入力していただき、「学年」ではご自分のお子様

の学年を必要なだけチェックしていただきます。保護者からみる

と子供は「1 対多」ですから複数に属することを一度で選択して

いただくために、左図のようなチェックを付けるタイプの入力方

式にします。 

 

 

左図は高校生の生徒に対する連絡網システムとしてマメールを

ご利用いただく場合の例です。 

 

生徒は自分の名前（生徒名）を入力した後、自分自身の学年を選

択しますが、入会するのは生徒自身ですから一つしか選ぶことが

できない入力方式になっています。 

 

このようにマメールのプロフィール機能は利用者の方に合わせ

て入力する方法を自由にお決めいただけます。 

 

 

プロフィールを決定する際には「複数の選択肢の中から 1 つだけ選択してもらう」のが良

いか「複数の選択肢の中から好きなだけ選択してもらう」のが良いのかを考えてください。 

 

どちらの方法でも原則として「必ず一つは選択」していただく必要があります。上図の場

合「お名前」は必ず入力し「学年」も選択、「学年」が複数選択可能な方式であっても最低

一つは選択しなければなりません。すべての人がどこかに必ず属することができるように

選択肢を準備するようにしてください。事前にどうしてもわからない場合は選択肢の中に

「その他」のような選択肢を含めておくことをおすすめします。 
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任意の文字入力 

 

例えば、保育園で保護者との連絡網でご利用になる場合、左図の

ようなプロフィール設定が想定されます。 

 

「お名前」には保護者の方のお名前を、「学齢」には通園してい

る園児の該当する学齢にチェックを入れていただき、「園児名」

には園児の名前（連名の場合はスペースで区切って）を入力して

いただきます。 

 

保護者からみると、兄弟がいる場合は学齢が重複することがあり

ますので、最低一つ以上チェックしていただく複数選択できる方

式の選択肢になります。 

 

この設定では「学齢」別にメール送信が可能になります。 

園児の名前を記入していただく理由は、連絡がとれたかどうかをチェックするために別表

と比較しやすく便利だからです。 

 

メール連絡網の運用を始めると、両親ばかりでなく祖父母も入会といった事例がよく発生

しますので、一人の園児に対して複数の入会者が存在することになります。 

 

マメールにはデータを CSV 形式でダウンロードできる機能があるため、マイクロソフトエ

クセルなどの表計算ソフトで閲覧編集が容易で、たとえば開封確認メールが開封されなか

った方に電話する必要があったりする場合でも対応しやすくなります。 

 

実際には学齢ではなく、左図のようにクラスで管理される場合も

あると思います。 

 

グループの分類のしかたは配信する情報の内容に深くかかわっ

ており、インフルエンザの流行のような情報の場合は一部のクラ

スが閉鎖となっても情報としては全ての人に配信する必要があ

り、このような場合は無意味になります。 

 

本当に細かく分割してメールを送信する必要があるのかどうか

を十分に検討していただき、プロフィールの項目をお決めくださ
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い。大きな学校等で学年クラスまで細分化しようとすると非常に選択肢が多くなってしま

うこともあります。携帯電話をせっせと操作して大量の選択肢の中から選ばなければなら

ない入会者希望者の方の都合も考慮しましょう。 

マメールでの連絡を校内放送に置き換えて考えてみますと理解しやすいのかもしれません。

はたして「校内放送で一つのクラスだけに放送することが有り得るか」ということです。 

 

また、マメールは携帯電話や PC1台につき一人、つまりメールアドレス 1つを一人として

考えるシステムです。この場合、園児一人につき両親や祖父母の方が入会するとその人数

分だけ人数がカウントされることになりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて！ 

このプロフィール機能の詳細がわかってくると、だんだん欲が出てきます。 

たとえば、保護者への連絡にも使いたいし、学校職員への連絡にも使いたい・・・など 

 

そう思ったら、プロフィールを以下のように設定したらいかがでしょう？ 

保護者の方も学校職員の方も同じようにお名前を入力していた

だき、保護者の方は自分の子供の学年の 1つ以上にチェックをし

ます。学校職員の方は学校職員にチェックし 1～3 年にもチェッ

クした方が良いかもしれませんね。 

こうすれば学校職員だけの連絡網として使えますし、保護者への

連絡網にも使えます。 

 

ただし、学校職員でない方でも学校職員にチェックすることが可

能ですので、一通り入会手続き期間が過ぎた時点で学校職員をチ

ェックしている方の中に職員以外の方が含まれていないかどう

かを管理画面で確認して修正しておく必要があるでしょう。 
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次の例です。 

「会員区分」というものを設定し、「保護者または学校職員」の

どちらか一つを必ず選択しなければならないようにするのです。 

 

これで管理者の方は保護者または学校職員、もしくはその両方に

メール送信することができるようになります。保護者か学校職員

かを必ず選択しなければならないので間違いや不正な入力がや

りにくくなります。 

 

会員区分で「保護者」を選択された方は、学年では自分の子供を

1～3 年の中から選択しますが、会員区分で「学校職員」を選択

した方の場合は自分の担当学年（もしくはすべて？）を選択した

らいかがでしょうか？プロフィール画面では原則としてすべて

の項目が入力必須ですので最低一つ以上チェックしなければなりません。これをどうして

も避けたい場合は図のように「学年」の選択肢の中にも「学校職員」や「その他」のよう

な選択肢を入れておけばよいでしょう。 

 

管理者が実際にメールを送信する際には「会員区分を保護者に指定」すれば保護者のみが

抽出され、「会員区分を保護者に指定、学年を 1年と 3 年に指定」とすれば 1 年と 3 年の

保護者のみが抽出され、メールすることができます。お気づきだと思いますが、マメール

では会員の中から希望するメンバーのみを抽出する場合、複数の条件を指定するとすべて

の条件に該当する方のみが抽出されます。「会員区分を保護者に指定、学年を 3 年に指定」

とした場合「保護者を選択している人の中で、学年の 3 年にもチェックしている人」を抽

出します。「保護者を選択しているすべての人と 3年を選択しているすべての人」ではあり

ませんのでご注意ください。（AND検索） 

 
入力必須ではなくすると学校職員の方が登録するときは「会員区分」で「学校職員」を選択して「学年」
は何もチェックせず「登録する」ボタンを押すことで思惑通りになりますが、保護者の方が登録するとき
に「会員区分」を「保護者」とし、「学年」を一つもチェックしない状態で登録できてしまうことになりま
す。これはよろしくありません。 
よって「学年」は必須入力とし、学校職員の方は学年でも「学校職員」を選択すること！とした方が良い
のです。 
「会員区分」を保護者にしたときだけ次の画面で「学年」を入力するということにはなりませんか？とお
問い合わせいただくことがありますが、多くのユーザー様のプロフィール画面の複雑なロジックを管理す
ることは非常に大変であり、修正を依頼された場合に即座に対応できなくなってしまうため、このような
ご依頼はお受けできないのです。 
また、会員になっていただく方の携帯電話での操作の手間を考えると、1 つの画面で完結した方が良いと
いうことで、このような仕組みを採用しています。 
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管理者だけが閲覧・編集できるプロフィールとは？ 

 

例えば「校長先生と教頭先生、学年主任の先生だけにメールしたい…」というような場合、

マメールでは「管理者だけが見ることができて、自由に編集できるプロフィール」をおす

すめしています。 

 

このプロフィールは管理画面でのみ閲覧・編集できるプロフィールで、入会している方は

その存在に気づくことはありません。 

 

例えば単に項目名を「区分」とし、複数選択可能な選択肢A・B・Cを設定しておけば、前

例の「校長先生と教頭先生、学年主任の先生」の「区分 A」のみをオンの状態にしておけ

ば、管理者の方は「区分 A」がオンの人のみ抽出とすればいつも「校長先生と教頭先生、

学年主任の先生」を簡単に選び出すことができるようになります。 

 

 

別の例として「出席番号」や「家族番号」のような「数字を入力する項目」を設定してお

き、入会しているメンバーをダウンロードしてエクセルで表示したとき思い通りに並べ替

えができるようにすることもできます。開封確認結果データでも役に立つでしょう！ 

 

 

このようにマメールのプロフィール機能の設定はとても自由度が高い分、とっつきにくく

設計に手間取る方が多いと思われます。 

無料お試し期間中に十分に検証していただき、自信を持って運用していただけるようサポ

ートさせていただいております。 

わからない点やご不安な点はお気軽にご相談ください。 
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機能をお知りになりたい方へ

携帯電話及びパソコンからご利用可能な連絡網システムです。 

弊社の連絡網システムは非常に多機能であり、オプション設定を切り替える事によってあら

ゆる形態での運用が可能になるように工夫されています。 

自動でできる運用

メール連絡網のメンバーが、入会しているのにもかかわらず「メールアドレスを変更してし

まう」ということは当然あり得ます。弊社の連絡網システムでは「月1回存在確認メールを自

動配信」し、到達できなかったメールアドレスを「自動削除して管理者その方々の名前を報

告」したり、プロフィール（名前や学年、地域などの属性）を登録していない方に「登録を

お願いするメールを自動配信」して入力を促進すること、さらには毎月や毎週の決まった行

事の連絡なども自動で繰り返し配信することができます。 

また、行事の連絡等も、「今すぐの連絡」と「開催直前の連絡」を一度に行えます！ 

例えば大人数で運用する場合

メールを一斉配信した後、メンバーの方から問合せメールが殺到する場合があります。これ

にいちいち回答することが果たしてできるでしょうか？このような場合、自動返信機能を使

用すれば「ご連絡はお電話で・・・」というような固定のメッセージを自動返信することが

できます。 

現場から携帯電話で使用することが多い場合
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

簡単ログイン機能を使えば特定の携帯電話からのログインをパスワードなど一切入力するこ

となく素早くお使いいただけます。 

部外者の入会をなくしたい場合

カラメールによる入会を禁止にできます。入会期間を設けて締切し、オプション設定でカラ

メール入会をオフに設定すれば部外者の入会を管理者がコントロールできます。 

文書番号管理をしたい場合

自動で件名を作成する機能があります。これをオンに設定すると、文書番号が自動付加され

た件名を自動作成します。「？番のメールについて・・・」などコミュニケーションがとり

やすくなります。 

 
これらはほんの1例にすぎません。 

我々はユーザー様のご意見をもとに機能を拡張してまいりました

入力ができない人を少しでも救いたい

カラメール入会して、入会のお礼メールが届く・・・そしてお名前や学年を入力していただ

く・・・一連の動作ですが「入力ができない」方も必ずいらっしゃるものです。弊社システ

ムの場合、この名前と学年などを返信していただけば、管理者が返信メールを見て、代わり

に簡単操作で設定してあげられるようになっています。 

アンケート機能は面倒だ

少人数で運用している方は特にアンケートなどを作成して「出欠確認」を行うことがわずら

わしく思えます。 

そこで、返信管理機能をつけました。 

管理者はただ「明日のイベントに参加できますか？出席・欠席で返信してください」とメー

ルするだけで返信されてきたメールより出席者と欠席者を振り分け、出席者のみに明日の予

定をメールする・・・というようなことが可能になっています。 

つまり簡単なアンケートであれば、メールだけでアンケートと集計が可能になるということ

です。 

 
これらもほんの1例です。 
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我々は、今後もユーザー様の要求に応えるシステム作りをしていきます。 

だからこそ無料お試しなのです

あなたがお考えの連絡網は実現可能？

このコンテンツを熟読され、すべての機能を知

る事はお時間が無い方にはかなり難しいと思い

ます。 

まず、ご不明な点があればお電話等でお問合せ

下さい。 

親切丁寧に、わかりやすいように、あなたの要求が可能であるかどうかを充分に検討し合い

たいと思っています。それは、充分に役に立つシステムとして、末永くご利用いただくこと

を最大の目的としているからなのです。 

携帯電話だけでも運用できます

メール 連絡網 システム「サークルメール」は、まるでお友達と普通に携帯メールしているか

のような感覚で使える「メール配信モード」や、グループ分けした特定の人だけに配信する

「抽出配信」、メールを読んでもらったかどうかを確認できる「開封確認機能」や「アン

ケート機能」など多彩な機能を搭載した、非常に多機能ですが簡単にご利用いただけるサー

ビスです。

弊社のシステムは広告はいっさい入りません。

完全に専用のシステムとしてお使いいただけます。 

広告が入ると、メールの受信者はその分余計にパケット通信料を払わされていることをご存

知でしたか？メール 連絡網 を受信し始めたら電話代が増えるということは実際に発生するの

です。メール 連絡網 という大切な連絡に使用するものに余計な情報はいっさい必要ないはず

です。 

左のメニューより、ご覧になりたい機能をクリックしてご覧ください。 

※画面の表示サンプルは携帯電話での例です。

無料お試しでさらにナットクしてからご導入ください 

概要をご覧になったらぜひ「30日間無料お試し」を

ご体験ください。サークルメールがいかにに簡単にご

利用いただけるサービスかがお解かりいただけると思

います。 

http://www.mamailcn.com/query/


「30日間無料お試し」をご体験なさらずにご契約頂くことはできません。

無料お試しは弊社からの料金はいっさい発生いたしません。お客様の繊細なご要望にか

なうシステムであるかどうかを検証していただくためのものです。

無料お試しはこちら
以下のメニューより機能説明をご覧ください

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

 > ホーム > 機能 <<戻る
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メール 連絡網 の 機能、操作画面のイメージ　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

管理者の方の操作イメージ
 > ホーム > 機能 > 操作画面のイメージ <<戻る

管理者の方は以下のような画面イメージを操作していただきます。 

管理画面は「パソコン」「スマートフォン」「従来型の携帯電話（ガラケー）」から操作し

ていただくことができます。 

それぞれの端末からログイン画面にアクセスすると、その端末に合わせた画面に自動的に切

り替わります。

パソコンでの操作画面

(1) すべてのご契約者様が「マニュアル本」を読んだりすることなく、いきなり使用するこ

とができるようさまざまな工夫をしました。 

(2) 常に右上の同じ位置にメニューが表示され、操作に迷うことがありありません。 

(3) 各メニューにはヘルプやヒント（操作説明画面）が表示できます。ヘルプはウィンドウ

表示の方式で現在操作中の画面を見ながら解説を読むことができ、不自然に思考を中断され

ないように設計しました。 

(4) 日付入力などはカレンダーが自動表示され、間違いの少ない入力を素早く行なうことが

できます。

https://www.mamail.jp/login.cgi?mag=3
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/user
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/try/ryoukin.html
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/QandA
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/news
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/kinou/023.html
http://www.mamailcn.com/kinou/001.html
http://www.mamailcn.com/kinou/003.html
http://www.mamailcn.com/kinou/019.html
http://www.mamailcn.com/kinou/002.html
http://www.mamailcn.com/kinou/008.html
http://www.mamailcn.com/kinou/020.html
http://www.mamailcn.com/kinou/009.html
http://www.mamailcn.com/kinou/004.html
http://www.mamailcn.com/kinou/005.html
http://www.mamailcn.com/kinou/006.html
http://www.mamailcn.com/kinou/007.html
http://www.mamailcn.com/kinou/010.html
http://www.mamailcn.com/kinou/011.html
http://www.mamailcn.com/kinou/012.html
http://www.mamailcn.com/kinou/0013.html
http://www.mamailcn.com/kinou/014.html
http://www.mamailcn.com/kinou/018.html
http://www.mamailcn.com/kinou/017.html
http://www.mamailcn.com/kinou/016.html
http://www.mamailcn.com/kinou/030.html
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/kinou/021.html
http://www.mamailcn.com/kinou/015.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/kinou/023.html
javascript:history.back();


わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
スマートフォンでの操作イメージ

スマートフォン専用画面では、ツールボタンの折りたたみ表示や画面のアニメーションな

ど、直感的にわかりやすく全ページ統一された操作感を実現しました。 

また各画面の右上にある「メニュー」ボタンをタップするといつでもメニュー画面が表示さ

れ、ダイレクトに各メニューへジャンプできます。 
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 > ホーム > 機能 > 操作画面のイメージ <<戻る
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連絡網の作成 作り方　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

連絡網の作り方
 > ホーム > 機能 > 連絡網の作り方 <<戻る

連絡網の作り方は実に簡単です。

カラメールで入会

連絡網のメンバーになる方は、その連絡網のメールアドレス

に対して件名･本文とも何も入力しない「カラメール」を送

信するだけです。 

 
 
入会方法を皆さんに説明するために、このような文書で説明

されると良いでしょう。 

メール連絡網 入会説明文例 （PDF文書：別画面で開きま

す） 

 
メール連絡網 入会説明文例(Word) （Word文書） 

 
※入会パスワードを設定すれば、カラメールではなくパスワードを入力してない（知らな

い）部外者の入会を防止できます。 

 
 

迷惑メール防止機能を利用している方は、mamail.jp からのメールを受信できるように設定していただく必

要があります。

もちろん、おなじみのバーコード（ＱＲコード）でも入会できます。ＱＲコードは簡単に作成できます。

（ご希望の方には無料作成いたします）

まれに、カラメールできない機種がありますが、そのような場合には本文に「入会」と入力してメールして

もらいます。

数秒後に返事が返ってきます。
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平日9:00AM-17:00PM
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・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

これはシステムが管理者であるあなたに代わって自動返信す

る「入会のお礼メール」です。 

さらに、このメールの最後にプロフィールを入力してもらう

ためのリンクが付いています。（図のモザイクの部分）この

部分をクリックすると「プロフィール入力画面」が表示され

ます。 

 

この時点で入会は完了しています。

この画面の入会お礼メール内容は、管理者の方が自由に編集することができます。

プロフィールを入力

表示されたプロフィール入力画面より、入力してもらいま

す。 

入力された内容はその方のプロフィールとして保存されま

す。 

どんなにたくさんのグループに所属する方でも、入会手続き

は1回で終わりです。 

 

ウェブ機能がない機種の方のプロフィールは、メールで返信していた

だけば管理者が管理画面より代理で登録してあげることができます。

これで完了です！

これで登録が完了しました。 

管理者からは、登録されたメンバーのプロフィールのみ見る

ことができ、メールアドレスは見えません。もちろん、管理

者の方のメールアドレスをメンバーの方が知ることはできま

せん。 

 

管理者はこのプロフィールをメンバーをグループ分けするのに利用できます。例えばこの例の場合、「年中･

年長」の方のみにメールするというような使い方ができます。

 

http://www.mamailcn.com/try/saiyou.html
http://www.mamailcn.com/special_report.html
http://www.mamailcn.com/benri/
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/QandA/008.html
http://www.mamailcn.com/nendogawari.html
http://www.mamailcn.com/pdf.html
http://www.mamailcn.com/query/
http://www.mamailcn.com/security.html
http://www.mamailcn.com/privacy.html
http://www.mamailcn.com/sitemap.html
javascript:void window.open('http://bookmarks.yahoo.co.jp/bookmarklet/showpopup?t='+encodeURIComponent(document.title)+'&u='+encodeURIComponent(window.location.href)+'&opener=bm&ei=UTF-8','popup','width=550px,height=480px,status=1,location=0,resizable=1,scrollbars=0,left=100,top=50',0);


管理者がすべて管理する運用も可能

カラメールのよる入会を行わず、管理者の方が申込みを受け付けて、入会する管理方法でも

運用できます。 

その際、メンバーの方には管理しているプロフィールを見られないようにして運用できま

す。 

 

カラメールで一定の期間、入会を受け付けし、その後、一旦入会を締め切るというような運用も可能。

学校やＰＴＡ等の運用で、1年ごとに全会員を削除、新たに入会していただいて運用するということも

できます。

 > ホーム > 機能 > 連絡網の作り方 <<戻る
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プロフィール機能　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

プロフィール管理
 > ホーム > 機能 > プロフィール管理 <<戻る

プロフィール管理機能で メール 連絡網 の用途

が格段に広がります。 

 
 
 
プロフィールとは、連絡網のメンバーになって

いただく方の特徴をあらわす項目のことです。

例えば「学年」や「性別」、「部署」や「居住

地域」など、ご利用状況に応じた任意のプロ

フィールを設定することができます。 

連絡網への入会からプロフィール入力を完了するまで
専用のプロフィールを設定できます。

プロフィールはマ･メールの大きな特徴の一つです。 

メール 連絡網 の用途などによって、 

 
「地域別にメール配信する必要がある」 

「学年ごとにメールの内容を変えたい」 

 
などのご要望が必ずあると思います。 

プロフィールは、このような連絡網の受信者の特徴となるも

のを管理するための機能で、メール 連絡網 に入会して頂い

た直後に図のように自動的にアンケートされます。 

あなたの連絡網にあわせた完全オリジナルなプロフィールを

設定して管理することができるようになります。 

プロフィールの設定例
連絡網の作成をスムーズにするためのサポート機能も充実
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

プロフィールの入力方法がわからない人やウェブ操作ができない方などのために以下のよう

にサポート機能が充実しています。 

 

連絡網への入会を管理者が代行

何らかの理由で入力できない方のために、管理者が入会からプロフィールの登録まで代行登

録してあげることができます。 

全てを管理者が登録して管理する方法で連絡網を構築する…という運用もできます。 

 

ウェブ機能が使えない場合でも大丈夫

ウェブ機能がなかったり、表示容量の不足で表示できない場合など、プロフィールの内容を

そのままメールで返信してもらうよう誘導しています。 

管理者は連絡網の管理画面よりそのメールを見つけると、ワンクリックでプロフィール登録

画面を呼び出して編集できます。 

 

プロフィール登録していない方に登録をお願いできます

プロフィールの登録を何度でもお願いできます。プロフィールを登録していない方のみに、

入力をお願いするメールを送信してプロフィール入力を促進できます。 

 

部外者の入会を簡単削除

無関係な方の入会を見つけたときや、メールで退会の申し出があったときでも１度のクリッ

クで削除画面を呼び出すことができます。

プロフィールは本番前に充分テストして最終決定できます

連絡網の管理者は思ったより大変です。 

無料お試しの期間中にプロフィールの内容が本当に適切であるかを充分にご検討いただくこ

とができます。 

じっくりとお試しになり、最終的にプロフィールを決定して納得した形で本運用を迎えるこ

とができますので安心です。 

そして、お申込み時のプロフィールを本運用前に無償でもう一度修正できます。 

平成27年1月21日よりプロフィール設定はご自身で行えるようになりました。

 > ホーム > 機能 > プロフィール管理 <<戻る

http://www.mamailcn.com/try/saiyou.html
http://www.mamailcn.com/special_report.html
http://www.mamailcn.com/benri/
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/QandA/008.html
http://www.mamailcn.com/nendogawari.html
http://www.mamailcn.com/pdf.html
http://www.mamailcn.com/query/
http://www.mamailcn.com/security.html
http://www.mamailcn.com/privacy.html
http://www.mamailcn.com/sitemap.html
javascript:void window.open('http://bookmarks.yahoo.co.jp/bookmarklet/showpopup?t='+encodeURIComponent(document.title)+'&u='+encodeURIComponent(window.location.href)+'&opener=bm&ei=UTF-8','popup','width=550px,height=480px,status=1,location=0,resizable=1,scrollbars=0,left=100,top=50',0);
javascript:window.scroll(0,0)
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/kinou/003.html
javascript:history.back();
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/try/ota.html


メール連絡網の機能　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

配信ウィザード
 > ホーム > 機能 > 配信ウィザード <<戻る

メールの送信方法や文面の作成方法などを選択

しながら、最小限の手間で送信操作を設定でき

る機能です。 

配信ウィザードの操作ステップ概要

メールの配信方法を選択

以下のような配信方法の中から選択します。 

 
・全員へ配信  

・プロフィールより抽出して配信  

・プロフィール未登録の会員へ配信  

・月1回連絡網テストメールを配信 

除外者の設定

常に配信の対象者から外しておきたい方もあるはず。 

または、プロフィールだけでは完全に抽出できない場合など、この除外者を設定しておけ

ば、メール受信の対象から外しておけます。

抽出条件

プロフィールを使用した抽出や、プロフィール登録されていない方の抽出などが設定可能で

す。

メールタイプ

送信するメールのタイプが選択できます。 

・通常メール 

・アンケートメール 

メール送信オプションの設定
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

開封確認メールを指定したり、プロフィール入力画面を表示できるリンクをつけてメール送

信するように指定できます。

メールの作成方法の選択

メールの文面を作成する方法を以下のように指定できます。 

・過去の送信履歴を引用して文面を作成する 

・あらかじめ登録しておいたテンプレートを引用して文面を作成する 

・新規に作成する

画像や地図を添付する

メール送信の際に画像や地図を添付し配信することができます。 

・画像は、.jpg/.gif/.png/.bmp　ファイル形式が添付できます。 

・地図は、Googleマップが画像化されて添付されます。

送信時期の選択

以下のように送信時期を指定して送信することができます。 

・今すぐ送信 

・日時を指定して送信 

・上記２つの両方を指定 

自動繰り返しの設定

定型的なメール配信業務を完全に自動化できます。 

 
月１回の疎通確認を行うための「テストメール」を毎月自動的に行う。 

 
プロフィール登録されていない方に自動的に入力をお願いするメールを送信する。

 > ホーム > 機能 > 配信ウィザード <<戻る
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一斉配信　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

メールの一斉送信
 > ホーム > 機能 > 一斉送信 <<戻る

サークルメールは以下のように、さまざまな配信方法がご利用になれます。パソコンからでも

携帯からでも、多種の配信方法を準備しています。 

配信方法は多様でなければなりません。 

パソコンのみでしか運用できないシステムは停電したら使えません。接続するためのモデムの非常電源まで準

備するのですか？

メールでメールを一斉送信

携帯電話のメール作成機能でメールを作成

管理者に登録されている方の携帯電話なら、通常の携帯メールを作成するのと同じやり方で

メールを作成。そのメールをサークルメールのアドレスに送信してください。 

 

 

 

管理者の方からのメールを預かります

システムは管理者の方からのメールを全員に配信するためのメールとしていったん保存し、配

信するかどうかを管理者の方にメールで問い合わせてきます。 

画像の添付も可能です
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

画像を添付して送信すれば自動的にホームページを作成してＵＲＬを添付しますので、受信者

の方が閲覧できます。 

いったん保存されたメールはいつでも配信スタンバイ

配信しても良いタイミングに「配信」の2文字のみを本文に入力して返信すると実際に全員に

配信が行われます。 

携帯メールで文章を作成するのに慣れている方に便利な機能です。しかもメールのパケ代だけだからダンゼン

おトクです。

この機能は「代理配信者」に設定することによって、複数の人が行えるようになります。

管理画面にログインしてメール配信

パソコンや携帯電話から管理画面にログインすれば、
全ての機能をご利用いただけます。
パソコンの管理者画面は図のようになっています。
携帯電話からは「簡単ログイン」機能を使えばユーザーＩ
Ｄやパスワードを入力することなく数秒で管理画面にすば
やくアクセスできます。

テンプレートにフォーマットを登録しておけるから簡単

よく利用する連絡メールの書式などはあらかじめ登録しておきます。（サンプル付き） 

メールを配信するときは、テンプレートを呼び出しフォーマット内の必要な項目だけを修正し

て送信するだけです。 

日時や場所など、いざメールを配信するときには意外に記述漏れが発生することが多いようです。テンプレー

ト機能はこのような単純なミスと入力の手間を軽減します。

抽出配信で対象者を自由にグループ分けして配信

指定したグループに属する方のみに限定したメールを配信することができます。 

グループ分けはプロフィールの設定内容によって自由に行うことができます。例えば、学年･性別がプロ

フィールに設定されている場合、2年生と4年生の父親のみにメールを配信というような操作が簡単にできま

す。

もちろん、複数のグループに属する方に複数のメールが配信されてしまうようなことはあ

りません。

件名の自動作成
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件名の自動作成オプションをオンに設定しておけばあらかじめ設定された件名が自動セットさ

れます。 

件名本文には文書番号をあらわす｛連番｝キーワードが使用できますので「連絡網の名称 第

｛連番｝号」としておけば、次回からは「連絡網の名称 第123号」というような件名が自動

的に作成されてセットされます。 

メールや会話のやり取りの中で「？番のメールの件で・・・」など、コミュニケーションがや

りやすくなります。

画像や地図を添付して配信

メール作成画面で「添付」をクリックします。簡単な操作で画像や地図を添付することができ

ます。現場の写真や集合場所への地図などにご活用できます。 

画像は、.jpg/.gif/.png/.bmpファイル形式が添付でき、地図はGoogleマップが画像化され

て添付されます。

 > ホーム > 機能 > 一斉送信 <<戻る
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グループ 配信　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

メールの抽出配信
 > ホーム > 機能 > 抽出配信 <<戻る

「特定地域の女性のみ」など、プロフィールの内容によって自由にメールを送信する対象者

をグループ分けして選択できます。 

この機能により、日常的な連絡など メール 連絡網 の用途が格段に広がります。

連絡網のメンバーをグループ化

抽出の条件設定により、メール 連絡網 のメンバーの
方をさまざまなグループとして扱うことができ、その
任意のグループにメールできます。  
※図では「剣道と太極拳」の方だけにメールするた
め、抽出しようとしています。 
プロフィールの項目は「無料お試し期間」中に十分にご検
討いただけます。思い通りにメンバーをグループ分けでき
るかどうかお確かめいただいてから本運用に移行できま
す。
複数のグループに属するメンバーの方を一度に選択して
メールを配信しても、一人に同じメールが何通も届くよう
なことにはなりません。

その他の機能

抽出した結果を編集できます

抽出した結果より、対象にしたくない会員が抽出されてしまったときは、その会員を除外す

ることができます。 

抽出結果の並べ替えができます

抽出された会員の一覧の表示順を並べ替えできます。 

並べ替えの順序に指定できる項目は、会員のお名前、入会日時及び会員のプロフィール項目

を指定できます。並べ替えに指定した項目は一覧表にも表示されますので抽出結果がグッと

見やすくなります。 

開封確認メールを配信できます

送信時に、「開封確認リンクを付ける」をオンにするだけで、会員の方が実際にメールを開

いたかどうかを確認することができます。 

画像や地図を添付して配信できます

部活動の試合の写真や修学旅行中の写真、集合場所の地図などを配信することができます。 

 > ホーム > 機能 > 抽出配信 <<戻る
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予約配信　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

さまざまな予約方法を指定できます
 > ホーム > 機能 > 予約配信 <<戻る

 
予約配信は「配信ウィザード」機能によって行います。 

ウィザード方式ですので、質問に答えていけば希望するメールを予約

することができます。 

 
自動配信する日時のスケジューリングや自動繰り返し機能によって、

柔軟にご利用いただくことができます。

すぐに配信・日時指定配信を組み合わせられます

例えば、会議や打ち合わせの連絡の場合、今すぐ連絡し「会議の開催直前」にも同じメール

を自動送信できます。

毎週？曜日、毎月？日・第？曜日など、多彩な指定方法が可能

自動配信するメールの予約方法に柔軟性が持たせてあります。 

日にちで指定したり、曜日で指定したり、週単位や月単位でお好みのメール配信を簡単にス

ケジューリングできます。

便利なツールとしても

例えば、プロフィールを登録していない方に定期的に自動で「プロフィール入力のお願い」

をするなど、連絡網の名簿の品質を保つためのツールとしてご利用いただけます。

月1回は定型メールの自動配信で加入者のモレを確認

携帯電話のメールアドレスは簡単に変更できてしまいます。 

連絡網に加入している事を忘れて、メールアドレスを変更していまう方も多いのです。 

これは携帯電話を使った連絡網システムの弱点の一つ・・・ 

 
月1回程度、この機能を使って「テストメール」を自動送信すれば、メールアドレス変更され

ている方をシステムが検出し、自動削除するとともに、その対象者を管理者にメールで通知

します。 

 
毎月決まった日の決まった時間に確認メールが配信できますので、誤ってメールアドレスを

変更してしまった方にも気づいてもらえる可能性が高くなります。
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

プロフィール未登録者の方に入力のお願いを自動配信

プロフィールの入力は確実にしていただきたいもの。 

入力されていない方を自動抽出して、「入力のお願い」をメールすることも可能。

「毎週？曜日は？の日」、「毎月？日は？の日」などの自動連絡

抽出条件や配信タイミングを自由に設定できますから、定期的に実行したり意識されるべき

事柄をメール連絡網で自動管理できます。

 > ホーム > 機能 > 予約配信 <<戻る

http://www.mamailcn.com/try/saiyou.html
http://www.mamailcn.com/special_report.html
http://www.mamailcn.com/benri/
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/QandA/008.html
http://www.mamailcn.com/nendogawari.html
http://www.mamailcn.com/pdf.html
http://www.mamailcn.com/query/
http://www.mamailcn.com/security.html
http://www.mamailcn.com/privacy.html
http://www.mamailcn.com/sitemap.html
javascript:void window.open('http://bookmarks.yahoo.co.jp/bookmarklet/showpopup?t='+encodeURIComponent(document.title)+'&u='+encodeURIComponent(window.location.href)+'&opener=bm&ei=UTF-8','popup','width=550px,height=480px,status=1,location=0,resizable=1,scrollbars=0,left=100,top=50',0);
javascript:window.scroll(0,0)
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/kinou/020.html
javascript:history.back();
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/user
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/QandA
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/news
http://www.omni.ne.jp/
http://www.omni.ne.jp/
http://www.omni.ne.jp/mamail/renraku/renraku.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailsp.com/
http://www.mamailcn.com/query/
http://www.mamailcn.com/try/
http://www.mamailcn.com/QandA/007.html


メールアドレス表示について　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

会員の管理機能
 > ホーム > 機能 > 会員の管理機能 <<戻る

管理者の方は、連絡網の会員を管理する機能をご利用いただけます。

メールアドレスだけはご覧になれません

管理者の方はメールアドレスだけはご覧になれませ
ん。 
弊社のシステムの個人情報保護ポリシーにより、管理
者の方および連絡網の会員の方のお互いのメールアド
レスは公開･表示しないでコミュニケーションできる
システム形態をとっています。
パソコンの会員の詳細情報は左図のようになっています。
（クリックすると拡大表示します）

管理機能

会員の表示順を並び替え(ソート)できます

会員のお名前、入会日時、及び設定されているプロフィール項目のうちどれか一つを選択し

て会員一覧の並べ替えを行うことができます。 

また、並び替えに指定した項目は一覧表に表示されますので会員の一覧の管理がグッとやり

やすくなります。 

連絡網の会員を追加できます

カラメールによる入会のほかに、管理者の方が会員の方の情報を入力して入会していただく

代行登録機能としてご利用いただけます。 

連絡網の会員のプロフィールを編集できます

入会されている会員の一覧を表示することができ、その会員のプロフィールを編集すること

ができます。 

管理者の方のみがプロフィールを表示･管理できる運用方法もございます。会員の方に知られたくない項目を

プロフィールとして使用したい場合などに対応できます。

連絡網の会員を削除できます

管理者の方が会員を退会させることができます。 

会員の並べ替え機能と併用すれば、こんな事ができます。 

並べ替え順を「入会日時の降順」としておくと、あとから入会した人が入会日時とともに先頭に表示されま
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

す。ここで部外者の入会を発見したら、「この会員を削除」をクリックして退会させる・・・という管理が

しやすくなります。

全会員を一括削除できます

管理者の方が全会員を一括で削除することができます。 

年度ごとに新規に会員を募集しなおす様な場合に便利な機能です。

会員名簿のアップロード、ダウンロードについて

会員データを手入力して一括登録したい

この方法は良く相談を受ける方法なのですが、非常に非効率です。 

つまり、会員の方の記入ミス、入力される方の入力ミス、そして迷惑メール防止機能を使用

されている方などが重なり、平均して30％以上がエラーになってしまうのが実態です。 

ご面倒でも文書による説明や会員の方が集まっているときに説明してその場で入会していた

だくなどの手順を踏んだほうがはるかに簡単で確実な連絡網の名簿作りが完了します。 

※「マメールから届くメールを、会員の方一人一人が受信する意思を確認」することが本来

だと思います。 

会員の名簿をダウンロードして使いたい

会員の名簿をダウンロードすることが可能です。 

形式はCSV形式ですのでMSエクセル等で表示・印刷することが可能になります。 

入会者のチェック等にお使いください。

 > ホーム > 機能 > 会員の管理機能 <<戻る
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開封 確認　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

開封確認
 > ホーム > 機能 > 開封確認 <<戻る
メール 連絡網 サークルメールではメンバーの方が実際にメールを開いたのかどうかを確認すること
ができます。
開封確認メールを送信する

開封確認メールを送信するには、送信時に「開封確認リンク

を付ける」をオンにするだけです。 

このメールを受信したメンバーの方は、リンクをクリックしないとメールを見ることができません。 

各メンバーの方がこのリンクをクリックしたかどうかをシステムが監視しています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開封状況を確認できます
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

開封状況を簡単に確認できます。 

確認した内容に基づいて、例えば「未開封の人」の一覧を参

照し、未開封の人だけにメールすることができます。

 > ホーム > 機能 > 開封確認 <<戻る
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アンケート　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

アンケート
 > ホーム > 機能 > アンケート機能 <<戻る

出欠確認を行うためにアンケート機能を利用される方が増えています。

簡単作成！アンケートメール

メール 連絡網 のメンバーにアンケートメールを送信し、その結果を集計できます。 

さらにアンケートの結果に基づいて、さらにアンケートしたり、回答の内容に基づいて分類

したグループにメールしたりできます。  

例えば、アンケートメールで出欠確認を行って、出席者だけにさらにメールしたりできます。

アンケートするには？

アンケートを入力してもらうためのフォーム（入力書式）を作成します。

通常アンケートは、質問文と回答の選択肢から構成されます。回答例は回答パターンから選

択するだけの手軽さです。しかも、オリジナルの回答例ももちろん作成できます。 

アンケートの入力をお願いするメールを作成して送信します。

アンケートをお願いする簡単なメールを作成して、添付するアンケートを選択して送信する

だけです。 

会員の方がアンケートに答えます。

アンケートメールには、アンケートフォームへのリンクが自動的に付きます。受信したメン

バーの方はそのリンクをクリックして表示されるフォームに入力します。

アンケートの集計結果

アンケートの集計結果が一覧表示できます。

集計結果はアンケートの内容に基づいてシステムが自動的に作成します。 

集計結果に基づいて、該当者をグループ分けできます

チェックをオンにして「一覧を見る」をクリックすると、各項目の該当者を任意に分類表示

させ、そのメンバーの方にさらにアンケートやメールができます。

 > ホーム > 機能 > アンケート機能 <<戻る
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返信 回答　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

回答機能
 > ホーム > 機能 > 返信回答機能 <<戻る

連絡網のメンバーの方は、一斉配信したメールにいつものとおり返信すれば、管理者の方へ

返信できます。

管理者には返信があったことをメールで通知します

1. メーラーで回答

管理者に通知されたメールに、管理者がそのまま返信すれば、回答できます。 

つまり、メールのやり取りは、ごく普通に携帯メールをやり取りしている方法でできるとい

うことです。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

件名が使用できない一部の携帯(Vodafone等)では、直接返信できない場合があります。その場合は管理画面

より回答してください。

 

2. パソコンか携帯で管理画面より回答

図のように管理画面より「お問い合わせ」をクリックすれば、メンバーの方からの返信メー

ルの内容を履歴で表示でき、そのメールに直接返信することもできます。

 > ホーム > 機能 > 返信回答機能 <<戻る
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画像添付　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

ホームページ機能で画像も表示
 > ホーム > 機能 > ホームページ機能 <<戻る

カメラ付き携帯を使用して、画像付きのホームページを自動作成できます。

操作はとってもカンタン！

1. カメラ付き携帯で写真を撮影してください。

撮影のしかたはそれぞれの携帯電話のマニュアルをご覧ください。 

2. その携帯でメールを新規に作成し、件名と本文を入力します。

件名はホームページのタイトルに、本文はホームページのコメントになります。 

3. 次に先ほど撮影した写真を添付して送信するだけです。

通常の「お友達に写メールを送信」する手順と同じです。 

添付画像はファイル名を数字のみにしてください。

 
メールの件名をホームページのタイトルとし、本文をコメントにし写真を貼り付けたページ

をシステムが自動生成し、さらに連絡網の全メンバーにホームページが作成されたことを告

知するメールを配信してホームページの閲覧へ自動誘導します。 

ホームページには5日の寿命が自動設定されます。つまり5日を過ぎると自動削除されて閲覧できなくなりま

す。

 > ホーム > 機能 > ホームページ機能 <<戻る
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返信 分析　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

返信管理機能
 > ホーム > 機能 > 返信管理機能 <<戻る

例えば管理者の方が「本日PM3:00よりの会議に出席できますか？ハイまたはイイエで返信

してください」というような簡単な内容を早く確認したいとき、アンケートメールを使うよ

りこの返信管理機能が便利です。

簡単なやり取りをするときはコレが便利！

連絡網の会員からメールで返信された「文字の内容」に応じて分類集計表示する機能を持っ

ています。この機能を利用すると、受信者は規則に従ったカンタンな文字を返信するだけ

で、管理者が集計する手間を大幅に省くことができるようになります。  

１．返信方法を説明したメールをメンバーの方に一斉送信します。

例えば「本日の試合に参加できますか？○か×かで返信してください。」というような文章

を作成し、メール 連絡網 のメンバーに送信します。 

よく使用する返信の文章はテンプレートに登録するとさらに簡単に素早くメールが作成できます。

２．受信した メール 連絡網 のメンバーが指示に従って返信します。

連絡網の会員はいつものようにメールで受信し、「了解」や「○×」などを普通に返信する

だけです。  

３．返信管理メニューから集計結果を見ます。

例のように「○か×」での返信なら、先頭の一文字だけを参照して、返信してくれた方を分

類すればよいでしょう。つまり、○が何人、×が何人の分類が行え、それぞれの分類された

グループのメンバーが一覧でき、さらにグループにメールするというようなアクションがと

れます。 

受信者は通常のメールのように応答でき、パケット代を気にすることもなく、理解していただきやすい方法

です。

返信方法がある程度統一されている必要があるので、そのような取り決めを実現しやすい少人数でのご利用

が向いているかもしれません。

 > ホーム > 機能 > 返信管理機能 <<戻る
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テンプレート　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

テンプレート機能
 > ホーム > 機能 > テンプレート機能 <<戻る

よく使用する連絡メールのフォーマットの様式は雛形として準備しておくことが望ましいで

しょう。急いでいても、フォーマットがあれば、項目の漏れもなく最小限の入力でメールを

作成できます。 

緊急時でも、要件を漏れなく素早く配信

緊急時は要件を漏れなく素早く配信する必要があります。 

 
緊急時はテンプレート機能を利用して雛型のフォーマットを呼び出し、必要部分のみを入力･

編集して送信するだけで済みます。

テンプレートの例

赤字の部分がテンプレート、黒字が入力した部分です。

■発生日時 

？月？日(木)午前？時ころ 

■場所 

？市 ？？？地区 

■概要 

午前6時頃黒ヘルメット、黒ずくめの服を着た男が同店に侵入。従業員の左胸を刺し逃走

中。？警察署が捜索中。 

■対応 

生徒には事実を知らせ十分に注意するように指導。本日の下校時刻は15時です。学年PTAが

あるため、学年以外の先生で下校指導をします。各家庭でもご注意願います。 

 

緊急でもあわてずもれなく連絡できます

大した機能ではないのですが、アルとナイとではぜんぜん違います。 

特に メール 連絡網 の場合、連絡項目のモレがあると問い合わせメールや電話が殺到したり

する場合がありますので、テンプレートの内容については事前に充分検討しておく必要があ
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

ります。

 > ホーム > 機能 > テンプレート機能 <<戻る
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メールによる代理配信　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

代理配信者機能
 > ホーム > 機能 > 代理配信者機能 <<戻る

代理配信者機能とは、「メールによって連絡網全員へ一斉配信する機能」を管理者以外の携

帯にも割り当てる機能です。 

例えば不審者情報の配信者を地域ごとに置くことも…

複数の人に送信できる権限を与えて、広域で利用するような運用に適しています。 

地域ごとに配信できる担当者を置き、携帯メールから配信してもらいます。もちろん、写真

添付機能も使用できます。 

代理配信者機能は連絡網の会員全員への一斉配信のみ行うことができます。細かく送信条件を指定して配信

する際は、管理画面にWebアクセスするIDとパスワードを、複数の人で共有すれば、全ての機能を複数の人

で利用することができます。

 

配信方法がカンタン

通常の携帯メール送信に近い感覚で操作でき、管理画面にログインして行うより早く操作が

完了しますから、状況に応じて使い分けできるようにしておくと良いです。

 > ホーム > 機能 > 代理配信者機能 <<戻る
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配信 履歴　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

バックナンバーの表示
 > ホーム > 機能 > バックナンバーの表示 <<戻る

今まで配信してきたメールの内容を履歴として保存しています。

送信したメールの履歴

今まで配信してきたメールの履歴の一覧を表示します。 

配信したメールの件名･本文の内容のほかに、配信開始･終了時刻および配信件数が表示され

ます。

 > ホーム > 機能 > バックナンバーの表示 <<戻る
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自動削除　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

会員の自動削除
 > ホーム > 機能 > 会員の自動削除 <<戻る

管理者がせっかくメールを配信しても、アドレスを変更したりしている場合、受け取っても

らえません。 

このようなメールアドレスは不要なメールアドレスです。

無効なメールアドレスを排除

携帯メールのアドレスは、比較的簡単に変更できてしまいます。 

そのため、連絡網に入会している方がメールアドレスを変更してしまった場合、本人も気づ

いていない場合もあります。 

未達になったメールアドレスを自動再確認

送信先がないためエラーとなってしまったメールアドレスには、システムがもう一度存在し

ていないかどうかを確認するメールを送ります。 

このメールもエラーとなってしまった場合、無効なメールアドレスであると判断して、シス

テムは削除の対象に組み入れます。 

誰が削除されたのかがわかります

システムは自動削除した方の一覧を管理者に報告します。 

プロフィールの「名前」を入力している会員の方なら、削除の名簿にその方の名前を転記し

ますので、管理者の方は「誰が メール 連絡網 からはずれてしまったのか」を知ることがで

きます。

 > ホーム > 機能 > 会員の自動削除 <<戻る
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ログイン パスワード　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

簡単ログイン機能
 > ホーム > 機能 > 簡単ログイン <<戻る

携帯電話から管理画面を操作するとき、わざわざ毎回「ユーザーＩＤ・パスワード」を入力

しなくても、クリックだけで数秒でログインが可能になります。 

ポケットから携帯をサッと取り出して、サッと使い始められます。

簡単ログインを行ないたい携帯端末を登録するだけです。

携帯端末の登録方法は以下の通りです。 

 
(1) 管理者の方が登録したい携帯端末の情報を入力します。 

(2) 指定した携帯端末に確認メールが届きます。 

(3) 確認メール内のリンクをクリックして携帯端末の認証手続きを行ないます。 

(4) 認証が成功すると、その携帯端末から簡単ログイン機能が利用可能になります。 

 

固体識別機能を利用しています 

ログインするための特別なＵＲＬがあり、そのＵＲＬにアクセスするだけで何の入力もなくログインできま

す。

AUやSoftbankなどは事前準備が必要 

端末を識別するための番号を送信する機能を事前に有効にしてください。

 > ホーム > 機能 > 簡単ログイン <<戻る
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会員 削除　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

全会員データを一括削除できます。
 > ホーム > 機能 > 全会員の削除 <<戻る

いったん全員を削除し、再度改めて入会しなおしたいような場合にお使いいただける機能で

す。

年度が替わった場合など

年度が替わった場合など、管理者が学齢を変更するより、いったん全員のデータを削除し、

再度入会しなおしてもらう方が便利な場合があります。

誤って削除してしまわないようパスワード付

誤って削除してしまわないように、毎回異なる削除パスワードを入力しなければ削除できな

い仕組みになっていますので安心です。

 > ホーム > 機能 > 全会員の削除 <<戻る
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オプション設定について　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

標準装備の機能オプション
 > ホーム > 機能 > 機能オプション <<戻る

管理者の方は、豊富なオプション設定を自由に変更することができます。オプション設定に

よってマ･メールの機能をカスタマイズできます。 

※このオプションはご利用料金に含まれており、自由にご利用いただける機能です。

連絡網メンバーからの問い合わせに関するオプション

問い合わせが来たら自動返信

メール 連絡網 のメンバーからお問い合わせが返信されてきたとき、あまりにも大量に返信さ

れて困る場合があります。 

そんなときはこのオプションをオンに設定しておけば、あらかじめ準備されたメールを自動

返信してくれます。「お問い合わせはお電話で･･･」というようにしておけば大丈夫です。 

問い合わせが来たら管理者へ通知

メール 連絡網 のメンバーからお問い合わせが返信されたとき、管理者がすぐにそのことを知

りたいときはこのオプションをオンにします。 

お問い合わせがあるたびに、その旨を管理者のメールアドレスへ自動通知してくれます。

メンバーへの自動案内メールの内容を編集できます

入会お礼メールの編集

カラメール入会してきた方に自動返信するメールの内容を編集することができます。 

末尾にはプロフィールを入力していただくためのリンクが自動的に付与されます。

退会お礼メールの編集

本文に「退会」の2文字のみ入力して送信すると、いつでも連絡網のメンバーをやめることが

できます。その退会時に自動返信するメールの内容を編集することができます。 

お問い合わせへの自動返信メールの編集

お問い合わせが多くて対応できない場合などに、各メールに固定のメッセージを自動返信で

きます。このオプションで自動返信するメールの内容を設定し、自動返信のスイッチをオン

にすると「お問い合わせはお電話で･･･」というようなメッセージを自動返信して誘導できま

す。 

会員への案内メールの編集
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

既に会員になっている方が再度カラメールを送信してきた場合にご案内するメールの内容で

す。 

末尾にはメンバーの方がご利用可能なメニューが自動的に付与されます。

会員でない方への案内メールの編集

入会されていない方が突然お問い合わせなどをメールしてきた場合、入会をお願いするメー

ルを自動送信しています。その内容を編集することができます。 

カラメール入会を禁止している場合のお断りメールの編集

カラメールでの入会を禁止した形で運用することも可能です。その際にカラメールを送信し

てきた方に自動返信するメールの内容を編集できます。

管理者のためのオプション

管理者のメールアドレスを編集

ここに登録されているメールアドレスが管理者として認識されます。メールアドレスを変更

された場合や管理者が変わった場合はこのメールアドレスを修正します。 

カラメール入会機能の使用を設定

このオプションでカラメール入会機能を可能にしたり、不能にできます。一時カラメール入

会を許可して全員が入会後に禁止にするなど、自由に設定を変更できます。 

クイック一斉配信機能を設定

携帯メール機能によって一斉配信する機能は、 

(1) 一斉配信したい内容を送信。 

(2) 配信準備完了メールの返信。 

(3) 一斉配信の指示メールを送信。 

(4) 一斉配信をスタート。 

の手順で行われます。 

慣れてきた方でこの操作が煩わしくなってきた方は、このオプションをオンにすると上記の

(1)(2)の手順が省略され、管理者の方がメールするだけですぐに全員にメール配信すること

ができるようになります。 

管理画面へのログインパスワードを編集

ログインするためのパスワードが編集できます。 

セキュリティー保全のため、定期的にパスワードを変更していただくよう強く推奨しています。

配信開始の通知を設定

一斉配信が開始されたことを管理者に通知するかどうかを設定します。 

配信終了の通知を設定

一斉配信が終了したことを管理者に通知するかどうかを設定します。
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その他のオプション

メール作成時にフッターを自動セットする機能

配信するメールの最下部には、メール 連絡網 の名称や事務局の電話番号などの情報を常に表

示しておきたいものです。このオプションをオンに設定しておけば、あらかじめ設定してお

いたフッターメッセージを自動的に最後部に付与してくれます。 

自動セットするフッターメッセージの編集

自動的に付与するフッターメッセージ（上記）の内容はここで編集します。

メール作成時に件名を自動セットする機能

配信するメールの件名に「？？？連絡網 第123号」というような件名を毎回自動的に作成し

てセットしてくれる機能です。 

このオプションをオンに設定しておけば、いちいち件名を作成する必要がなくなります。 

自動セットする件名の編集

自動セットする件名の内容を編集できます。 

規定値は 

 
連絡網の名称 第｛連番｝号 

 
となっています。用途に合わせて自由に編集してください。 

携帯電話の件名の文字数は全角15文字です。これを超えると右端から切り捨てられてしまいますのでご注意

下さい。

 > ホーム > 機能 > 機能オプション <<戻る
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機能 まとメール機能　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

まとメール機能
 > ホーム > 機能 > まとメール機能 <<戻る

マメールを複数契約していただいている方が対象となる機能です。 

例えば教育委員会様が複数の学校に同じ内容のメールを送信したい場合など、各学校の管理

者の方を経由しなくても一部またはすべての学校に1回の操作でメール送信することが可能で

す。

複数のマメールをひとまとめにして扱えます

このサービスは2015年4月1日より有償サービスとなる予定のサービスです。 

詳細につきましては以下のリンクをクリックしてご覧ください。

まとメール機能の詳細とお申込み

 > ホーム > 機能 > まとメール機能 <<戻る

https://www.mamail.jp/login.cgi?mag=3
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/user
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/try/ryoukin.html
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/QandA
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/news
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/kinou/023.html
http://www.mamailcn.com/kinou/001.html
http://www.mamailcn.com/kinou/003.html
http://www.mamailcn.com/kinou/019.html
http://www.mamailcn.com/kinou/002.html
http://www.mamailcn.com/kinou/008.html
http://www.mamailcn.com/kinou/020.html
http://www.mamailcn.com/kinou/009.html
http://www.mamailcn.com/kinou/004.html
http://www.mamailcn.com/kinou/005.html
http://www.mamailcn.com/kinou/006.html
http://www.mamailcn.com/kinou/007.html
http://www.mamailcn.com/kinou/010.html
http://www.mamailcn.com/kinou/011.html
http://www.mamailcn.com/kinou/012.html
http://www.mamailcn.com/kinou/0013.html
http://www.mamailcn.com/kinou/014.html
http://www.mamailcn.com/kinou/018.html
http://www.mamailcn.com/kinou/017.html
http://www.mamailcn.com/kinou/016.html
http://www.mamailcn.com/kinou/030.html
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/kinou/021.html
http://www.mamailcn.com/kinou/015.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/kinou/030.html
javascript:history.back();
http://www.mamailcn.com/matomail/
javascript:window.scroll(0,0)
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/kinou/030.html
javascript:history.back();
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/try/ota.html


携帯 メール 連絡網のマメール　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

まとメール機能

わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

「まとメール」機能ができました
 > ホーム > まとメール機能 <<戻る

「まとメール」機能とは、複数のマメールをご契約をいただいているご契約者様が対象にな

るサービスで、複数のご契約先の会員様をひとまとめにして一斉送信等を行うことができる

機能を提供いたします。 

※連絡網用のマメールと販売促進用のマメールを混在させることはできません。

 
 
「まとメール」機能を使うと・・・ 
メリット 

会員の方に新しいアカウントに入会していただかなくても「まとメール」機能でまとめ先

すべての会員データを集約してくれますので簡単に運用することができます。 

抽出条件は「まとめ先」となりますので、任意のまとめ先のみを抽出して配信することも

可能になります。 

複数のご契約先に対して同じ内容のメールを1回の操作で送信することが可能になります

ので大きく手間が軽減でき、各管理者の方とのやり取りも必要ありません。 

開封確認メールやアンケートなども一元で管理できるようになり、より広範囲での活用が

期待できます。 

デメリット
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「まとメール」用の新たなアカウントよりメール送信を行ないますので、会員様によって

は現在の迷惑メール設定の修正が必要になる可能性があります。 

ドメイン指定で設定している方は問題ありません。メールアドレス指定で特定のメールアド
レスのみ受信可能している方は「まとメール」のアドレスも受信可能に修正していただく必
要があります。

ひとまとめにして送信しますので送信時間が若干増加する可能性があります。

「まとメール」機能を使うには

「まとメール」機能のご利用にはお申し込みが必要です。下記リンクをクリックしてお申

し込みください。 

お申し込みの確認後、ご希望のまとめ先のアカウント数の上限を弊社よりお尋ねいたしま

す。（下記、料金表をご参照ください） 

お客様には各まとめ先との連結のための手続きを行なっていただきます。各まとめ先の管

理者の方々とのメールによるお手続きをシステムが提供します。各まとめ先の管理者の方と

の意思の疎通が必要です。 

「まとメール」のお申し込みはこちら 
クリックされました後、連絡網用か販促用かを切り替えてお申し込みください。

お申し込みの準備

お申し込みの際にまとめ先数の指定をしていただきますので、あらかじめ必要となるまと

め先数をご確認ください。（料金表もご覧ください） 

また、まとめ先のアカウントを最低2つお調べくださいますようお願いいたします。 

各まとめ先の担当者様とメールによる手続きが必要になります。各まとめ先の「ご連絡先

メールアドレス」が正しいものかどうかを事前にご確認ください。

「まとメール」機能のご利用料金

「まとメール」機能は1年契約のみです。「まとメール」機能でまとめる契約先の数よって以

下のようになります。

まとめ先数の限度 年間ご利用料金
10先まで 6,000円
20先まで 12,000円
30先まで 18,000円
40先まで 24,000円
50先まで 30,000円

※消費税込の価格です。 
※一年一括払いのみのお取り扱いとなります。 
※ご利用料金は2015年4月1日ご利用分よりお支払いとなります。

「まとメール」のお申し込みはこちら 
クリックされました後、連絡網用か販促用かを切り替えてお申し込みください。

 > ホーム > まとメール機能 <<戻る
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機能 CSV ダウンロード　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

CSV形式でダウンロードできます
 > ホーム > 機能 > CSVをエクセルで活用 <<戻る

会員データやアンケート結果、開封確認結果をCSV形式でダウンロードすることができま

す。 

CSV形式ですからエクセルなどの表計算ソフトにそのまま読み込んで活用することができま

す。

エクセルのフィルタ機能を利用して、目的の結果を表示させる

エクセルがインストールさ

れているコンピュータであ

れば、ダウンロードすると

きに「開く」に指定する

か、ダウンロードしたファ

イルをダブルクリックする

だけで読み込んで左図のよ

うに表示されます。 

 
 

 
 
 
 
 
まず、表を見やすくしましょう 

表の上部（列のＡＢＣ･･･が表示されている部分）を

マウスでドラッグしてください。この例の場合、Ａ

～Ｈまでをドラッグします。 

列のＡＢＣ表示が反転して黒色表示になります。 

 
次に列の境界線部分へマウスを移動させ、ダブルク

リックしてください。 

表に入力されている内容がすべて見えるように、列幅が自動調節されます。 

 
オートフィルタ機能を呼び出す
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

エクセルのメニューより、

以下のように操作してくだ

さい。 

 
 
「データ」　→　「フィル

タ」　→　「オートフィル

タ」 

 
 
オートフィルタ機能が有効

になり、列見出しの文字の右側にボタンが表示されます。 

 
 
オートフィルタ機能を使う

例えば2年生だけを表示させたい場合、左図のように

「学年区分」の横のボタンをクリックして「2年生」

をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
さらに「会員区分」の横のボタンをクリックして「保

護者」をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 

この例の場合、「2年生」の

「保護者」の一覧が表示で

きました。 
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このようにしてプロフィールに設定されている項目を指定して自由に簡単にお望みの表を完

成させることができます。 

 
 
もちろん「開封確認の結果データ」や「アンケート結果のデータ」にはそれぞれの結果も

入っておりますので、 

 
 
※クラス別の未開封者一覧 

※アンケート結果別の一覧表 

 
 
等も簡単に作成、印刷して使用することができます。

 > ホーム > 機能 > CSVをエクセルで活用 <<戻る
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機能 遅配　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

メールの遅配対策について
 > ホーム > 機能 > メール遅配の対策 <<戻る

携帯電話の各メーカーは、1日に数億とも言われる迷惑メール業者からのメールと日々戦って

くれています。 

そのお陰で私たちの携帯電話にはほとんど迷惑メールが入ってこなくなりました。

遅配とは

メールアドレスはアルファベットと記号の単なる組み合わせです。よって、ランダムな組み

合わせを自動的に作成した「予想メールアドレス」を作ってそこにメールすれば、ある程度

の確立で不特定多数の方に一方的にメールが送れてしまうことになります。

携帯各社はこれによる一般の方への迷惑メールの被害を避けるために「存在しないメールア

ドレスを？％以上含む？件以上のメール配信はおそらく迷惑メール業者だ」という判断をす

るようになりました。 

 
そして、そのように一斉に配信されたメールは極端に到着を遅らせて（数時間から数日）や

ろうじゃないか！という対策がとられるようになったのです。 

 

？の部分の数字はどのメーカーも明確には答えてくれませんでした

連絡網システムも迷惑メール業者？

連絡網システムを運用する人も迷惑メール業者として扱われることがありうるのでしょう

か？答えは「はい」です。 

 
メール連絡網も会員の方々も、自分のメールアドレスをカンタンに変更できてしまうことは

ご存知だと思います。そのようにして、一斉に配信したときに相手まで到達しないメールア

ドレスをたくさん含んでいる一斉配信は迷惑メール業者からの配信であると誤解される可能

性があるのです。 

 
大切な連絡であるにもかかわらず、遅配されてしまっては情報は全く意味を持たなくなる場

合が多いはずです。 

遅配対策はどうすればよいのか？
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

結論は簡単です。メールアドレス変更などで存在しなくなったメールアドレスは、連絡網の

名簿から排除すれば良いわけです。 

 
でも、実際にそんなことができるのでしょうか？これはかなり難しいといえます。一つの

メールアドレスが存在しているかどうかは、送信してみなければわからないからです。 

 
これを手作業でおこなうとしたら、「メール送信してみる→エラーで返ってこないか監視す

る→エラーで返ってきたら名簿の中のメールアドレスとチェックする→名簿の中に存在して

いるメールアドレスなら削除する」ということを常に繰り返さなければなりません。

連絡網会員名簿を完全自動メインテナンス！

メール連絡網システムマメールではこのような煩雑さを以下のような方法で完全自動化して

います。

月1回以上、お互いの存在を確認するための一斉配信を行いましょう！でも、これも面倒で

す。マメールでは「月1回のテストメール配信を自動で行うことができます（予約配信の自動

繰り返し機能）」

エラーで返ってくるメールを自動分析します。そして、本当にメールを届けることができな

かったのかどうか、もう一度確認のためのメールを自動配信します。 

そのメールさえもエラーで返ってきた場合、「このメールアドレスはもう存在していないだ

ろう」という判断をして、連絡網会員の中から検索し、該当者を削除します。 

そして、「削除された方のお名前」の一覧を作成し、管理者が管理画面より一覧できるよう

にしています。 

 
※実際にはエラーメールを数十種類のパターンに自動分類・解析して、パターンごとに再送

信するタイミングや回数を微調整して対応しています。削除された会員の一覧ではどの事由

によって削除に至ったのかを表示しています。

マメールではこのよう処理を完全自動化できます。

携帯電話中継局の輻輳（ふくそう）による遅配

NTTドコモ様サイトより抜粋・・・ 

携帯電話のメールサービスは、モビリティ性とリアルタイム性を実現するため、PCでのメー

ルサービスとは異なり、メールを受信後すぐに、お客様の携帯電話に配送（Push）する仕組

みを取入れています。また、お客様がどこにいてもメール配信ができるよう、無線を用いて

送信しております。しかしながら、無線リソースは有限であることから、局所的に大量の

メールが集中したり、そのエリアでの通信量が急激に増加した場合には、無線リソースを超

過し、携帯電話へのメール配送が失敗する場合があります。 

・・・ 

 
このように、配信するメールが集中するとメール到着の通知が遅れる現象が発生する場合が

あります。 
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※メールは会員の方のメールボックスに到着した後、到着が通知されますので、「センター

問合せ」等を行えば受信ができます。 

 
マメールでは、適時メールの一斉配信環境のチューニングを行って対策を行っております。

 > ホーム > 機能 > メール遅配の対策 <<戻る
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システム 制限　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

システムの制限
 > ホーム > 機能 > システムの制限 <<戻る

弊社の メール 連絡網 システムの制限についてご説明いたします。

連絡網の会員の最大数

構築される メール 連絡網 の最大人数によってご利用料金が決定します。 

よって、ご契約いただいた人数を超える会員の入会はできません。 

限度を超えた場合には、管理者へその旨メールで通知されます。

メールの文字数の限度

配信するメールの文字数は現状の携帯の平均的な文字数半角１００００文字（2015.10現

在）となっていて、情勢にあわせて変更していきます。 

連絡網の運用形態によっては、大きな文字数で運用しても構わない場合があります。例えば10000文字以上

全員に送信可能とあらかじめ解っているような運用の場合は、ご依頼によってこの文字数の限度をご契約者

ごとに設定することも可能です。詳しくはご相談ください。

その他

メールの配信回数に制限はありません。 

保存の制限

ご利用になるシステムのデータを保存する限界はあります。例えば、バックナンバー（送信

したメールの履歴）は最大200エントリーまで、管理者へのお問い合わせのメールは最大

1000エントリー保存され、古いものから順に自動的に削除されていきます。 

通常の使用で充分な保存件数を確保していますが、標準よりも多くを保存しておきたい場合は有償ですが、

対応することはできます。

 > ホーム > 機能 > システムの制限 <<戻る
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ご利用者様の声　導入事例　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

導入事例

ご利用例

新型インフルエンザの対策

休校中止延期のお知らせ

インフルエンザ発生状況

インフルエンザ感染確認

予防対策・対応法

新型インフルエンザの予防

台風18号上陸

不審車両の情報

不審者情報

不審電話

大会の中止

到着予定時間

PTA運営委員会

参加者募集

会議のお知らせ

プールの運用

グランドのコンディション

県警からの通達

毎月1回のテストメール

防災連絡網

火災情報

熱傷患者の搬送

行方不明者の捜索

ご利用者様の声/導入事例
 > ホーム > 導入事例 <<戻る

ご利用者様から頂いたメッセージです。 

ご検討の方の参考になれば幸いです。 

　 

ソーシャルクラック対策上、具体的な名称等の掲載はしておりません。 

また、お問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承下さい。

総合型地域スポーツクラブで活動する団体です。 
クラブでは、チーム管理メール、指導者・スタッフ・役員メール、会員メールをマ・
メールさんでお世話になっています。 
相手の方が仕事中に連絡することが多いので、会議やイベントの案内など急を要さない
メールに利用しています。 
マ・メールは相手の環境を害さないで連絡できるので事務局はとても助かっています。 
また、受け取られる方も日時などが携帯に残るのでスケジュールの管理も出来るようで
す。 
  
岐阜県　地域活動

昨年、いろいろな会社を調べましたが、決め手は次の点でした。 
1ヶ月の試行が無料でできること。 
試行後、月の終わりまで試行を延長できたこと。 
費用がお手ごろ。 
会員がウェブを通さずにメールが受け取れる。 
内容が充実していること。 
プロフィールの書き換えができること。 
使ってみて、特に問題もなく、とても便利でした。 
当初、ａｕにだけ配信されないことがあって心配しましたが、相談させていただいたと
ころ、原因を探ってくださり、配信速度を調整してくださることで、解決したようで
す。ありがとうございました。 
困ったことは、削除会員が出たときに、プロフィールが分からないため、同じ苗字の方
から特定するのに苦労したことです。 
  
兵庫県 小学校

いろいろなメール連絡網のシステムを比較したが、必要最小限の機能が使え、ランニン
グコストが圧倒的に安いため導入した。 
機能や使い勝手などはもっと便利な物もあるとは思うが、やはりコストが。。。 
 
使用開始後も改良をちょくちょくと加えていただけているので、これからも期待してい
ます 
よろしくお願いします 
  
奈良県　保育園/幼稚園
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahoo!ブックマークに登録

何故マメールさんにしたかと言えば、費用の一言に尽きます。 
小規模のうちのスポーツ少年団で、月何千円もの通信費は負担できません。 
５００円／月という費用はとても魅力的でした。 
  
山口県　地域活動

マメールに決めたのは、オタメシ期間での対応の良さと値段の安さと広告が入らないこ
との良さと携帯でどこでも簡単に連絡網を作成し送信出来る点です。まだまだ使いこな
せてませんが、頑張ります。 
  
埼玉県　サークル

①受信者（登録者）の個人情報取得が最小限であったこと（メールアドレスのみ） 
②バナー広告などが入らないこと（同様の無料サービスでは広告が入る） 
③有料利用は、管理が行き届いていると推察されたこと 
④経費の関係（他社より安く、多人数に配信できる） 
が、選択の理由です。 
サービスについては、不足はありません。 
  
京都府　農業振興団体

マ・メールのシステムはシンプルで使いやすく、 
料金も安いのが一番の魅力です。 
他のところも使用していたことがありましたが、システムトラブル等でメールの着信が
大幅に遅れたりすることがよくあり、困っていました。 
今のところ、マ・メールではトラブルないですし・・ 
現在、二つの連絡網を使用していますが、今後、仕事関係で１，０００人規模の広報用
連絡網を設定したいと考えています。 
また、お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
  
兵庫県　サークル

料金が手頃であるのにもかかわらず、様々な機能が付いており、かなり役立っていま
す。 
  
神奈川県　保育園

私どものような中小企業において、連絡メールが年間6，000円と安価であること。 
又それに見合う以上にセキュリティーが良いことにより　マメールを選ばさせていただ
きました。 
  
滋賀県　一般企業

利用したきっかけは、友達の紹介でした。友達にメールで連絡網を始めたいと話した
ら、「マ・メール」の話をしてくれて、利用料金が安いと言うことで、サイトを確認
し、導入事例とかも分かりやすく、お試し期間があったのもきっかとなりました。だか
ら、他社さんとは比較してないです（笑）それくらい、サイトを見せて頂いて、ここで
お願いしたいと思い、まだ半年ですが、利用させてもっらっています。 
　ただ、一つだけお願い事があるとすれば、送信数が５００字なので、それが無制限と
はいかなくとも、１０００字くらいになれば嬉しいなと感じております。（無理いって
すみません） 
今後も継続利用する予定ですので、これからもよろしくお願い致します。 
  
沖縄県　サークル
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選んだ理由は、 
一年あたりの料金が安いこと。 
相談した時の対応がとても親切だったこと。 
機能的が充実していること（開封確認機能、検索、抽出配信機能等）です。 
  
福井県 保育園

さらに、「マメールが選ばれた理由」もご覧ください。

 > ホーム > 導入事例 <<戻る
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マメールをお選びいただいた理由について　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

マメールをお選びいただいた理由
 > ホーム > 導入の流れ > マメールが選ばれた理由 <<戻る

私たちはマメールをお申込みいただいた方々に「類似したたくさんのサービスの中で、どうし

てマメールをお選びいただけたのか」をお一人お一人にお尋ねしています。 

これからの商品開発などに参考にさせていただくためです。 

 
 
ご回答いただきました中から一部をご紹介させていただきます。 

（固有名詞は＊＊＊で判らないようにさせていただいております） 

 
 
ご返信くださった皆様に心よりお礼申し上げます。 

 
 
 
※ＰＤＦでダウンロードして印刷できます。（別画面で開きます）2014.11.11改訂 

※ＰＤＦの内容はこのページの内容と同期していない場合がございますのでご了承ください。

お選びいただいた理由
■＊＊＊大学 
携帯にメールを送信する時、 
 
絶対に届く・・・とか、高速で届く・・・とか 
 
大袈裟に言っている会社が多い中、 
マメールさんのサイトのお話はとても信用できたからです。 
 
 
どんなメール配信会社から送信されたメールでも、 
結局は携帯会社に届いて基地局のアンテナから 
電波として手元に来るのですから同じはずです。 
 
 
携帯会社は公共性の高いサービスですから、 
どこそこのメール配信会社だけ優先して早く送信してあげます 
といった不平等なことは社会通念上絶対にしないはずです 
 
というわけで、とても信頼できる会社だと判断したから採用となりました。 
使用感も思った以上に良くてとても満足しています。 
 
 
 
 
 
■＊＊小学校 
お世話になります。私は岩手県＊＊市の「＊＊＊＊＊＊小学校（会員数約320 
名）」ＰＴＡ会長の＊＊と申します。 
このたびの東日本大震災に伴いまして、私たちＰＴＡも緊急連絡網の見直しを 
しています。電話連絡が不可能な状態においてメール連絡の利便性を再認識致 
しました。実際学校連絡の代わりに、我々のPTA役員の個人メール連絡で卒業式の 
変更や、休校や登下校時間の連絡を全校に連絡しました。 
 
PTA三役会ならびに理事会に貴社システムを提案したくご連絡させて頂きまし 
た。昨年度から相談はしていましたが、費用負担や、会員の携帯の普及状況（ 
メール・ウェブ×）等の問題で中断していました。 
今回が導入のチャンスと思っています。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 
 
 
■＊＊連絡網 
昨日、宮城県沖地震により　＊＊＊市には避難勧告が出され 
3時間に渡り　学校を閉鎖し　避難所へ避難するという事態が発生しました。 
避難解除まで3時間余り　ありましたが　学校・子どもたちへの被害は無く 
ほっとしているところであります。 
実は、全員避難が原則なのですが　学校への問い合わせ等がくることを予想し 
私は学校に待機しておりました。（注意報から警報に変わるようなことがあれば 
避難したと思いますが） 
学校には　様々な問い合わせが入りましたので　結果的に残っていて正解だったなと 
思います。が、やはり、このような緊急時には、メールでの緊急連絡網の整備が 
不可欠だと感じたところであります。 
学校を閉鎖することになれば、保護者への連絡、問い合わせに固定電話で対応するこ 
とは不可能になります。 
いろいろな災害等が起きた場合、ニュースで報道されるのは　「情報がない」ことへ 
の不安苛立ち・・ということが多いです。 
実際、保護者の立場になれば　子どもたちが　今どんな状況にあるのか 
怪我はないか、迎えの必要は無いか、今後保護者はどうすればよいか・・など 
とても心配されると思います。 
その際に、管理者の携帯から、一斉メール送信をする体制が整ってさえいれば 
リアルタイムで、子どもたちの状況や　その後の指示連絡が可能になり 
情報が錯綜せずに　済むということを　実感いたしました。 
今回のこともありますので、新年度のPTA総会の際は、説明が現実味を帯び 
おそらく、ほとんどのご家庭で抵抗無く加入していただけるのではないかと思ってお 
ります。 
今後とも　どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
■＊＊ホーム  
震災時、揺れとほぼ同時に、停電になりました。電気がないと通じない一般電話。携帯でやり取り出
来たのは、短時間でその後はなにもできなくなりました。けれど、その後、他のライフラインの中
で、一番に携帯電話がつながるようになりました。ただ、充電ができません。そのため、ある程度時
間がかかる会話はできず、そのうち一人二人と充電がなくなります。その時メールなら会話より短時
間でやり取りできるのに、と痛切に思いました。 
　また、電気が回復した後も、保育時間についてや、給食の停止、暖房をつけられないので衣服の調
節など、その都度電話連絡を回すのに大変な思いをしたのです。 
　そこで、以前から気になっていた一斉メールを取り入れたいと思い、パソコンで色々探しているう
ちに貴社がよいという、ヤフー知恵袋の回答を目にし、開いてみて、広告が入らない事、200人位の
小人数の単位で使え、その料金として当方が支払える妥当な金額だった事などで、貴社を選ばせて頂
きました。 
　よくわからない事もありますが、その際は電話等でお聞きしたいと思いますので、よろしくお願い
致します。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊連絡網 
メールの件についてですが、私がいろいろなメール連絡網を検討した結果、また、マメールに戻って
きた理由は 
 
１．有料で広告が入らないこと 
２．料金設定 
３．携帯メールを前提に構築していること 
 
です。担任として生徒への緊急連絡にメールを使うことを考えていますが、その前提として 
 
・無料のものは、広告が入るので有料 
・学校としての公的なものではないので、できるだけ低料金 
・携帯メールのことを考慮してあるもの（携帯電話会社の 
迷惑メールブロックについて考慮されている） 
 
と考えていました。特に、料金については、５０人～１００人くらいであまり高くならないところを
探していましたが、 
他社は料金設定が高額で、個人ではなかなか手がでません。 
 
あとは、以前使ったときに、プロフィールの区分以外での抽出配信がしづらかったことを除けば、ア
ンケート機能や 
登録退会がさせやすかったり使いやすかったということがあり、再度申し込んだという感じです。 
 
あまり、参考にはならないと思いますが、以前にはなかった機能を試してみたいと思います。よろし
くお願いいたします。 
 
 
 
 
 
■＊＊大学附属＊＊＊高等学校中学校 
主に管理職のほうで選定を行い，2社に絞られました。 
その後，検討委員会の方で，貴社の試験運用を行なうように決定されました。 
 
2社に絞った段階で， 
・コスト面 
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・柔軟な対応 
・実績（インターフェイスの使いやすさも含む） 
の3点で比較を行ったと聞いております。 
特に，実績に関しては，他校での利用状況を聞き，参考にしたようです。 
本校ではひとまず，急な天候の悪化による休校など，緊急時の保護者への連絡目的で 
導入が図られておりますので，利用頻度は低めであるものの， 
「教員にとって使いやすい」「管理会社に相談しやすい」 
ことが非常に重視されております。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊小学校メール連絡網 
マメールを選択した理由は、私個人としては、学校のＰＣにインストールするタイプだとＰＴＡ独自
の使用に制限がかかってしまうこと。 
静岡県内及び近県にサーバーがあるタイプだと、地震などの災害の際にダウンしてしまう可能性があ
ること。 
ＰＴＡ会費でまかなうのであまり大きな金額にならないこと。 
などを選定理由に考えていました。 
そして先生が一番使用するので、先生の使い勝手が良いものを考えました。 
 
学校側からは、同市内でマメールを導入していて良いといううわさを聞いていたのと、 
近くで使用していれば情報交換も出来るというのが導入賛成派の先生がマメールを押している要因で
した。 
 
反対派の先生は、メール連絡網そのものを反対している方が多く、 
今までの電話連絡でも良いのではないかという意見が大半でした。 
いわゆる携帯やＰＣをもっていない人には不公平ではないかというものです。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊＊＊＊連絡網 
当ＪＡが導入を行った経緯ですが、一番の理由は役職員の家族の「訃報通知」です。 
 
連休中等の連絡案内及び、通夜葬儀の場所時間が電話ではメモをとる必要があり、 
移動中メモを持っていない場合などに携帯メールが後日でも確認できる事です。 
 
今回御社を利用にあたっては、ＷＥＢ検索の結果及び内容をＰＤＦで確認したところ 
私の必要とするシステムと思い今回利用させて頂くことになったわけです。 
 
 
 
 
 
■＊＊看護協会　災害支援ナース 
理由のひとつは多数の実例があるとのことで安心感がありました。 
また、災害時の連絡網としては緊急時に強いということが理由でした。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊ 
（１）まず、小規模グループを対象としたサービスであることが挙げられます。 
検索上位に来る会社は月当たりの送信件数が数万件と、当方には合わないです。 
（２）次に、コスト。数十人単位のグループでこの種のサービスを導入しようと 
考えたのは、通常のメールからは受信してくれないアドレス（特にdocomo）の登録が 
多かったためです。あまりお金をかけられないので、月当たり数百円で済むのは魅力です。 
（３）では、規模・コストが似たようなサービスの中で、 
どうして貴社のものをまず試そうとしたのか。小回りが利いて、 
きめの細かいサービスが期待できそうだったからです。 
あくまでもWebサイトからの印象ですが。いわゆるＩＴ系にありがちな、 
すっきりした、都会的なサイトのものに比較して、貴社サイトは人の顔が見える気がします。 
ユーザーとしては、問題が起こった際に対応してくれるか否かが大きなポイントですので、より対応
してもらえそうなところを選んだ、ということです。 
 
 
 
 
 
■若竹＊＊緊急メール 
今まで使用していたメール連絡は買い上げ式で、システムが受け付けないアドレスが非常に多く 
保護者の方の要望に応えられないため　新しいものを探していました。 
貴社に決めさせていただいたのは、様々な対応の迅速さと丁寧な説明で　システムに詳しくない 
素人の私どもでも教えていただきながらできるのではと思ったからです。 
プロフィールは複数選択にしていただいて助かりました。まだ読み始めで試しているところなので 
またご質問などするかと思います。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊教育学部緊急連絡網 
最大の理由はまず 
　「メンバーの個人情報が他のメンバーに流出しないこと」 
です。個人情報が万全に守られる保証がなければ，登録に際して 



抵抗感があると思いますし，連絡網を利用して女性職員に対する 
ハラスメントを行うというような事態でも発生したなら，連絡網 
に対する信頼が失われてしまいます。 
 
そのほか， 
　「広告メールが入らない」 
という点も重要な点ですし，また，管理者としては， 
　「プロフィール設定が当方のイメージに近い」 
　「会員管理のためのシステムが整っているようである」 
　「受領確認が可能である」 
点も重視させていただきました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊第三中学校 
６社ほど検討しました。 
選んだ理由は、料金設定と、ホームページの読みやすさ。 
また学校の連絡網として使用するのに適しているかどうかです。 
ＰＴＡというＰＣに関しての素人が使うので、説明がわかりやすく丁寧であることが 
大きなポイントでした。 
ここまでの手続きもたどたどしくやっています。 
この後もスムーズに行ってくれるといいのですが… 
早く使ってみたいです。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊連絡網 
この度は、弊社のお客様（幼稚園）にご紹介用としてテスト申込させて 
いただいたのですが、貴社のＨＰのサービス紹介情報や検討時の注意事項、また 
導入後に考えられるシステムではどうにもならない（運用に頼らざるを得ない） 
課題や問題についても包み隠さず情報提供されており、かつ携帯電話の販売が専門の 
私どもから見ても各キャリアのフィルタリング等の情報についても非常によく調べら 
れており最新情報の反映（＝アフターがきちんとしている）に信頼が持てたからです。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊連絡文 
今回、利用した経緯としましては同じグループ会社の 
他の事業所で利用している事を知り進められた事もあり申し込みを行いました。 
 
 
 
 
 
■＊＊工場　緊急時連絡網 
コスト面での理由が大きく占めます。 
緊急時の連絡手段が主となりますので、多彩なサービスよりも低コスト 
で必要な時だけ利用できる商品を検討しておりました。 
他に東日本大震災の時でもサービス停止しなかったとの実績を拝見し、 
選択させていただきました。 
弊社の利用ニーズにマッチすれば、ぜひ導入を検討させていただきます。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊工業高校連絡メール 
本校の求める機能を持ち、年間経費および実績を比較して 
選定しました。HPが丁寧に作られていることにも好感が持てましたし 
電話の対応もよかったとおもいます。 
 
 
 
 
 
■＊＊保育園 
この度は、お世話になります。貴方様の会社を選んだ理由はセキリュティがしっかりしていて 
信用できそうだからです。又、わかりやすい内容の説明と電話対応ができることです。 
何しろ初めての使用なので、使い方などお聞きすると思いますがよろしくお願いいたします。 
連絡網は保育園の緊急連絡網として使いたいです。特に熊本は、昨年大水害があり＊＊保育園地域も 
避難勧告が出て心配しました。と、いう事で連絡網を検討してきました。 
 
 
 
 
 
■＊＊総合学園高校 
貴社を選んだ理由は、料金が割安であること、 
貴社を利用している学校、会社、等が多いこと、事業実績が長い事、等です。 
 
 
 
 



 
■＊＊＊緊急連絡網 
当社は、BCP（事業継続計画）に取り組んでいます。 
 
考え方として、大災害等が発生した時、社員への安否確認等の連絡方法として 
携帯電話メール（一斉メール）を予定しています。有線電話では、電柱が倒壊 
し不通になるためです。 
 
マメールさんが、大災害の発生時に、上記の条件を満たせるかどうか・・・い 
つ発生するかわからないので・・・の問題は別にして、他社のサーバを利用し 
た一斉メールでの連絡網の確立は必要と考えていますので、今回選びました。 
 
と共に、導入するにつき、費用対効果の問題を考え（当社の予定者は約50人位） 
・・・いつ発生するかわからない・・・毎月の出費になる・・・大手の警備会 
社では、初期費用と毎月の費用が必要・・・等を考え、マメールさんを選定し 
ました。 
 
 
 
 
 
 
■＊＊連絡メール 
お世話になります。マ・メールを選んだのは、すでに2月に申し込んだ 
「＊＊小学校メール連絡網」で使い勝手がよかったからです（その時も 
私が数社の中から貴システムを選びました）。 
1.使い勝手がよい 
　　携帯電話からも発信できる 
　　開封確認ができる 
　　定期的に自動テストメールを送れる 
　　その他もろもろ 
2.安定している（していそう） 
　　私どもではすでに5年前から携帯電話メールを使ったメール連絡網を 
　　導入していましたが、そちらは今回の地震でしばらく使用できません 
　　でした。今回、貴社に乗り換えるふんぎりがつきました。 
3.安い 
　　大変リーズナブルだと思います。 
4.電話の対応がよい 
　　わからないことが沢山あって、その度にお電話させていただきました。 
　　ご迷惑だったと思いますが（笑）、大変親切に教えていただきました。 
以上です。どれかひとつと言われれば2です。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊連絡網 
幾つかありますがホームページの内容が 
おおげさではなく等身大な感じがしたところでしょうか 
 
業界最安！のはずなのに初期費用１００００円とか 
見ない人もいるはずなのに「開封率１００％」などの 
嘘の過激な宣伝が多かった中、御社のＨＰは誠実な感じがしました 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊＊連絡網 
従来型の順番に電話を回す連絡網が、 
非常時に役には使い物にならないのではないかという防災上の観点から 
携帯電話のメール機能を使った連絡網案がでており、 
検索してヒットした何件からコスト面やユーザー登録の容易さ、 
各種機能の充実などとお試しができるという敷居の低さからマメールの申込にいたりました。 
今後、本運用もおそらく申し込むかと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊イレブンフットボールクラブ 
今回一括配信を行う上で、あまりに沢山のシステムがあり 
正直１ヵ月くらい検討していまいたが、ニーズに合うものをポイントとして、 
「通信性、機能性、価格、サポート態勢、実績」の点で検討した結果 
 
１．通信トラブル・サーバートラブルが少ないこと。 
２．機能として 
　　（１）管理者とは別にメール配信者ができる。 
　　（２）管理機能が充実している。 
　　（３）すべての携帯・ＰＣが対応している。 
　　（４）登録・脱退が会員から行える。 
　　（５）セキュリティがしっかりしている。 
３．営利団体なので有料になるのは了承しているが 
　　管理を委託されているので、高額な費用はかけられない。 
４．できるだけ＊＊に近い企業で、メールと電話の両方の 
　　サポートができる。 
５．今までに実績ある会社である。 
 
以上の内容をほぼクリアしたのが　マメールでした。 



おまけに試用期間もあり、なんと言ってもYahoo検索１位で 
使用グループに公共団体もあるので、信頼性からも 
安心できると思っております。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊幼稚園 
ご質問の件ですが、色々インターネットを使ったり、営業の人たちとも合った 
りしましたが、費用の安さ、インターネットでの説明がわかりやすさ、まず当 
幼稚園でやろうとしていることにをクリアーしていた点だと思います。 
後は何と言っても、無料体験が出来ることだと思います。 
ともかく私達素人には、この無料体験はとても親切と感じます。 
 
 
 
 
 
■＊＊介護 
サポート体制が充実している安心感が伺えたことです。 
その安心感とは、 
貴社HPで、システムの内容が 
素人でもとてもわかりやすかったからです(PDF資料等) 
また、バックアップ体制もしっかりとしている安心感がありました。 
 
 
 
 
 
■＊＊盲学校 
選定にあたっての要件を以下のとおりとしました。 
携帯電話への一斉メール配信による連絡網として，以下の点が求められる。 
一斉配信の配信先登録数が十分であること。 
開封確認やアンケート機能，出欠の可否等の返信が可能なこと。 
パソコンまたは携帯電話等により学校外発信にも対応していること。 
サーバの堅牢性とセキュリティおよび個人情報が保護されていること。 
経費ができるだけ安価であること。 
特に，個人情報保護と，サーバセキュリティについて，「プライバシーマー 
ク」制度と、情報セキュリティ管理の標準規格である 
「ISMS適合性評価制度/BS7799:> PART2:2002」 
を認定取得したサーバ会社のサーバを利用していること， 
貴社が個人情報保護方針を明示されていることが 
安心して選定する材料となりました。 
次に，価格です。豊富な機能にもかかわらず，大変安価にシステムが構築で 
きることです。 
 
 
 
 
 
■＊＊小学校 
①進学先の市立中学校が御社のシステムを既に活用しているので、進学後も円 
滑に移行できること。 
②契約価格を比較して廉価であったため。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊高等学校 
選定の理由は下記の４点です。 
１．ＨＰ上で詳細なメーリングリスト運用の問題点、解決策、運用案等 
載っているため、ノウハウがあると感じました。 
２．サポートが充実している。 
３．学校の実績が多数あること。 
４．料金が安い 
比較検討したのは、下記の４社です。 
（１）マ・メール（有限会社オムニシステム） 
（２）＊ー＊メ＊トfor school（株式会社＊＊＊ 本社　Space-i事業部） 
（３）＊配＊ール（株式会社＊＊＊） 
（４）＊EB ＊AS e-mail（株式会社＊＊＊＊　東京証券取引所 マザーズ上場） 
 
 
 
 
 
■＊＊小ＰＴＡ 
お尋ねの件ですが、管理者（教頭）が前任校でマメールを使っていたことも 
あり、管理しやすいという点で選ばせていただきました。利用する側の利点は 
もちろんですが、管理する側の使いやすさというのが大きなポイントだと思い 
ます。ご参考までに。 
 
 
 
 
 
■＊＊中メール 
マメール使用の理由ですが、 



市内の学校で利用率が高く、 
校区の小学校もこちらのメールを利用中なので 
保護者も安心感があると考えました。 
 
また、比較検討もしましたが、他校からの評判も良く 
管理者の使い勝手、年次更新次の手軽さ、コスト面も考慮すると 
我が校の規模であれば、一番導入しやすいと思いましたので 
利用申込みをさせてもらいました 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊リバーサイド管理組合 
私どもの会社は、マンションの管理会社もしております。 
居住者の方からマメールのお話を頂き、管理会社または管理組合からの連絡 
事項を、マメールで発信してみては？ 
という御提案を頂きました。 
今回、お試し期間をりようして居住者の方の反応を見ながら、今後の参考に 
したいと思いました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊小メール連絡網 
今回のメール配信サービス利用にあたり、 
貴社を選ばせていただいた理由ですが、 
近隣の小学校で、すでに貴社のサービスを 
利用している情報を得、他社と比較して 
機能内容と利用金額が良いと考えたからです。 
 
特に、すでに利用している学校があり、 
問題なく活用できているという安心感？が 
大きな選択のポイントと思われます。 
 
 
 
 
 
■＊＊特別支援学校緊急連絡網 
申し込みに当たり学校で何度も検討を重ねてきました。PTAにもご意見をい 
ただきました。 
広告がないこと、費用面の負担が少なくすむこと、使いやすさ、諸々の御社の 
わかりやすく 
迅速なご対応等により、「マメール」に決定させていただきました。 
緊急時に、子供の命を守る一つの方法として、十分に活用できるよう 
勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
■＊町小学校 
貴社を選んだ理由は、料金設定の安さと 
わたしの友達が勤務する学校でマメールを導入した際の評価でした。 
（「とってもいいよ」の一言が最大の決め手かも！） 
 
 
 
 
 
■外来緊急連絡網 
1.東日本大震災の際に、サーバーダウンがなかった　という点 
2.サービスとしては申し分なくても、学校関係しか対応できないという 
　サービスがあり、貴社では職場の一斉送信メールにも対応できる　という点 
3.年間の利用料金が各自の負担にならない額だった　という点 
　（外来という単位での申し込みであるため、病院から金銭的な援助はないた 
め） 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊＊野球クラブ連絡網  
＜評価出来た点＞ 
・検索エンジンで一番最初にでてくる。（実績を評価） 
・私たちのような小規模のグループにも安価な価格でサービス提供をしている 
・yahoo知恵袋、教えてgooの質問サイトでの評価が高い。 
・某大手情報システム会社に勤務しているが、同業者として、無料レポートの 
内容を読み、御社のスタンス、ノウハウが十分に評価できものであった。 
・情報リテラシーの低い利用者でも、十分に利用できる仕組みになっている。 
・プライバシーマークを取得している。 
・無料使用期間がある。 
・「サークルメールご利用の皆様へのお知らせ」が迅速でかつ適切な対応をと 
っていると評価できた。 
＜改善要望点＞ 
・題名、本文の文字数をほんの少しでも拡大してほしい。たまに超えてしまう 
ことがあり、推敲作業が必要となる。 



 
 
 
 
 
■＊＊＊医師会 
マメールを選択したのは、＊＊＊市歯科医師会が先行して会員の連絡網ツール 
として利用していたからです。 
 
 
 
 
 
■＊＊中学校 
御社の選定理由ですが、これまでの実績に裏付けられたHPの豊富な情報と信頼 
性が大きいです。また、＊＊＊小学校で本年度より、使用されており、使用経 
験者が今後中学校のPTAとなった時、混乱なく移行がスムーズに行えると考え 
たためです。 
 
 
 
 
 
 
■＊＊中学校 
①マメールさんを選んだ理由は職員の負担が少ないこと。 
②横浜市の磯子区の学校の多くが選んでいる信頼性です。 
 
 
 
 
 
■＊＊小学校 
＊＊＊小学校に勤めている方からの紹介で知ったからです。 
安くて、広告が入らない、メール連絡網使ってますよ、と。 
 
現在、私は、「＊＊＊＊連絡網」を使っているのですが、 
無料版ですので、広告が入り、公式の連絡網で使うにはどうかという点、 
あと、登録時の「項目の多さ」による煩わしさ、があり、 
もっと簡単な連絡網を探していました。 
先ほど入力してみましたが、とってもカンタンでした。←魅力です！ 
 
＊＊＊＊の有料版で広告をなくすこともできますが、あちらは結構 
高いですよね。 
年額6000円というのはとっても魅力的です。←魅力２！ 
あと1000円くらい安いともっといいです。 
 
ということで、試行版を存分に活用させていただき、その後、学校側と相談し 
、 
導入を検討したいと思っています。 
（もちろん使い勝手が良ければですが。） 
 
＊＊＊＊連絡網は、27万団体、500万人突破ということですが、 
マメールも増えていきそうな予感がします。 
がんばってください。 
 
 
 
 
 
■＊＊小学校 安心・安全メール 
１　無料のシステムもあるが、広告等が入る場合が多く、また、無料のた 
めいざという時に対応してもらえない可能性がある。そこで、学校という 
公的な機関として、広告はなく安定して稼働している委託先にしたかった。 
 
２　関東圏が災害にあったことを考え、委託先は関東圏以外にする。 
 
３　本校は小規模校（児童数１３７名）なので、少ない人数に対しての値段 
設定がある委託先にする。１人当たり年１００円程度で考えていました。 
 
４　これまでの運用実績があり、個人情報の管理やセキュリティに対して 
きちんと対応している。 
 
以上の様な条件で、様々な会社を比較し、御社が一番条件に合っていた 
ということです。保護者の役員の方々にも、比較した内容を伝え、今回の 
試験運用になった次第です。 
 
 
 
 
 
■＊＊中吹奏楽部 
昨年、＊＊＊＊＊高校吹奏楽部保護者会におり、マメールを利用させて頂きました。 
とても早くて、確実なこと、一切迷惑メールが入らないこと、連絡網で電話連絡しな 
いでいいこと、、手間が省けることが気に入りました。 
 
 
 
 



 
■＊＊中学校連絡メール 
貴社を選んだ理由 
①使い勝手がよい。 
②コスト対効果がよい 
③変更等について柔軟に対応していただける。 
④前任の職場で利用していた。 
以上が主なものです。 
以前申し込んだときよりも、手続きやサポート等が充実してきていることにも感心し 
ました。 
 
 
 
 
 
■＊＊中学校PTA 
マメールを選んだ理由は人数によって価格が変わるというのが 
予算上の大きな理由と(当校は少人数「2000人程度」なので） 
もう一つは御社ホームページ上に載せておられる 
「どんな連絡網システムを選択しても必ず悩まされる 
問題が発生することをご存じですか」と題したレポートです。 
これを読ませていただいてとても参考になり、 
また、御社の永年の実績わかり、「信用」出来ると考えたからです。 
 
１度運用を始めると長いおつきあいになると思いますので 
やはり信用できるところとパートナーを組みたいと考えたからです。 
 
これから宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊連絡網　様 
１）URLつきメールでない利用ができる。 
　　　・何度かお電話で問合せさせていただきましたが、私たちグループの中に 
　　　　URLつきメールは受信拒否にしている方がいて、他社の無料携帯メール連絡網 
　　　　は利用できなかった。 
２）料金が安い。 
　　　・無料の次に安かった。 
　　　・規模が小さいので（せいぜい50人）1人当りの負担が軽くすむ。 
３）携帯電話から発信できる。 
　　　・パソコンからだけの発信だと、機動性に欠け、急ぐときに使えない。 
　　　・しかし一方で、パソコンで管理できる点もたいへん気に入っています。 
４）会社の実在証明。 
　　　・料金設定その他、非常に似たサービスも見つけましたが、 
　　　　ないよりはある会社にしようということになりました。 
５）全体として信用できそうな気がした。 
　　　・アドレス流出を懸念していますが、ホームページをよく読み、 
　　　　信用してサービスを利用しようかという気になった。 
 
 
 
 
■＊＊商業高校連絡網 
マメールを選んだ理由は，他校の利用状況を本校職員が聞いてのことです。 
使いやすく，リーズナブルで，対応が丁寧だということです。 
 
 
 
 
 
■＊＊市立＊＊小学校ＰＴＡ会長の＊＊＊＊です。 
 
＊＊県では情報メールの利用度は九州の中でも低いと思われます。 
 
他県の実施状況などを２年前から調べていました。 
 
今年、新年度からの運用を考えていたところ 
 
大分市のある小学校から“マメールは便利で良い”と聞きまして 
 
マメールでの導入を決めました。 
 
ほかでもたくさんありましたが 
 
・低価格 
 
・システムに柔軟性がある 
 
・他からの薦め 
 
以上が、きっかけになりました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊＊＊連絡網 



御社を選らんだ理由は 
①価格が妥当である 
②連絡網に広告が入らない 
③ＨＰを見た感じ、使いやすそうだった。 
のが理由です。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊＊　様 
現在、無料の連絡網を使用しておりますが、広告入りメールが送られてくるのと、広告文がいろいろ
挿入されているため、携帯の画面が非常に見づらいので、 
有料の連絡網をネットで探しておりました。５～６社の連絡網を比較検討した結果、マメールの「３
０日間無料お試し」に申し込みました。その理由は次の通りです。 
 
１．使用料金が、1月５００円（1年６，０００円）と一番安かったこと。 
会員数が５０人未満のサークルの連絡網で、年間の使用料が、例えば数万円はきつい出費です。年
６，０００円は非常に有り難いです。 
２．マメールのホームページに、機能等が分かりやすく細かく説明されていたこと。 
３．マメールの機能の中で、「返信管理」がWebにアクセスすることなく、出欠等を把握管理できる
こと。この機能は新鮮でした。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊れんらくもう　様 
選択したきっかけが何点かございます。 
まず１点は、迅速な対応、今回のメールも 
迅速な対応（常に職員がその場にいて、なおかつ 
対応も定型文ではなく、直接入力している。 
 
２点目、他社との比較ですが、 
他社では、グループ毎にメンバーを割り振りできるという 
同様のシステムであっても、 
そのグループ毎に管理者のメールアドレスを登録しなければならない 
という点で現実では不可能。 
例、クラス毎、送迎別コース毎にそれぞれの管理者のメールアドレスの登録。 
 
３点目、一斉送信した際の到達速度とコスト、セキュリティー（ＳＳＬ） です。 
特に導入する際に、電話連絡網からの移行となりますので、 
個人情報の保護という観点からずれた行為と受け取られないように 
慎重に説明しなくてはなりません。 
データの遅延は、バス運行の連絡（運行時間が遅れている場合など） 
の連絡に遅延は致命傷です。低コストで遅延対策を行っているようでしたので 
現在少人数ではありますがテストさせていただいております。 
 
４点目、サーバーの故障がないということです。 
連絡網のシステムがＣＧＩで動いているようですので、 
今後３００人ほどを登録して稼動させるのには少々不安もあります。 
 
５点目、グループの設定を必要なときに変更することができる。 
幼稚園や保育園は園、保護者会の都合によって、 
年度内に変更する場合が多くあります。 
園児の転入、転出等が家庭の都合で多く、 
送迎コースの見直しや、保護者会の係りの統廃合も 
今後予想されるので、グループの編集機能は必要です。 
 
６点目、以前にメール配信サービスの業者の数社に 
資料を請求しその後に直接電話にて問い合わせた際に、 
維持費や管理費等の表示された金額以外の費用が 
明らかになり、数多くのメール配信サービスを 
調べて参りました。 
御社ではその他の料金等の発生等が無いものと考え 
一番シンプルな定額制ということも選んだ理由です。 
 
 
 
 
 
■＊小連絡網 
実際に活用している学校に問い合わせ、信頼できることがわかったからです。 
 
 
 
 
 
■＊＊学童保育所父母の会連絡網 
当方は、『学童保育所』の“父母の会”の連絡網として利用させていただこうといろいろ比較させてい
ただきました。 
 
１：人数が少なければ少ないなりに・・・のお値段を設定いただけていた事。 
（初期の予算から、あまりにも莫大ですと、「せっかくだからやってみよう！」ということも、 
父母の会の総会で予算上承認を得るのはとても大変そうに感じたので。） 
 
２：いろいろできすぎて、管理できる人が継続しなくても困る。。。 
これは、他社のシステムを実際に使ったわけではないので、使用感としては比べていませんが、 
いろいろ情報が書いてあった中で、実際に稼働した事を想像しやすいインフォメーションが、 



御社のホームページの中にはたくさんありました。 
『父母会』という組織の特色で、管理者が毎年のように変わる・・・ということが簡単に想定できま
したので、 
極力、少し勉強すれば“誰にでも”管理できるようになるのでは？、と思われるレベルを探させていた
だきました。 
 
３：PCはもとより“携帯で管理”できること。 
いろいろ情報を探すのにはPCとインターネットで御社等企業様のページをたくさん見てみました。 
しかしながら、現実に運用する、ということになると、PCをヘビーに使うよりも“携帯”＝“パケ放
題”のようなものを 
利用している保護者のほうが多いようでした。 
そのため、携帯からでも管理者として登録すれば会員管理などができそうな御社のシステムは魅力的
でした。 
 
４：『父母の会』へプレゼンするのに、御社のように“教育機関”で多数使われている、という事例紹
介は、 
とても安心して利用しやすく、信頼のある企業様、と判断させていただきました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊メール 
近隣の学校がマメールを導入し，とてもよかったということを聞きました。また，料金設定が他社よ
りも安かったのも選んだ理由です。 
 
 
 
 
 
■＊小ＰＴＡ連絡網 
マメールを選んだ理由は、隣の小学校でも導入したということが一番の 
大きな理由ですが、さらに出欠確認のアンケート調査ができること、 
個人情報の管理等の安心感があること、などがあげられます。 
 
ＰＴＡとして導入し活用を図っていくつもりですので、今後各種会合の 
開催案内や、不審者や臨時休業などの一斉配信等で活用していく 
予定です。 
 
今後、いろいろと質問させていただいたりするかと思いますが、よろしく 
お願いいたします。なお、試用期間終了後はそのまま、本契約に移行 
する予定であおります。よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊＊＊ News 
私が尊敬している人が使っているから、きっと信用できると思ったからです。 
 
 
 
 
 
■都立＊＊高校連絡網 
１．Googleの検索で直ぐにヒットした。 
２．サポート体制がしっかりしていると感じました。 
絶えず変更・移動がありうる高校教職員・PTA役員のメール管理者にも、 
充分対応してもらえる雰囲気がありました。 
３．HPが非常にわかりやすく、当方が検討している内容が実現できると感じました。 
また、既に多くの学校で利用されている点で、安心感を覚えました。 
４．他の類似商品は、あまり乗り気がしませんでした。 
HPが事務的で人間味が感じられなかったことが主な理由です。 
５．利用者（生徒・保護者・教職員）にも、変な疑惑をもたれず、安心して、 
進んで登録してもらえる雰囲気が漂っている（？？？？） 
５．価格が安い。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊からの連絡 
今回ラグビースクールの連絡網を充実させるため 
インターネットにて検索及び比較をしてきました。 
その際に、 
①御社のwebでの情報量が多かったこと 
②運用する際のツールが多かったこと 
③１アカウントあたりの費用が安かったこと 
④サポートが手厚そうだったと感じ取れたため 
 
 
 
 
 
■＊＊幼稚園 
御社を選んだ理由は、 
コスト的なことに加え、メールシステムに対する問題点をすばやく解決して、 
より使いやすいように日々研究している姿勢に信頼感をいだきました。 
 



QRコードの作り方や対処法などもホームページで丁寧に載せていたのも、 
いざトラブルが起きたときにすばやく対処してくれそうな安心感ももちました。 
 
これから末永いお付き合いができたらと思います。 
よろしくお願い致します。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊市歯科医師会 
マメールにさせていただいた理由は、 
＊＊＊市＊区歯科医師会がマメールを利用させていただいており、 
利用価値があるとのことをお聞きして申し込ませていただきました。 
 
 
 
 
 
■＊＊すくすくメール 
　私は以前、＊＊私立＊＊小学校のＰＴＡ会長をやらせていただきました。 
その年、各地で下校途中の子どもが被害に会う事件がつづけて起こりました。 
私は地域みんなで子どもを見守る活動の必要を感じ、校長先生の協力のもと 
「＊＊子ども見守り隊」の設置などと同時に、携帯メール連絡網の導入をすることにしました。 
問題は、予算がないことで、より料金の安い事業者を探し、「マメール」をまず 
試用してみることにしました。 
　その結果、使いやすい、安定している、サポートが早く、誠実である。何よりも 
料金が安いなどの理由から、「＊小メール」として正式に導入することにしました。 
おそらく＊＊市でも最も早くメール連絡網を導入した学校であると思います。 
 
　昨年度からは、＊＊市ＰＴＡ連合会の会長をやらせていただいております。 
役員間の連絡は年々メールが中心になってきていますが、まだまだ文書や電話が 
必要で、事務局には負担をかけています。この際できるだけメール連絡網に絞って 
いきたいと思い、よく知っているマメールを試用させていただくことにしました。 
今後、＊＊市のすべてのＰＴＡ会員へ入会を呼びかけていきたいと考えています。 
 
 
 
 
 
■貴社のシステムを日頃から愛用し、大変重宝しています。 
特に今年の新型インフルエンザ発生に際しては、学年・学級閉鎖の通知が迅速・確実に行えたことは
無論のこと、閉鎖期間終了直前に、閉鎖解除か閉鎖延長かの判断材料を得るための健康観察に、Ｅ
メール配信が大活躍しました。 
Ｅメール配信の便利さが改めて認められることとなりました。 
　また、先般来お知らせしております通り、＊＊県＊＊市教育委員会は、＊ズ＊教＊ソフト製の「＊
＊＊＊連絡網２」なるアプリケーションソフトを購入し、市内全校・園に設置しました。市の専用
サーバー配下にある学校の代表メール送受信パソコンに「＊＊＊＊連絡網２」をインストールし、配
信と開封確認をするものです。 
設置後の維持費は不要ですが、如何なる場合でも、学校内にある特定のパソコンからしか配信でき
ず、返信があってもエラー扱いされ、裏技で読み出して対応するという代物です。 
２月のＰＴＡ正副会長会で、来年度のＥメール配信システムを、マメールか＊＊＊＊かどちらにする
かを比較・検討したところ、以下の理由などから、従来使ってきた貴社の「マ・メール」がよいとの
結論に至りました。 
いずれも、普通(?)のＥメールでは普通のことですが…。 
 
☆どこからでも配信・受信できること。 
☆送信可能文字数の制限が厳しくなく、情報量に不安がないこと。 
☆普通に返信ができること。 
☆年間利用料がリーズナブルであり、使い勝手を考えると、維持費無料の今回のソフトより勝るこ
と。 
 
以上のとおり、来年度以降も継続利用させてもらうことにいたしましたので、年間利用料 33,000円 
で継続利用を申し込む予定です。 
 
 
 
 
■いつもお世話になります。＊＊＊＊幼稚園の＊＊です。 
 
さて、マメールを選んだ理由ですが・・・・ 
　　・知り合いの幼稚園が既に導入していて使いやすいとの評判 
　　・価格競争力も、他の業者よりもある点 
　　・こちらのニーズに対する機能を満たしている点 
 
です。宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
■私は教員をしておりますが，実は，以前の職場で緊急メール配信システムの選定をする際，御社の
マメールを採用した，という経緯があります。 
学校全体で１０００名以上での運用となることから，職員専用の配信にマメールを，PTAを含めた保
護者全体での運用は他のシステムを採用しました。 
実際には，＊＊＊＊連絡網，＊＊mail，連絡網＊＊＊＊＊，e-＊＊＊＊＊pro等，他のメール配信シ
ステムも３０社以上試していますが，マメール導入の決め手は，やはりサポートの丁寧さ，です。 
また，その他の理由として， 
・他社に比べて，サーバが極めて安定している 



・「５０名まで6000円/年」の価格帯の他社と比較して，配信方法が充実 
・会員管理や開封確認，予約配信などが，追加費用なしでできる 
・実際の運用の際，ユーザ側の管理者の手間がかからない 
・携帯電話からでも管理画面からの配信ができる 
などがあります。 
 
今回登録したスポーツ少年団では，当日の急な予定変更に対応できる連絡手段を以前から探してお
り，来年度から私が事務局長になるのを契機に，今後も長く運用できるシステムとして，御社マメー
ルを採用させていただきました。 
 
 
 
 
 
■＊＊養護 
＊＊＊内で１校、このマメールを活用している特別支援学校から紹介してもらいました。 
他の特別支援学校で他のシステムを利用しているところがあったのでその２つから選ぼうと考えてい
ました。 
ちょうど台風がきて各校みんな休校の連絡を入れることになりましたが、その結果をこの２校にそれ
ぞれ問い合わせてみました。 
無料のサービスを利用していた学校の方は、一度に多くのアクセスがあってこの時はサーバーがダウ
ンしたらしく全く役に立たなかったそうです。 
マメールの方は、しっかりと機能していたということだったので、それでマメールと決めました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊小学校　様 
いちばんは　「使いやすい」ということでしょうか 
他のシステムも検討したり、実際に申し込んでみたり 
しましたが　貴社のシステムは使いやすいと思います。 
 
それと、プロフィールの変更などでいろいろとお世話に 
なりましたが、その対応が親切、迅速なのがよかったです。 
 
もうひとつ、本市の学校で貴社のシステムを導入している 
学校が４・５校あります。わからないところがでたときに 
聞きやすいだろうということもありました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊小学校メール連絡網　様 
１　利用料金が安いこと 
２　無料お試し期間があること 
３　ホームページでの説明が詳細で丁寧であり，特に「特別レポート」の内容がとても参考になった
こと 
４　電話での質問にも対応していただけること 
以上のことから，マメールを選びました。 

レポートはこちらからダウンロードできます。
 
 
 
 
 
■今回はお世話になります。もう試験的に運用しているのですが、 
とても使いやすいので、そのままお願いする予定です。 
 
きっかけは、今まで＊＊＊メールでグループ登録を行っていて 
一斉送信をしていたのですが、リニューアルに従って 
グループ登録ができなく、１つ１つ選ばなければいけない 
システムが面倒くさく、いいものがないかと 
探しました。 
 
フリーのメールも考えたのですが、使いにくそうだったので 
メーリングリストや連絡網システムをいろいろ検索し 
チェックしていきました。 
 
貴社に決めた一番の決め手は、学年ごとの登録ができ 
それを新年度変更することが簡単にできることです。 
 
その他、個人でメールのやりとりもできるところが 
いいなと思いました。 
 
金額がもう少し安ければありがたいですが 
かなり優秀なシステムなので、きっとこれから広がっていくと 
思います。 
 
当分無料で使わせていただきます。 
よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊OB 

http://www.mamailcn.com/special_report.html


既にこのメールを野球チームで使わせていただき試合の連絡や父母会の連絡に大変役に立っておりま
した。 
以前は無料のメールを使用しておりましたが、広告が入ったり、なかなかメールが届かない等の苦情
やトラブルがありましたので「マ・メール」を使用するようになりチーム運営が楽になりました。 
卒団生のOB用にも作ろうとなり迷わず「マ・メール」を選び、「＊＊＊OB」の名称で申し込みを致
しました。 
今後も、低価格でご提供して頂きますようよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
■＊＊小ＰＴＡ連絡網　様 
①セキュリティーがしっかりしている。 
②市のパソコン委員会の推薦 
③中学校校区が使用している。 
 
 
 
 
 
■＊＊幼稚園ＰＴＡ　様 
当ＰＴＡでは夏休み前からモバイルの連絡網を検討し始め、 
有償・無償にかかわらず10以上のシステムを比較検討し、3システムを事務局内で試 
用いたしました。 
結果、「低価格である」「有償のため広告表示がない」「システムを非公開にでき 
る」「複数のプロフィールを持たせて様々なグループ別の配信ができる」「配信する 
ＰＣが限定されない」などの理由でマメールの試用を決定することとなりました。 
 
 
 
 
 
■【連絡網】＊＊＊＊学童　様 
ホームページがしっかりしていたところと公式な団体で広く使用されている実績が示されていたから
です。 
 
学童保育で連絡網を回すのが大変だったことと、本年６月位から学校でもメール連絡網のシステムを 
採用したことで、学童でもできないか？という声が強まっていて、いろいろ検索しましたが 
御社が一番ホームページがしっかりしていて我々のニーズに合ったものなのではないかと思ったこと
が大きな理由です。 
 
ＰＴＡ等の公式な団体からの「レビュー」が見られて安心感がありました。 
顧客からの声を受けて、いろいろ更新してくださっているというところも好感を持ちました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊㈱連絡網　様 
貴社を選んだ理由ですが、実は「少林寺拳法　＊＊＊＊」で既に貴社のシステムを利用しており、 
信頼できるシステムとして勤務先に提案したところ、試用してみることになったのです。 
 
少林寺拳法のほうでは、以前ホスティングサービスに付随するメールおよびメーリングリストサービ
スを使用していたのですが、 
使い勝手が悪く、送達レスポンスも数時間遅れもザラ、といった酷いものでした。 
 
貴社のシステムの良い点（私がＰＲした点） 
・送達レスポンスが良い 
・親切な配信ウィザード 
・事前予約＆繰返しができる 
・会員のメアドが（原則）非公開 
・テンプレート＆バックナンバーが使用できる 
・空メールで自動登録できる 
・携帯でもＰＣでも運用可 
…等々 
 
 
 
 
 
■＊＊＊保育園連絡網　様 
連絡網に関して抱いている不安要素がWEB上できちんと分かりやすく、説明されていたからという点
と 
保育園での担当者の方々がパソコン操作に不慣れなため操作が簡単そうということもありました。無
料版に比べて広告が入らない点も良いです。 
 
 
 
 
 
■お知らせメール連絡　様 
・利用料金が手ごろな金額 
・年度替わりの、学年データー自動更新が可能な点 
・柔軟に対応していただけるという点 
・近隣校で運用されている（問い合わせをしたが、今のところ問題はない） 
 
 
 



 
 
■＊＊連絡網　様 
●料金が他社に比べて安いこと 
●料金が安いのにいろいろな機能があり、こちらがほしい機能があったこと（開封機能） 
●読むのは大変なのですが、導入する前に必要な説明があること、ホームページでも 
　さまざまな説明をのせて、しかもダウンロードが出来るように工夫されていること、 
　（後で読むのに、いちいちインターネットに接続しないで済むので便利です。 
ただし、表題で文字と、アイコンがかぶって読めないので改善していただければ幸いです） 
●メールアドレスを管理者、会員ともに知られないように工夫されていること。 
　（パスワード入力で情報をダウンロードできるようにはしてほしくないです。出来れば何らかの書
面で申請をしてから 
　　など、何かもう一段階複雑にして悪用されないようにしていただけないでしょうか？ 
　　そうすれば安心感が増すような気がします。） 
●ホームページ上でも利用者を公開しない。 
●利用者の使い勝手を考えてくださるところ。（先日も説明文を工夫していただきありがとうござい
ました） 
 
 
 
 
 
■＊＊PTAメール配信　様 
１．数々のPTAにおける運用実績があること。 
２．サポート体制がしっかりしていそうなこと。 
３．サーバーの安全対策がしっかりされていそうなこと。 
４．比較的安価に導入できること。 
５．機能が豊富で柔軟な使用方法ができそうなこと。  
多くの方に登録していただくことになりますので、安全性・確実性ということを重視して選択したつ
もりです。 
 
 
 
 
 
■＊＊市立＊中学校　様 
採用させていただいた理由は中学校区にある＊＊市立＊＊小学校が採用していることです。 
また、無料ではないなかで、サポートの管理などもしっかりとしていると判断したのが理由です。 
電話でのサポートも丁寧であり、今後についても期待が持てるところです。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊＊＊　様 
マメールを選ばさせていただいた理由は、＊＊市にはパソコン委員会があり、 
委員会からの推薦で、利用しておられる学校からすごくいいと聞かされておりました。 
このたび「新型インフルエンザ」発症で、各家庭に連絡をしなければならなかったのですが、 
＊＊市立＊＊＊幼稚園の会員は、果樹農家が大半を占め家を留守にすることが多いですので、 
携帯電話に連絡できればスムーズに連絡ができると思い申し込みをさせていただきました。 
 
 
 
 
 
■＊＊高校メール連絡網　様 
経費の安さと利便性と他校（＊＊工業高校）からの推薦があったからです。 
他社の経費に比べずいぶん安く，本校で希望する一斉送信の場合，貴社の対応で充分と思われます。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊市立＊＊中ＰＴＡ　様 
１．サポートがきめ細かいようで、相談しやすそうということです。 
他の会社ですと、契約前の問い合わせを一切受け付けないところもありました。 
２．料金がお手ごろです。 
３．無料試用期間がある。 
４．個人情報の管理が貴社が行っており、管理者が管理しなくていいこと 
 
 
 
 
 
■＊＊＊消防団　様 
採用理由については 
１，料金が他と比較して安価 
２，＊＊＊役場職員の非常用連絡ツールとして導入しているので、操作に慣れている。 
このような理由です、特に１については予算措置しやすいです。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊会メール連絡網　様 
マ・メールを選択したポイントはいくつかあります。 
 
①会員のプロフィールをいくつも設定できそうだったこと 
 



②送信条件が細かく設定できること 
　　例.3年2組の運動会係だけに集合時間変更を伝えたい 
 
③その会員情報をPCにダウンロードして使えること 
 
④手ごろなお値段 
 
⑤HPからダウンロードする無料レポート 
携帯メール連絡網システムを、導入する前にチェックすべき重要項目も大変参考になりました 
 
当会はPTAのような組織ではなく 
在籍児の保護者の会です。 
＊＊＊小学校の保護者は誰でも、一年間に最低ひとつ（１回）は何か係をします。 
またクラスごとの保護者による読み聞かせや、親睦会等の行事も大変盛んです。 
携帯メール連絡網という新しい取り組みに賛否両論ありましたが、これだけ、係りごとに紙媒体のお
知らせを発行したり電話連絡網を回すのであれば、パーパーレスにもつながりますし、個人の通信料
負担も時間的負担も軽減できるのではないかといった観点からも、導入してみることが決定しまし
た。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊町内会　様 
今回御社を選択してみたのは、 
①　町内会で連絡のやり取りに困っていて、メール等の利用を検討していた。 
②　ネットで検索して、いろいろなサービスを見てみたが、他の業者はメールの送信回数で、料金が
変わったりして料金が明快ではなかった気がした。 
③　無料体験ができ、他の人を説得しやすいと思った。 
④　御社ＨＰの説明が分かりやすかった。 
 
等です。  
申し込んでからまだ試す機会が無いですが、明日集まりがあるので、検証したいと思っています。 
※　ちなみに、世帯数はｍａｘ600世帯を超える予定で、現役世代が多いので、町内会の運営に苦労
しているところです・・ 
 
 
 
 
 
■＊＊＊幼稚園連絡網　様 
1、料金の格安さ 
数社インターネットで調べましたが、初期投資やランニングコストを考える弊社が一番安いと思いま
す。 
価格だけではなくシステムの内容であの価格は激安です。 
 
2、チェックすべき重要項目をよまさせて頂き参考にさせていただきました。 
納得する項目ばかりでそれを読んで決めたました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊小連絡網　様 
まだ試用期間が始まったばかりですが、正式運用の為にいろいろ試してみたいと思っています。 
さて、御社のサービスを選んだ理由ですが、私の長男が通っている学校でこのサービスを今年度から
利用しているからです。 
それをきっかけに御社のホームページをみて、そのサービス内容がなかなか良さそうだと思い申し込
みをしました。 
今回私は次男の学校（長男とは違う学校に通っています）のＰＴＡ会長として導入を検討していま
す。 
 
昨今、各地の小学校への脅迫行為や掲示板への犯行予告の書き込みがニュースとして度々取り上げら
れています。 
私の暮らしている千葉市でも同様なことが起きています。 
今年に入ってからは、私どもの小学校に通う子供があやうく不審者に車に連れ込まれそうになったと
いう事件も起きました。 
（幸い友達や一緒に居た兄弟が助けて未遂に終わりました。） 
 
学校ではその都度、集団登下校をしたり地域のセーフティーウオッチャーに注意を呼びかけていま
す。 
ただし、当然連絡は電話の連絡網や学校から手紙によるものとなり、親に情報が伝わるのは事件から
時間が大分経ってからになってしまいます。 
子供の安全を考えると、親としてはすぐに情報を知りたいのですが。 
 
そういう場合にリアルタイムに情報を伝達する手段として、このサービスに非常に期待しています。 
 
上手く運用ができる様になれば、従来の電話連絡網もこのサービスで置き換えたいと思っています。 
どんな方法も完全ではありませんが、電話連絡網も多くのデメリットがありますので、思い切ってこ
のサービスに切替えた方がメリットが多いかと思っています。 
 
いずれにしても、試用期間をＰＴＡ役員対象で試した後、従来の電話連絡網の補助としてこのサービ
スを運用し、その後メインの連絡網をして運用できる様、いろいろ試そうと計画しています。 
 
 
 
 
 



■＊＊＊＊高校連絡網　様 
本校、生徒・保護者への 
同報メールシステムの必要性から 
１　自力でシステム開発 
２　ネットでこれはと思う６社に資料請求 
の２点で調査してきました。 
その結果、添付ファイル 
（Excelファイル：連絡メール検討.xls　38KB） 
のようにまとめ最終的に本校の管理職への使用提案及び、経費の検討をいたしました。 
 
その結果、本校で要求されている諸条件を満たしている貴社のシステムを使用しようと考えるに至り
ました。 
 
今後、約２週間ほど教職員の間で試用し、問題点をあげ、導入・運用の最終検討を行いその後、運用
したいと考えております。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊中連絡網　様 
現在，他社の無料連絡網を利用していますが、広告が入るため，保護者から改善の要望が出ていま
す。 
この問題を解消するには，有料版にするほかなく、料金の安いところをネットで検索し，貴社のシス
テムを見つけた次第です。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊中学校連絡網　様 
携帯メールによる連絡網で検索をかけて調べたところ，貴社の良心的な価格に驚き，ＰＴＡ理事の賛
同を得ることができました。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊支部　様 
やはり連絡網としての機能が充実している点と実績（信頼）ですね。この二つが他社の比較した場合
にいくらか抜きん出ていらっしゃる。 
 
 
 
 
 
■＊＊＊保育室　様 
こうゆうシステムを探していて、警察署で紹介された 
パソコンによる＊＊県の検索マップで見つけました。 

＞＞続きを見る
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 > ホーム > 導入事例 > インフルエンザ発生状況 <<戻る

2009年に入り、全国的に新型インフルエンザが流行しました。 

マメールでは、学校やサークル団体などで、新型インフルエンザに関して大変多くのメール

がやり取りされております。 

 
 
配信されたメールを、ご参考までに固有名詞を伏せた形でご紹介いたします。 

 
 
以下は、現在のインフルエンザ発生状況をお知らせした配信内容です。

10月1日、正午現在の新型インフルエンザ感染状況のお知らせをします。現在までの生徒の総患者数
11名、そのうち完治者5名です。引き続き、感染拡大予防にご配慮くださいますようよろしくお願い
いたします。 
文責：＊＊＊＊ 
＊＊＊＊メール 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
10月1日現在、幼・小・中で4人のインフルエンザのような症状の子どもがおり、その内2名がイン
フルエンザと診断されています。閉鎖になっている学級はありません。 
(このメールは全職員・保護者に配信しています) 
＊＊＊小中学校 連絡網 
TEL 999-999-9999(西校舎) 
TEL 999-999-9999(東校舎) 
TEL 999-999-9999(幼稚園) 
 
 
 
 
 
1年A組でインフルエンザ罹患者が2名になりました。関係機関の指導のもと10月2日～6日まで学級
閉鎖の措置をとりました。状況によっては、8日まで延期される場合があります。感染の拡大を防ぐ
ため、ご理解とご協力よろしくお願いします。 
＊＊＊中学校 
 
 
 
 
 
10／2 本日の新型インフルエンザによる欠席者は1人です。 
拡大はしていませんが、まだまだ警戒をしていきたいと思います。毎朝の検温と感染予防をよろしく
お願いします。休日の過ごし方にも御配意ください。 
＊＊＊小PTA連絡網 
 
 
 
 
 
10月2日現在、幼・小・中で3人のインフルエンザのような症状の子どもがおり、その内1名がイン
フルエンザと診断されています。閉鎖になっている学級はありません。 
(このメールは全職員・保護者に配信しています) 
＊＊幼小中学校 連絡網 
TEL 999-999-9999(西校舎) 
TEL 999-999-9999(東校舎) 
TEL 999-999-9999(幼稚園) 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 
 
本日、新たなインフルエンザの罹患者が1Aで1名、2Aで1名、2Bで1名発生し、現在の＊中の罹患者
が7名になりました。これ以外にも体調不良者がいます。潜伏期間をおいて発症することがあり、急
に体調不良、発熱という症状が見られています。引き続き充分な注意と、早めの受診・学校への連絡
をお願いします。 
＊中学校 
 
 
 
 
 
＊＊＊小学校吹奏楽部の＊＊です。 
土曜日の説明会にたくさんの皆様がご出席くださり、心よりお礼申し上げます。 
また、コンサート中止のお手紙配りのお手伝いをいただいた皆様、本当にありがとうございました。 
さて、たいへん心配されました本日のインフルエンザの状況ですが、数名のお休みの子はいるもの
の、先週よりも感染者は減っていますので学級閉鎖が心配されるような状況ではありません。心の底
からホッとしています。 
吹奏楽部員で、お休みしている子の連絡は一人もありません。土、日のご家庭での健康管理に心より
感謝申し上げます。 
これからも安心することなく、コンクール当日まで、しっかりとインフルエンザ対策をお願いいたし
ます。 
とりあえず、今朝のインフルエンザの状況を報告させていただきました。 
＊＊＊小吹奏楽部 
TEL 999-999-9999 
＊＊携帯電話 
TEL 999-9999-9999 
 
 
 
 
 
心配されていたインフルエンザの流行ですが、本校の4年1組でも、インフルエンザ1名および、イン
フルエンザ様症状5名となりました。 
今後の感染拡大を防ぐために、本日より、10/9までの5日間、学級閉鎖といたします。 
本日は、給食を食べた後、12時30分頃下校予定です。 
不都合がありましたら、学校まで電話連絡いただけますようお願いいたします。 
詳細につきましては、プリントを配布いたしますのでご覧ください。 
※メールにて連絡が取れない方には、電話にて連絡させていただいております。 
＊＊小連絡網 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
10／5 
本日のインフルエンザによる欠席者は1人です。 
引き続き毎朝の検温と感染予防をよろしくお願いします。 
＊＊＊小PTA連絡網 
 
 
 
 
 
10月5日現在、幼・小・中で3人のインフルエンザのような症状の子どもがおり、その内1名がイン
フルエンザと診断されています。閉鎖になっている学級はありません。 
10月に入って、本校では新たな感染者は出ていませんし、感染拡大の様子もありませんので、これ
まで配信してきた「速報インフルエンザ」を休止します。あわせて、家庭での朝の検温も休止しま
す。 
ただし、＊＊市内ではまだ感染者が増えていますので、引き続き予防の取り組みと発症時の学校への
報告はお願いします。 
(このメールは全職員・保護者に配信しています。) 
＊＊幼小中学校 連絡網 
TEL 999-999-9999(西校舎) 
TEL 999-999-9999(東校舎) 
TEL 999-999-9999(幼稚園) 
 
 
 
 
 
本日新型インフルエンザによる欠席者が20名を超えました。＊＊先生と相談の結果、明日6日(火)～
9日(金)まで休園致します。(預かり保育は行います) 8日の祖父母学級は取り止めです。＊＊、＊＊
小学校就学時検診は15日に＊＊小学校で行います。その他は手紙をご覧ください。  
＊＊＊＊幼稚園連絡網 
TEL 999-999-9999 
 
 
 
 
 
10／6 
本日のインフルエンザによる欠席者は1人です。 
引き続き毎朝の検温と感染予防をよろしくお願いします。 
＊＊＊小PTA連絡網 
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10／7 
本日のインフルエンザによる欠席者は0人です。御家庭での健康管理ありがとうございます。 
引き続き毎朝の検温と感染予防をよろしくお願いします。 
8日(木)は台風の上陸が予想されます。朝の台風情報に御注意をお願いします。 
＊＊＊小PTA連絡網 
 
 
 
 
 
インフルエンザの流行状況です。 
昨日から11日まで、＊＊中学校2年生が学年閉鎖をしています。 
また、＊＊地区以外の学校では近い所で... 
＊＊中3年学年閉鎖/1・2年計5学級閉鎖 
＊＊中・＊＊＊中・＊＊中が学年閉鎖 
中学校での流行が本格化していますが、小学校の閉鎖は近隣では今のところありません。 
引き続き、ご注意ください。 
q(^-^)/~＊＊幼稚園 
999-999-9999 
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休校・中止・延期のお知らせ
 > ホーム > 導入事例 > 休校中止延期のお知らせ <<戻る

2009年に入り、全国的に新型インフルエンザが流行しました。 

マメールでは、学校やサークル団体などで、新型インフルエンザに関して大変多くのメール

がやり取りされております。 

 
 
配信されたメールを、ご参考までに固有名詞を伏せた形でご紹介いたします。 

 
 
以下は、学校や行事などがお休み・延期になった時の配信内容です。

■1年＊組、新型インフルエンザのため学級閉鎖処置をとり、下校指導を行いました。 
■学級閉鎖期間 
1日(木)-4日(日) 
■詳細は、該当クラスに配布しますプリントをご覧ください。また、感染拡大の予防のため、うが
い、手洗い、マスクの使用、咳エチケットなどの励行、不要、不急の外出は控えていただきますよう
ご指導お願いします。 
感染なさった皆様がはやく元気になって、登校できるようになられますよう念じております。 
＊＊PTA(学校側書記) 
TEL 99-9999-9999 
 
 
 
 
 
◆練習日のおしらせ 
※2日(金)、7日(水)は、インフルエンザの感染予防の為、練習を中止します。各自、家で練習して
下さい。 
9日は、6年生が不在です来週のインフルエンザ状況をみて決めたいと思いますよろしくお願いしま
す。 
 
 
 
 
 
明日の大会は、インフルエンザ流行と天候不順を考慮して延期となりました。(男女とも)日程につい
ては詳しいことがわかり次第お知らせ致します。したがって、明日の部活動は、全員休み、4日8：
30＊＊＊＊(1A生徒は休み)でおこないます。よろしくお願いします。1A以外の生徒も、体調が良く
ない場合は、連絡頂いて、無理させずに休んで結構です。 
＊＊＊＊＊部顧問 ＊＊＊＊ 
 
 
 
 
 
4年1組では、インフルエンザや発熱による欠席児童が増えてきました。そのため、本日、給食終了
後1時40分ごろの下校となります。＊＊＊＊も参加できませんので、帰宅できるようよろしくお願い
します。詳細は、プリントをご覧ください。休日中は体調管理をお願いします。 
＊＊小携帯メール連絡 
TEL 99999999999 
 
 
 
 
 
本日、インフルエンザにより、4年B組を午後1時20分頃に臨時下校としますのでお知らせします。 
なお、4年B組の児童で学校に待機させることを希望される場合は、ご連絡ください。 
＊＊小学校連絡網 
TEL 9999-99-9999 
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＊＊選手権大会試合日程№＊に予定していた10/3(土)試合№＊-＊＊・10/4(日)№＊・№＊はイン
フルエンザ発症の為、試合を中止しました。支部長さんはPC-HP確認し関係チームへ至急連絡お願
います。 
＊＊＊＊少年野球協会 
＊＊連絡網 ＊＊＊＊ 
 
 
 
 
 
★★運動会の延期日を12日(月)体育の日に変更します。★★本日、インフルエンザの流行により5年
生が学年閉鎖になりました。それに伴い、明日の運動会を10日(土)に延期することを、児童を通し
てプリントでお知らせいたしました。その後、町内の多くの保育園・幼稚園が10日に運動会を予定
していることが分りました。例年、新入学予定児の半数近くのご兄弟が本校に在籍していることから
推測すると、10日に実施することで、多くの保護者の方々にご不便をかけることになります。そこ
で、延期日を、12日(月)体育の日に変更することにしました。詳細は、明日(土)プリントを配布し
ます。ご心配とご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、是非ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※※明日は午前授業です。プリントをご確認下さい。※※ 
＊＊＊＊PTA連絡網 
TEL 999-999-9999 
 
 
 
 
 
修学旅行についての連絡です。 
A班はインフルエンザ発生のため、旅行を一時中断し、4日目の宿泊地札幌のホテルへ直行し、今日1
日休養します。ご承知おきください。 
なお、体調を崩している生徒の保護者へは連絡済です。 
ご不明な点は、現地および本メールへの返信ではなく、高等部にお問い合わせください。 
＊＊＊＊大学高等部 
999-999-9999 
 
 
 
 
 
インフルエンザの為休校のお知らせです。 
2年2組は10月5日から8日まで学級閉鎖を実施します。自宅待機をしておくことをお子様にお知らせ
下さい。 
直ちに読まれましたら了解と本文にご記入後返信お願いします。 
＊＊＊＊＊＊高等学校 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
2年A組で新型インフルエンザの罹患者が4名になりました。そこで10月8日(木)まで学級閉鎖を実施
します。学級担任からも電話がありますが、外出を控え、感染の拡大防止に努めて下さい。 
なお、その後の広がりが見られた場合は、10日(土)まで学級閉鎖を延期する場合があります。その
場合、学級連絡網で連絡します。 
＊中学校 
 
 
 
 
 
10月17日の午前中に予定されておりました＊＊＊高校体育館での平成21年度＊＊＊交流会ですが、
昨今の新型インフルエンザの流行に伴い、誠に残念ではございますが中止が決定致しました。 
皆様におかれましては、ご協力ありがとうございました。 
＊＊＊＊＊＊クラブ渉外係 
 
 
 
 
 
10月5日午前9時現在，本校4年1組児童が複数インフルエンザにかかったため，学校内での感染を防
ぐ意味から，8日(木)まで学級閉鎖の措置をとっております。今朝の状況では，4年1組以外の感染は
ありませんでした。学校としても，これ以上広まらないよう予防に努めて参ります。あわせて，ご家
庭でも予防にご協力下さい。 
＊＊小学校 
 
 
 
 
 
本日、インフルエンザによる欠席者を含め4名が欠席しておりますので、明日6日(火)から12日(月)
まで学級閉鎖とします。 
本日は平常どおりの下校です。児童が持ち帰りますプリントをよくご覧ください。 
＊＊＊＊＊＊小学校 
TEL 9999999999 
 
 
 

http://www.mamailcn.com/try/saiyou.html
http://www.mamailcn.com/special_report.html
http://www.mamailcn.com/benri/
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/QandA/008.html
http://www.mamailcn.com/nendogawari.html
http://www.mamailcn.com/pdf.html
http://www.mamailcn.com/query/
http://www.mamailcn.com/security.html
http://www.mamailcn.com/privacy.html
http://www.mamailcn.com/sitemap.html
javascript:void window.open('http://bookmarks.yahoo.co.jp/bookmarklet/showpopup?t='+encodeURIComponent(document.title)+'&u='+encodeURIComponent(window.location.href)+'&opener=bm&ei=UTF-8','popup','width=550px,height=480px,status=1,location=0,resizable=1,scrollbars=0,left=100,top=50',0);


 
 
本日インフルエンザに感染した児童が数名いましたので、給食終了後2時前に下校し、明日から金曜
日までを学級休業とします。次の登校は、13日(火)となりますので、体調管理をよろしくお願いし
ます。 
＊＊＊携帯メール連絡 
TEL 9999999999 
 
 
 
 
 
本日、4年1組がインフルエンザのため学級閉鎖となりましたのでお知らせいたします。 
期間は、本日より10/9までの5日間です。 
感染が拡大しないよう、学校でも引き続き指導していきますので、ご家庭でもご協力をお願いいたし
ます。 
＊＊小連絡網 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
 
＊この度クラス内において風邪及びインフルエンザでの欠席者が増えてきたため、6日(火)～9日
(金)まで学級閉鎖することになりました。 
＊本日は平常通りに帰宅いたします。 
＊詳しいことにつきましては、本日プリントを持ち帰りますので、ご参照ください。 
＊お問い合わせ等ありましたら＊＊小学校(99-9999)まで電話でお願いします。 
 
 
 
 
 
インフルエンザの件では、大変ご心配をおかけしています。先週はプリントでお知らせしましたよう
に、2年2組を学級閉鎖にしました。その結果、2年2組については感染者が減りました。ところが本
日、1年2組と1年4組と3年4組で、感染者が多く出ました。そこで、この3クラスについては、給食
後ただちに下校させ、明日6日(火)～9日(金)まで学級閉鎖とします。また、部活動については、全
校生徒、中間テスト明けまで停止します。詳しくは、本日子どもさんに持たせるプリントをご覧くだ
さい。 
(＊＊) 
＊＊中学校 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
お疲れ様です。 
＊＊＊会保護者会の＊(1-1)です。 
このメールは、指導員の＊＊先生と＊＊先生、会長の＊＊さんのみに配信します。 
本日10時過ぎに標記の件で＊＊小学校より＊＊＊＊連絡がありました。 
以下はその内容です。 
-------------- 
本日3年2組においては、インフルエンザA型による欠席者が増加したため、給食終了後、早退とし、
明日6日(火)～8日(木)までを学級閉鎖といたします。3年2組においては、本日無事帰宅された旨、
ご本人ご家族の方から学校にご連絡いただきますようお願いいたします。なお、本日配布しておりま
すプリントをご覧いただき、ご家庭での健康管理をよろしくお願いいたします。 
-------------- 
該当のクラスの登会停止児童もおりますので、情報共有のため転送します。 
その他、マ・メールにて保護者へ配信することがあればお知らせください。 
よろしくお願いいたします。 
以上です。 
メールアドレス:xxxxxxxxx@mamail.jp 
 
 
 
 
 
2年B組で新型インフルエンザの罹患者が2名になりました。そこで今日、給食終了後、13:30に下校
し、10月9日(金)まで学級閉鎖を実施します。感染力が強いため、外出を控えて下さい。10～12日
についても同様の注意をお願いします。部活もありません。 
＊中 
 
 
 
 
 
2年C組におきまして新型インフルエンザ感染が複数確認され、なお拡大の可能性があります。した
がいまして、2年C組に限り、本日5日(月)より7日(水)の終業式まで学級閉鎖といたします。 
通信簿の受け渡しを7日(水)の9時30分より11時30分までの時間帯に行いますので、事務室玄関より
入ってください。 
具合が悪く、この時間帯に受け取りに来ることができない生徒は別途、学校に連絡をください。 
なお、この連絡は2年C組にのみ配信しております。 
 
 
 
 



 
本日午後2時に香芝市の会議があり、新型インフルエンザ拡大予防の為、市民体育祭は中止になりま
した。 
＊＊＊＊連絡網 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
＊＊中学校ではインフルエンザにより2年生が本日より学年閉鎖に入りました。他の学校でも罹患児
童生徒が目立ち始めたようです。本日 本校の対応について文書を配布しました。よくお読み下さ
い。 
校長 ＊＊ 
＊＊小学校携帯メール 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
インフルエンザの影響で、説明会の時間を急遽変更させていただくことになりました。ご迷惑をおか
けすることになりますが、ご理解賜りますようにお願いいたします。 
 
 
 
 
 
本日、＊＊＊小学校４年生のクラスで、新型インフルエンザとみられる集団感染が発生し、明日から
３日間の学級閉鎖になりました。市内ではまだインフルエンザの発生が予想されるので、各家庭にお
いても、なお一層の感染予防に努めてください。 
ということです。くれぐれも気をつけてください。 
主任　＊＊ 
＊＊＊＊保育園 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
ご存じのように本日1年4組がインフルエンザのために学級閉鎖となりました。このあとこの学級閉
鎖は今週いっぱい続くことになりますが、11日に開催予定の吹奏楽フェスティバルは1年生のデ
ビューでありこれまで一生懸命練習してきましたし、本人達も楽しみにしています。確かに十分な練
習はできませんが、当日は医者から登校許可が出ている場合は本番の雰囲気を知るだけでも良いので
是非参加をしてもらいたいと考えております。1年4組に限らずインフルエンザにかかってしまった
お子様はいずれもこのような扱いとさせていただきます。体調をみて最終的な参加・不参加はご家庭
のご判断でお願いします。今年の1年生は合宿といい、今回の件といい本当に気の毒ですが引き続き
体調には十分ご留意をいただきたいと思います。以上ご連絡します。 
(＊＊) 
＊＊吹奏楽部連絡網 
 
 
 
 
 
本日と8日に予定しておりました親子ダンスの練習はインフルエンザ蔓延防止と台風の影響を考え、
中止します。練習は9日降園時に行います。よろしくお願いいたします。 
＊＊幼小連絡メール  
(幼)99-9999-9999  
(小)99-9999-9999 
 
 
 
 
 
本日、インフルエンザにより欠席を含め、4名の児童が欠席しておりますので、明日7日(水)より13
日(火)まで学級閉鎖といたします。本日は平常どおり下校します。児童が持ち帰りますプリントをよ
くご覧ください。手洗い・うがいをさせ、外出や戸外での遊びは避けていただきますようよろしくお
願いします。 
＊＊＊＊＊＊小学校 
TEL 9999999999 
 
 
 
 
 
1年B組で体調不良者が数名出たため、今日は大事をとって給食終了後、13:30に下校させます。今
後、新型インフルエンザが確認されますと、学級閉鎖となりますので、その時は、学級連絡網でお知
らせします。よろしくお願いします。 
＊中 
 
 
 
 
 
本日第6学年で欠席者が10名、その内5名がインフルエンザと診断されました。そこで、本日の5校
時より9日(金)まで学年閉鎖とします。6年生にはプリントで閉鎖期間中の過ごし方等をお知らせし
ます。なお、本日の6年生の下校時刻は、午後1時20分頃になります。 



＊＊＊小PTA連絡網 
TEL 9999999999 
 
 
 
 
 
1年1組において、インフルエンザによる欠席者が増加しています。教育委員会及び保健所の指示に
より、明日10月7日(水)～10日(土)までを学級休業といたします。お子さまの健康の維持・回復にご
協力ください。 
なお、休業中は、＊＊＊＊活動への参加はできませんのでご了承ください。詳しくは、本日配布いた
しますプリントをご覧ください。よろしくお願いします。 
＊＊＊小連絡メール  
(幼)99-9999-9999 
(小)99-9999-9999 
 
 
 
 
 
学級閉鎖のお知らせ 
本日、1年3組の「新型・A型インフルエンザ」による欠席生徒が複数確認されました。 
このような状況から、学校医、学校関係機関とも相談して学級閉鎖の措置をとることとしました。 
ご家庭での生徒の生活指導や健康管理に十分ご配慮頂きますようお願いいたします。また、この措置
の主旨をご理解頂き、生徒は自宅待機し、外出は自粛頂きたくご指導のほどお願い申し上げます。 
なお詳細につきましては、本日、生徒に配布したプリントをご確認ください。 
対象学級:高等部1年3組 
学級閉鎖期間:10/6(火)5時限目～10/9(金) 
※10/10(土)からは秋休みですが、静養に努めてください。10/14(水)始業式には元気で登校し授業
を受けられるように、ご家庭においてもご指導をお願いします。 
＊＊＊＊大学高等部 
 
 
 
 
 
＊＊＊＊幼稚園では、今週に入りA型症状の発生を確認した園児が、年長2クラスにおいて各クラス5
名以上となりましたので、明日より感染症対策のため年長学年閉鎖にいたします ◎年長学年閉鎖
10/7～10/12(祝日含む)年中・年長運動会は10/17(土)に振替をいたします ＊年中・年長は10/7～
10/10平常保育保育あり 予定詳細は本日配布の、インフルエンザ対応のお手紙をご確認ください 
＊＊＊＊幼稚園  
TEL 99-9999-9999 
 
 
 
 
 
＊＊市の会議があり、新型インフルエンザの拡大予防の為、＊＊＊＊フェスタは中止となりました。 
＊＊＊＊連絡網 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
学級閉鎖のお知らせ 
2年1,2,4,5組においてインフルエンザ罹患者が複数名出ましたので、10/7(水)、8(木)の両日を学
級閉鎖といたします。 
引き続き休みとなりますが、10/9(金)終業式には元気に登校できるよう、ご家庭でのご指導をよろ
しくお願いいたします。 
なお、秋休み明けの定期考査は2日遅らせて、10/17(土)からに変更いたします。 
＊＊＊＊高連絡メール 
 
 
 
 
 
1年B組で新型インフルエンザの罹患者が2名になりました。そこで、10月12日(月)まで学級閉鎖を
実施します。10～12日の部活動もありませんし、外出を控え、健康管理に充分留意してください。
よろしくお願いします。 
＊中 
 
 
 
 
 
＊＊＊組が熱で欠席が多いのと、インフルエンザが2名でましたので、今日から金曜日まで学級閉鎖
とします。 
運動会については、後日お知らせ致します。 
＊＊＊組のお子さまは、課外授業もお休みとさせていただきます。 
＊＊＊＊＊幼稚園 
TEL 999-999-9999 
 
 
 
 
 
■2年G組、新型インフルエンザのため学級閉鎖処置をとり、12時に下校指導を行います。 



■学級閉鎖期間 
7日(水)-10日(土) 
■詳細は、該当クラスに配布しますプリントをご覧ください。また、感染拡大の予防のため、うが
い、手洗い、マスクの使用、咳エチケットなどの励行、不要、不急の外出は控えていただきますよう
ご指導お願いします。 
感染なさった皆様がはやく元気になって、登校できるようになられますよう念じております。 
＊＊PTA(学校側書記) 
TEL 99-9999-9999 
 
 
 
 
 
10月7日より6年生が学年閉鎖を実施し、本日より5年生が再び学年閉鎖を実施することとなりまし
た。依然として、校内でインフルエンザが流行している状況になっています。そこで、全校児童の健
康状況、安全管理や今後の学校行事、各教科の学習内容等を検討した結果、誠に残念ながら、今年度
の学校全体での運動会を中止することとしました。保護者の皆様、地域の皆様はもとより児童が一番
期待し、楽しみにしていた運動会でありますが、状況をご理解のうえご協力いただけますようお願い
申し上げます。なお、学年毎の運動会につきましては、児童の状況等を考えた上で、後日、学習発表
会という形で、平日に実施したいと考えています。本日、児童にお知らせの詳細を配布しましたの
で、ご確認ください。 
＊＊＊小PTA連絡網 
TEL 9999999999 
 
 
 
 
 
2年生は2クラスがインフルエンザによる学級閉鎖になっています。該当組の生徒は日曜日まで部活
動も禁止してください。 
他の組の生徒も感染注意です。 
 
 
 
 
 
こんばんは(^-^) 
今週中に行われる練習等についての、連絡とお願い３件です。 
１：一部の方のみへの参加を連絡していた、金曜日の＊＊練習ですが、インフルエンザが流行ってい
るため、中止とします。 
２：１１日、＊＊＊県大会が＊＊＊＊体育館で行われます。 
準備や案内板を交差点などで持って頂くなど、お手伝いが出来る方は、朝７時半までに、＊＊＊＊体
育館に集合下さい。強制ではありませんが…('-^*)段取りは当日となります。 
＊＊＊＊君がこの大会に参加しますので、重ねて応援出来る方は、よろしくお願いします。 
３：土曜日の昼練習は、予定通り＊＊小体育館にて行います。 
＊＊＊＊＊ 
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
このメールは1年生へ配信しています。 
新型インフルエンザで8日より1年4組が学級閉鎖になりましたが、同じく3組でも発生し、1年生を
学年閉鎖といたします。 
学年閉鎖の期間は、9日(金)から13日(火)の5日間です。尚、14日(水)から授業を開始します。新型
インフルエンザと診断された児童は、診断された翌日から7日間、または、熱が下がった日から2日
を過ぎてから登校させてください。学年閉鎖中は健康な児童も十分健康管理に気をつけてください。 
＊＊＊＊＊＊小学校連絡網  
TEL 9999-99-9999 
 
 
 
 
 
本日、3年A組でインフルエンザ感染者の合計が2名になりました。そこで＊＊市の指導により、本日
より12日まで学級閉鎖を実施します。 連休中であっても、外出ができません。健康でも閉鎖の約束
を守り、自宅待機にご協力をお願いします。 13日の時間割や学習課題については学校より電話連絡
があります。 
＊中学校
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文例

下○身○出の男に会う

？教育委員会よりの連絡です。 

◇？月？日(火) 午前？時30分ごろ、？駅北側付近の道路を中3女子生徒2名が登校中、男が

道路脇に立って○半身を露○して、ずっと2人を見ていた。男は声をかけることもなく、ずっ

と立っているだけであった。 

◇男は30歳くらいで、背は160cm。紺色Tシャツにベージュのズボン着用。 

◇？警察署に通報済み。  

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

※本メールは情報発信のみです。ご質問の際はお電話にてお尋ねください。 

？メール 連絡網 

TEL 9999-99-9999 

 

不審者情報 PM5:35

■発生日時 

6月29日17時頃 

■発生場所 

？市？町 ？医院付近坂道 

■不審者 

白色のワゴンに乗った男性2名 

■不審行為 

ランニング途中の女子生徒の前後を付きまとうように車を移動。不審に思って隠れるとＵ

ターンしてきた。 

声かけ行為などはなかった 

 
以上のような情報を得ましたのでお知らせします。 

生徒には部活動終了時に顧問より十分に気を付けるように話します。
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

解説

2千人以上の会員に10数分程度で配信完了します。 

人数が多くなると、メールを返信して来る方も多いのですが、メールでの返信を受け付け

ず、返信してくれた方に固定のメールを自動返信して電話でお問い合わせくださるよう誘導

するオプションもご用意しています。

 > ホーム > 導入事例 > 不審者情報 <<戻る
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市役所　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

導入事例

ご利用例

新型インフルエンザの対策

休校中止延期のお知らせ

インフルエンザ発生状況

インフルエンザ感染確認

予防対策・対応法

新型インフルエンザの予防

台風18号上陸

不審車両の情報

不審者情報

不審電話

大会の中止

到着予定時間

PTA運営委員会

参加者募集

会議のお知らせ

プールの運用

グランドのコンディション

県警からの通達

毎月1回のテストメール

防災連絡網

火災情報

熱傷患者の搬送

行方不明者の捜索

毎月1回のテストメール
 > ホーム > 導入事例 > 毎月1回のテストメール <<戻る

メール 連絡網 の名簿データに保存されているメールアドレスは使えなくなっているものがあ

るかもしれません。メール 連絡網 に入会しているのにメールアドレスを変更してしまうとそ

の瞬間から連絡網のメールをお届けできなくなります。

文例

毎月1回のテストメール

？市災害情報メールです。 

市内で発生した火災情報が、消防本部指令室より発信されます。受信者は消防職員、消防団

員、市職員等登録者に限定しています。 

このメール情報は、あくまで情報伝達であり招集ではありません。 

また火災発生時、すぐメールが届くとは限りません。 

氏名登録のお願い 

プロフィールの氏名欄に本名以外の登録をされている方は、再入力をしてください。受信者

の確認ができませんので情報の配信ができなくなります。

解説

規則的に定型的な文章を「全員」に配信すれば、システムが「どのメールアドレスに届ける

ことができなかったのか」を判断できます。 

届けることができなかった方のメールアドレスは自動削除され、システムは管理者に通知します。管理者は

削除されたメンバーの一覧を参照できます。

連絡網のメンバーに名前の入力を徹底してもらうことで、無関係な部外者の入会を排除でき

ます。 

このような部外者の排除が必要な運用の場合は名前入力を徹底し、管理者がチェックして排除する以外に方

法はありません。チェックが完了した時点で「カラメール入会を禁止」に設定すれば、新たに部外者が入会

することを禁止できます。

月一回のメール配信は、月報やその月の「たより」や「行事予定」などを月初に配信するな

どの利用をされている団体もおられます。

 > ホーム > 導入事例 > 毎月1回のテストメール <<戻る
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システムのコンセプト　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

マ･メールのコンセプトとメール連絡網選びのコツ
 > ホーム > 導入の流れ > マメールのコンセプト <<戻る

日本全国には、さまざまなメール連絡網サービスがございます。 

どの連絡網サービスを選ぶかは、ご利用者様の利用形態にマッチしたサービスをお選び頂く

事が最適だと考えております。 

その候補にマ･メール連絡網をお選び頂ければ幸いです。 

マ･メール連絡網のコンセプトと他社のメール連絡網との比較などを交えて、お客様にマッチ

したメール連絡網選びのヒントにしていただければと思います。

マ･メールのコンセプト

　 

マ･メール連絡網のコンセプトは非常にシンプルです。 

　 

1.簡単な操作でメールが一斉配信できること

管理者が、手間をかけずに会員にメールを一斉配信できる。 

　 

2.会員はメールを受け取り読むだけで内容が確認できること

会員がメールを受信後、IDやパスワードの入力などの手間をかけずに、メールを受け取って

速やかに読める。 

　 

3.メールアドレスを秘匿すること

昨今、個人情報の管理が大きな問題となっていますが、情報流出の大多数が内部の人為的行

為によるものです。それであれば、メールアドレスが最初からわからなければ内部の人間も

利用のしようがありません。ですから、管理者にもメールアドレスがわからないシステムと

なっています。 

　 

運用しやすい、継続しやすい料金体系にすること

連絡網は長く継続して使うことにより定着していきます。最初はなかなか会員から理解が得

られなかったり、うまく運用できなかったりします。しかしながら、長く継続して使い続け
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

て定着してくると、これほど便利なものはありません。そのためには、無理なく利用し続け

られる料金設定にしました。 

　 

マ･メールの機能は当たり前のような、この単純な機能がコンセプトにあります。 

付加機能として、多彩な機能はありますが、まずはこの機能が一番大切なことだと考えてい

ます。

マ･メール連絡網以外の連絡網は？

　 

マ･メール以外の連絡網サービスには、マ･メールにはない、さまざまな機能を有したものが

あります。 

　 

地図情報が配信できたり、 

IDとパスワードで会員を厳密に管理したり、 

会員の情報を細かく管理したり、 

無料だったりいろいろなものがあります。 

　 

たとえば会員個々にIDとパスワードを設定し、 

メール内のURLをクリックし、WEBにアクセスします。 

IDとパスワードを入力して内容を読むと言うものです。 

IDとパスワードを知らない人には読まれないわけですから、 

非常に重要な情報も携帯メールで送りたいと言う方には向いていると思われます。 

　 

パソコンソフトを使って会員の細かな情報まで管理できるサービスもあります。 

常に人員を配置でき、細かなメンテナンスが可能であればこれも非常に有効であると思いま

す。 

　 

最後に、無料サービスですが、 

継続して行うことが重要です。 

無料であれば継続に費用負担がかかりません。 

他社の広告が入る場合でも、 

会員に周知して問題が起こらなければ非常に有効であると思います。 

　 

携帯のメールサービスは、それぞれいろいろな機能を有しています。 

マ・メール以外のもすばらしいものが沢山あると思います。 

　 

利用者様の費用負担、スタッフの配置、会員の負担（携帯操作）そして利用目的などを考慮
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し、無理のなく利用でき、本来の目的が達成できるシステムをお選びいただければと考えて

います。

メール連絡網運用上の注意点

　 

どこのサービスを利用するにしろ、ここだけは注意して運用していただきたい事がありま

す。 

　 

常に会員の方への周知等を怠らない

会員の方（保護者の方）は、メールアドレスを変更されます。 

気に留めている方は、再入会やアドレス変更などの手続きをしてくれますが、うっかり忘れ

てしまってメールが届かなくてもほったらかしという方も見えます。 

折を見て、文書等にメールは届いていますか？などの周知を必ず行っていくことが重要だと

考えています。 

　 

最低、月に1回のテストメールを配信する

毎月15日等の日を決めてテストメールを配信してください。 

メールアドレスの変更等で、会員データの中に既になくなったメールアドレスが大量に含ま

れますと、携帯のキャリアー（Docomo等）は、一斉配信の時に迷惑メールと判断する場合

があります。 

定期的にテストメールを配信し、不通となったアドレスをメンテナンスする事が重要です。 

配信ウィザードの自動繰り返し機能を利用し、テストメールが自動的に送信されるように設

定されることをおすすめします。

 > ホーム > 導入の流れ > マメールのコンセプト <<戻る
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比較 導入　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

ホーム

セキュリティー

個人情報保護方針

サイトマップ

PDFで閲覧・印刷

特別レポート

管理者様のための基礎知識

年度替わりの方法

抽出した会員を削除する方法

導入事例

ご利用例

新型インフルエンザの対策

休校中止延期のお知らせ

インフルエンザ発生状況

インフルエンザ感染確認

予防対策・対応法

新型インフルエンザの予防

台風18号上陸

不審車両の情報

不審者情報

不審電話

大会の中止

到着予定時間

PTA運営委員会

参加者募集

会議のお知らせ

無料！特別レポートのダウンロード
 > ホーム > 特別レポート <<戻る

現在、携帯メール連絡網システムの導入を比較検討されている方に贈る無料の特別レポート

です。 

 
ダウンロードするにはここをクリック 

 
その他、すべての無料レポートを見る 

 
 
マメールも今までは「機能」ばかりを前面に押し出していました。 

しかし、最近は 

 
 
「機能的には同じだと思って他社を使っていたが、登録人数が増えるにつれて使い物になら

なくなった」 

 
 
「他社ではメールが届かないことがあるのでマメールに乗り換えたい・・・」 

 
 
などのお問い合わせやご相談を頻繁にいただくようになり、 

 
 
「もっと基本的な機能をご理解いただかなければ、連絡網システムを検討している人は正し

い選択ができないのでは？」 

 
 
という事に気づいたからです。 

 
 
無料レポートのタイトルは 

 
 

「携帯メール連絡網システムを、導入する前にチェックすべき重要項目」
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①初めての人が知っておくべき基礎知識とは？ 
「連絡網システムを導入したいのですが、御社のシステムの特徴は何ですか？」 

「連絡網システムを導入することでどんなメリットが得られるのですか？」 

「個人情報保護対策はしっかりしていますか？」 

 

今私のもとにはほぼ毎日、このようなご相談が寄せられます。 

yahoo 検索で「メール連絡網 第１位」等、キーワード検索順位がアップしてからは特に多

くご相談を受けるようになり、1 日中電話やメールにかじりつかざるを得ない日もあるほど

です。 

 

このようなご相談・ご質問を受けることは非常に喜ばしくありがたいことなのですが、メー

ルやお電話でやり取りしているなかでいつも思うことがあります。 

お問い合わせをいただくほとんどの方は「他社の連絡網システム」と明らかに比較している

ようです。そんな方々とお話をしておりますといつも思います 

その前に知っておくべきことがあるんですよ！ 

簡単にはじめられるメール連絡網システム･･･ 

あとは機能がどれだけ充実していて価格がどれだけ安いかだ！ 

･･･とお考えの方がほとんどのようです。 

 

しかし、そこには落とし穴があります。 

携帯メールのやり取りにはパソコンメールには無いさまざまな制約があるのです。 

 

「ナゼそんな制約があるのか？」なのかを事前に知ることによって「皆さんが利用状況にピ

ッタリマッチした連絡網システムを選ぶことができるようにすること」、「運用が始まっても

対応にあわてることが無いようにすること」がこのレポートの眼目です。 

 

このレポートをお読みいただくことによって、以下のような項目に対する理解を深めること

ができると確信しています。 

 

• 連絡網システムを運用すると、いったいどんな問題に悩まされるのか？ 

• なぜメール連絡網システムを使うべきなのか？ 

• どのようにメール連絡網システムを選べば良いのか？ 
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それではまず、「皆さんもお持ちのパソコンのメールソフトを使って 1,000 人の携帯電話に

メールするとどうなるのか？」を考えてみましょう。 

 

専用の連絡網システムを使わずに、原始的な方法でたくさんのメールを携帯に送るとどうな

るかを疑似体験していただきます。 

 

送信スピードと待ち時間 

さて、全員へのメール配信を始めました。 

まず最初にお気づきになるのが送信のスピードでしょう。 

 

配信元のパソコン→プロバイダのサーバー→宛先の携帯会社のサーバー→個人の携帯 

 

という操作が延々と繰り返されますので、通信状況やサーバーの性能等によっては時間がか

かります。 

 

もちろん、止めることは許されないでしょう。 

 

できるだけ早く送信できることが望ましいことは当然ですが、送信中にパソコンにトラブル

が発生したらどうなるでしょうか？  

 

突然固まったり、停電したり、誰かがコンセントに引っかかって抜けてしまったとか(笑)・・・

いろいろな原因で中断してしまうことが考えられます。 

中断してしまったら、どこからやり直せば良いのかがわからなくなってしまいます。 

 

終業時間の間際に送信し始めたら、送信が終わるまで待つのですか？ そのために残業しま

すか？ 

 

【ポイント】 

「メール送信が終了するまで待っていなければならないシステム」は要注意です。 

大量のメール送信は、しっかりと管理されたコンピュータ上で行われるべきなのです。 

 

そして、一斉に送信するためのボタンをクリックしたら、あとは「お手元のパソコンの電源

を切っても良い」というシステムでなければなりません。 
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送信の場所と時間の問題 

あなたが携帯メール連絡網の責任者だったとしましょう。 

ある休日の朝に突然、連絡事項が発生しました。できるだけ早く連絡しなければなりません。 

 

メール送信のために休日･早朝出勤しますか？ もっと朝早い時間や夜だったらどうします

か？ 

送信する時間帯に「停電」があったらどうしますか？  

落雷で電話が不通だったらどうしますか？ 

 

【ポイント】 

システム本体を特定のコンピュータにインストールして使用しなければならないタイプの

システムは、使用場所や使用時間が限定される可能性があるので要注意です。 

 

誰もが気にしてる「個人情報」 

学校の保護者の方々への連絡網だったとしたら、そのデータを入れたコンピュータを職員室

に放置しておくのですか？ 

 

パソコンを机に固定しますか？  

ネットワーク（LAN）から孤立させますか？ 

USB メモリさえも差込めないようにしますか？ 

ノートパソコンを、パソコンごとごっそり盗難というニュースもありました・・・ 

 

【ポイント】 

厳格に管理されていないパソコンに、個人情報が入っていてはいけないのです。 

厳格な管理とは、人が出入りできない場所で、阪神大震災レベルの地震にも耐え、電源や回

線の多重化対策がなされているような場所です。 

 

厄介なエラーメール 

次に、お気づきになるのは多分、エラーメール。つまり、登録したメールアドレスが記入誤

りや入力誤りによって、存在していないメールアドレスにメールを配信してしまっているよ

うな状況です。 

 

これらのメールアドレスは速やかに修正されるべきでしょう！でも、どのメールアドレス

が・誰のメールアドレスが、どのように間違っていたのでしょうか？探すだけでも大変です。 
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また、エラーとなったメールアドレスの原因を調査していると 

「あれっ？」と気づくことがあるはずです。 

 

「このメールアドレスはどこも間違っていない
．．．

じゃないか。なぜ届かないんだ？」 

「携帯同士ならやり取りできるのに、なぜパソコンからだと受け取ってもらえないんだ？」 

「届いたり届かなかったりするのはどうしてなんだ？」 

 

こんなことが実際に起こります。 

これは連絡網システムが原因で発生するのではありません 

携帯メール連絡網のシステムの運用の難しさの一つがここなのです。 

 

これらの方には 

「入会したのになぜ連絡が来ないんだ！」と言われても仕方ありません。 

 

エラーメールが発生する原因は、受信する人の携帯電話に設定されている「迷惑メール防止、

パソコンメールの拒否、リンク付きメールの拒否」等の設定。 

 

また、携帯会社自体が実施している「迷惑メールブロック対策」、さらには回線や基地局の

混雑など、原因は多岐にわたります。 

 

そんなに難しいものなのか・・・と引き気味のあなた・・・ 

大丈夫です。 

このような現象は「必ず発生します」が、楽に対応できる仕組みを持っている連絡網システ

ムを選べば良いのです。 

 

話を戻しましょう。 引き続き 1,000 件送信中です。 

なんとか手作業でエラーメールも解決できたことにしましょう。 

 

1 ヶ月ほどしてまた別件で 1,000 件配信したところ、またボロボロとエラーメールが発生

し始めました。 

どうしてでしょう？ ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 

 

相手は携帯電話です。携帯電話のメールアドレスは簡単に変更できます。 

つまり、あるときまでは正常に届いていたのですが、その方がメールアドレスを変更したた

めに相手先のメールアドレスが存在しなくなったというわけです。 
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さあどうしますか？ 

 

もっと奇妙なことが起こりました。 

送信したはずのメールが 

「何日も遅れてから届いたぞ、今頃どういうつもりだ！」 

とクレームが入りました。しかも何人もの方からです。 

どうしてこんなことになったのかわかりますか？ 

 

【ポイント】 

エラーメールを自動的に解決できないシステムは使い物になりません。 

 

1 日数億件の迷惑メール 

携帯メールは、各携帯会社のコンピュータが処理して皆さんの手元に届いています。 

今こそかなり少なくなってきましたが、ほんの数年前までは皆さんの携帯電話にも、たくさ

んの迷惑メールが届いていた頃があったはずです。 

 

携帯会社の説明によると、今でも 1 日 9 億通以上もの迷惑メールと戦っているそうです。 

 

そこで、各携帯会社が「迷惑メールブロックシステム」なるものを開発したのです。 

そして、不愉快なメールが皆さんに届いてしまわないようにがんばってくれているのです。 

 

【ポイント】 

個人個人の携帯電話の設定で迷惑メールをブロックする方法と、携帯会社がメールの送信状

況を監視してブロックする方法があります。これらが意識されたシステムでないと「送信で

きたのに届かない」という現象が発生します。 

「システムは送信を完了しているので、届かない原因は携帯会社に聞いてください！」など

と言うシステム会社もあるとの事です。 

 

迷惑メール業者の手口を知る 

では、迷惑メールの送信元は一体どんなことをしているのか知っていますか？ 

 

メールアドレスはアルファベットと数字、一部の記号からなっています。 

 

適当なメールアドレスをコンピュータで自動的に作成し、自動送信するシステムを作って起

動させ、放置しておけば、どのくらいの確率かはわかりませんが、偶然存在するメールアド

レスに当たって届いてしまうというわけです。 
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そのためには、とてもたくさんのメールを送信しなければなりません。 

しかし、迷惑メール業者は放置しておくだけですからね・・・ 

取り締まりはイタチゴッコでなくなりそうにありません。 

 

【ポイント】 

専用のメールアドレスに「カラのメール」を送信すると連絡網に入会できる･･･というもの

があります。その専用のメールアドレスもいつかは迷惑メールの餌食になってしまうでしょ

う･･･部外者が入会できないような対策が無いシステムも存在します。 

 

携帯会社の対応 

携帯会社はこの「いい加減なメールアドレスが含まれるパーセンテージ」に注目しているよ

うです。 

 

つまり、非常にたくさんのメールを送信しているのに「届け先が存在しないためエラーにな

るパーセンテージが異常に高い送信元は怪しい」というわけです。 

 

適当に作成したメールアドレスに送るわけですから当然です。 

 

携帯会社によって対処方法が違いますが、このような現象を発見すると、いったん別の場所

に格納して引き続き状況を監視し、「もうこれは絶対！怪しいメール送信元だ」とシステム

が判断すると、それらのメールを一切の断りなしに削除してしまいます。 

または、極端に遅らせて(後回しにして)届けます。 

 

こうすることで、各携帯会社のお客様に実害ができるだけ及ばないようにしているのです。 

 

【ポイント】 

この現象が発生してしまったらどうにもなりません。連絡網の担当者になるであろうあなた

の責任です。届かないメールアドレスが徐々に増えているのに放置しておいたからです。 

これが自動で管理されるシステムを選ばないと、連絡網は 1 年を待たずして破綻することも

あるでしょう。 

 

これであなたも立派な迷惑メール業者？ 

ここでちょっと考えてみてください。 

「エラーになるメールアドレスをたくさん含んだ連絡網の名簿データ」から送信されるメー

ルは迷惑メール業者のメールと変わらないんじゃないか？ 
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そのとおりです！ 

ですから、無効なメールアドレスがたくさんになってしまわないように常に監視して名簿を

メインテナンス(クリーニング)しておかなければならないのです。 

 

しかし、無効なメールアドレスかどうかは「実際にそのメールアドレスにメールを送信」し

てみないとわかりません。 

 

メールを送信することなく連絡網名簿の「メールアドレスが正常かどうかをチェックする方

法を携帯会社が提供する」ことは、現在もこれからもありえません・・・そんなことをした

ら、迷惑メール業者の思う壺です。 

 

【ポイント】 

しかし、連絡網の管理者に負担をかけずに「無効なメールを自動チェックする方法」があり

ます！ 後で出てきます。 

 

見かけ上の解決？真の解決？ 

携帯会社が提供している「特定接続サービス」業者というものがあります。 

 

これに契約し、料金を支払っていれば「エラーになるメールアドレスがたくさん含まれてい

ても、迷惑メールとして処理しませんよ」という契約です。（非常に高額な契約です） 

 

しかし、よく考えてみてください。 

「存在しないアドレスにはメールは絶対に届かない」「迷惑メール防止設定している人には

絶対届かない」という事実には変わりがないのです。 

届かない人には「届かないので切り捨てる」という考え方です。 

 

【ポイント】 

重要なのはそういったメールアドレスが含まれていることに早く気づき、早く除去したり、

連絡できなくなっている人を早く再登録したりする措置をとることが大切なのです。 

 

緊急時以外は一切使用したくない 

携帯連絡網を構築して「いざ！というときにのみ緊急連絡を行いたい」というお申込みがた

まにあります。 

これは絶対におすすめできません。やめてください。 
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相手は携帯電話です。メールアドレスが簡単に変更できてしまいます。連絡網に入会後に「迷

惑メール設定してしまう人」も現れるでしょう。 

 

いざ！というとき送信したら、ほとんどの方がメールアドレスを変更していて「連絡できな

かった人が多数いた」なんてことになりかねません。 

 

ではどうするか？ 

 

こんな方法を考えました。 

メールアドレスが変更されたりして無効になっている方を知るには、その方にメールを送信

して届くかどうかを確かめる以外にありません。 

 

これを自動化してやればいいのです！ 

つまり、定期的に「確認メール」のようなものを自動的に配信して、その結果を自動処理し、

メールアドレスが無効になっている方のお名前の一覧を得るのです。 

 

そのためにも、日時を指定した予約配信ができて、しかも永久に自動繰り返ししてくれるよ

うな機能があれば大助かりですね。 

 

開封確認は確実なのか？ 

多くの人にメールを送信したら「ちゃんと見てくれているのだろうか？」と思うはず。 

 

このように送信したメールを見たかどうかを判断することができる機能を「開封確認機能」

といい、多くのメール配信システムで装備されています。 

 

メールが届く→メール中のリンクをクリックする→Web 接続に切り替わり内容を表示 

 

といった具合です。 

 

しかし、ここでも予期せぬ問題が発生しました。 

「開封確認メールは開けたくない」という人がいるのです。理由は簡単「パケット代がもっ

たいない」からです。 

Web 接続しない契約で携帯電話を使用してる方もいらっしゃいます。 

 

考えてみると当然かもしれません。普段から携帯電話でインターネットしない人は、Web

接続することに心理的な抵抗があるのです。 
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なにか他に手段はないのでしょうか？ これも後で詳しくでてきます。 

 

完璧な管理は本当にできるのか？ 

1,000 人に開封確認メールを一斉送信しました。 

1 時間後に開封確認の状況を確認しました。100 人の方がまだ開封していません。 

早くみてもらいたい・・・ 

 

その方々に再度メールを送信して開封を促します・・・ 

全員が開封して内容を確認してくれました！良かった！これで一件落着・・・ 

 

こんなことが実際に可能でしょうか？ 

 

結論から言えば、難しいと思います・・・ 

携帯電話は連絡網からのメールを受信するためだけに、待機しているのではありませんよ

ね？ 

 

メールをお届けした瞬間、 

• その方が通話中だったら？ 

• 仕事中で電源を切断していたら？ 

• マナーモードにしていたら？ 

• 圏外にいたら？ 

 

パソコンのメールと比べて携帯メールの良いところはまず第１に「メールの到着が持ち主に

通知される」ことです。 

 

この通知が前述のような理由によって、「通知できない」場合はどうなるでしょうか？ 

 

携帯のメーカー等によっては１度通知に失敗すると、「次に新たなメールが受信されるまで

本人には通知されない」こともあるようです。 

 

早く開封してもらうため、開封確認していない方だけに「再送」したらいいのでしょうか？ 

 

その方が実際にメールの到着に気づいたとき「何通もの同じ内容のメールを受信する羽目

に」なります。これに対してクレームが・・・ 

 

開封することはしたのだが、しっかり内容を見ていなかった・・・なんてことも・・・ 
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携帯メールの連絡網システムなんて・・・ 

我々は自信を持って販売しているサービスですが、以上のような理由から完全な連絡方法と

は言えないと思っています。 

 

実際のところ、誰一人として不快な思いをさせることなく、どんな場合でも絶対遅れること

なく確実に連絡することが可能な連絡網システムなど存在しません。 

 

本人がメールアドレスを変更したり受信拒否設定することが可能なうちは、どんなシステム

でもメールを届けられないことが必ず発生するのです。 

 

連絡網システムはまだまだ進化の過程の途中です。 

今は「携帯メール」を「連絡網に代用している」段階です。 

 

しかし、便利であることは間違いありません。 

確実性を強めるには、「多様な連絡方法のうちの一つ」として機能させることもお考えくだ

さい。 

 

そして、このような前提を受信する方々に事前に少しでも認識しておいていただく必要もあ

るのではないでしょうか？ 

 

【ポイント】 

メール連絡網の入会者が「メールアドレスを変更してしまった」としましょう。 

たとえば弊社のシステムではメール送信時に自動削除され、削除一覧に掲載されます。 

連絡網から削除されたことを、管理者の方から「削除されましたから、入会しなおしてくだ

さい」と連絡するのですか？ 「毎月?日の正午のテストメールが届かない場合は再度入会

する必要があります」とするのですか？･･･ 

メールアドレスは変更されているわけですから、当然メールできません。 

電話連絡がしますか？口頭で教えてあげますか？ 

 

届かなかった場合はどう対処するか？ 事前に考えておきましょう。 
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全ての問題点を解決 

このようにたくさんの問題を抱えた携帯へのメールの一斉送信。 

 

これらの問題は必ず発生する問題ばかりです。 

 

よって、あなたが候補に挙げているシステムが、最低限これらの問題を「管理者の手を煩わ

せることなくクリアできるシステム」であることをご確認ください。 

 

もちろん弊社のシステム「マメール」では、これらが「すべてうまくいくようにするための

仕組み」をご提供しています。 

それは、これまで述べた様々な問題をマメールはすべて経験し、システムを改善するために

乗り越えてきたからできることなのです。 

 

動き始めてから 9 年以上。皆様のご意見やご要望を極力取り入れたマメールを、まず 30 日

間無料でお試しいただき「使い物になるかどうか」をご自身でご確認ください。 

 

連絡網システムは、「試用しないで使用するな！」です 
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②あなたに相応しい連絡網システムの選び方 

ここまでにご説明させていただいた基本的な問題点を「克服しているシステムかどうか」と

いうことと併せ、さらにお読みみになることをおすすめいたします。 

 

システムのタイプを考える 

現在では非常に多くのタイプの連絡網システムが存在しています。 

あなたに相応しい連絡網システムをお選びになるには、以下にまとめましたシステムのタイ

プをまず最初に判断されるとよろしいかと思います。 

 

高速大量配信型 1 時間に数百万件といようなスピードでメールが送信できるシステム

です。このようなシステムは設備にもコストがかかる分、非常に高額な

利用料金になります。 

私的には、数十万～数百万人以上で使用する場合に選択すべきタイプで

あると思います。 

PC 導入型 ソフトを入手してパソコンにインストールして利用するタイプ。 

買取であることが多く、長く使うほど安価なのが最大の特徴ですが、基

本的にパソコンのみでの運用になり、個人情報の入ったパソコンごとご

っそり盗難というような心配もあります。またパソコンのみでの運用だ

と故障や停電、電話回線の状態が悪いと送信不可になる場合があると考

えられます。 

ASP 型 インターネットを介してサービスを利用するタイプ。 

データはサーバーで厳格に管理され、パソコンや携帯などインターネッ

トに接続できる機器があれば、いつでもどこからでも利用することが可

能であるタイプ。 

半面、アクセスするための ID やパスワード等を厳密に管理しなければ

なりません。弊社のマメールはこのタイプに属しています。 

音声･FAX 連動型 メールでの連絡以外に希望者には直接電話をかけて、コンピュータの音

声をきいていもらったり、FAX でお知らせするというシステム。 

非常に良い手段だと思いますが、音声や FAX は全体に行き渡るスピー

ドが極端に遅いのが欠点で、高速化するには電話回線を多重化するなど

非常にランニングコストがかかります。 
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システムの機能･性能を考える 

携帯メール連絡網の導入をお考えになっている方々の一番の関心はここにあるかもしれま

せん。 

 

システムの概念によって運用方法や使用方法が大きく異なる場合があるので、充分に検討が

必要になってくると思います。 

 

無料お試し等でしっかりと確認してから導入できる業者が理想的だといえます。 

 

紙面でいくら高性能を謳っても、実際の体感性能は利用者の方が決めることです。 

 

カラメールによる入会機能とその意味 

カラメールによる入会は簡単で便利ですが、この入会方法以外に「管理者が手入力でメール

アドレスを登録する方法」というシステムもあります。 

 

しかし、弊社ではこの入会方法を提供はしていますが推奨しておりません。 

その理由は以下のようなことからです。 

 

管理者へメールアドレスを用紙に記入したりして渡すため、個人情報の漏洩につながる場合

がある。個人情報の漏洩の多くは内部の人間によるものです。 

 

携帯のメールアドレスは基本的に長く複雑で、記入誤り･入力誤りによって正常に入力する

ことが難しいと同時に管理者に非常に負担がかかります。 

 

迷惑メール防止機能を設定しているかどうかを確認していない(できない)ので、一時的に入

会できたとしてもすぐにエラーとなり削除されてしまう。その際、削除されてしまった方の

対応があとあとになって非常に大変になる。 

 

その点、ご自身でカラメール入会を行ってもらうようにすれば「入会のお礼メールが届くか

届かないかで、入会できたかどうか判定可能」なため、管理者は「メールが届かない」、「入

会できない」という事に対応する作業から開放されます。 

 

迷惑メール防止設定されていている場合、その解除には本人の暗証番号が必要となるため、

解除のためのアドバイスはできても解除のお手伝いはできません。 
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携帯の機種はどんどん増え続け、解除の方法も頻繁に変更されるため「どうしてもわからな

い方はお買い求めのショップにお尋ねください」とするほうが結局親切で早く解決できるこ

とが多いです。ショップの店員さんはとても優しく親切に教えてくれます。 

 

つまり、お選びになる連絡網システムの入会方法は、「カラメールによる入会を主体として

いるシステム」であるべきだと思うのです。 

 

カラメールによる入会には欠点もあります。 

入会用のメールアドレスが部外者に知れてしまうと、悪意をもって入会しようとしている部

外者も入会できてしまうことになるからです。 

これを阻止するには、入会者の名前を逐一チェックして部外者を発見したら削除してしまう

という方法が考えられますが、管理者の方が目を光らせていなければならないため負担が大

きくなります。 

そこで「入会パスワード」なるものを決め、本文欄が空のカラメールではなく本文欄に「入

会パスワード」を入力して送信してもらい、一致しない場合は入会できないように制限する

のです。入会パスワードは自由に変更してさらに部外者にはわかりにくくできます。 

 

エラーメールの対応能力 

連絡網システムが「送信したメールを届けることができずエラーになる」という現象は必ず

発生します。この現象を自動的に処理する機能を持っていることが必須となります。 

 

そして、そのエラーを回避する機能の精度が大切です。これは技術的なテクニック云々の問

題だけではありません。エラーを解決するノウハウの蓄積量が大切になってきます。 

 

また、エラーが発生したらどのように処理されるのかを知っている必要はありませんが、処

理後に運用上どう扱うかは考えておく必要があります。 

 

例えば、「メールアドレスを変更されたりメーカーを変更されますとメールが届かなくなり、

名簿からも削除されますので、ご自身で再度カラメールを送信して入会しなおしてくださ

い・・・」というような事前のアナウンスは必要だと思います。 

 

エラーメールの対応能力については、後でもっと詳しく説明します。 

 

グループ分け機能の違い 

グループ分け機能でご注意いただきたいのは、グループ分けの「概念」についてです。 

これに関する質問もかなり多く承ります。 
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「A と B のグループに入りたければ A グループ、B グループそれぞれにカラメールして入

会してください」というタイプのもの 

「A と B のグループに入りたければ、入会時に A と B をチェックしてください」というタ

イプのものがあります。 

 

前者は何度も入会する操作が必要になり、実際にたくさんのグループに所属している方は入

会･退会とも大変になってしまいます。 

 

また、メールを送信する管理者が「A と B のグループにメールする」操作を行った場合、同

じ内容のメールが二通届いてしまうというような現象が発生する場合があるようです。 

 

後者の場合、どんなにたくさんのグループに属している人でも入会は１回のみで済みます。

またメールを送信する管理者が「A と B のグループにメールする」としても、登録されてい

るのは一つのメールアドレスが１回のみですので、同じ内容のメールが続けて２通届くよう

なことは発生しないのが普通です。 

 

【ポイント】 

これは連絡網をどのような用途に利用されるかによると思います。充分にご検討ください。 

 

配信スピード 

こういったタイプのシステムは、スピードが速ければ早いほど高額なサービスになります。 

 

たとえ瞬時にメールが届いたとしても、前述したように「受信者の都合が悪ければすぐにメ

ールを見てもらえるとは限らない」のだから「超高速」は必要が無いのかもしれません。 

 

マメールの配信スピードは超高速ではありません。逆にすこし押さえ気味の配信スピードだ

と感じられるかもしれません。 

 

超高速で配信したために発生するトラブルもあるのです。この件については後で述べます。 

 

費用を考える 

システムの運用費用は、利用者の間で負担する場合もあるのでできるだけ低価格が良いに決

まっています。 

 

マメールではご利用者様のお支払い条件に合わせ、年度の途中から年度末までの分をまずお
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支払いいただき、その後に通常のお支払方法へ・・・というような変則的なご要望にもお応

えしています。 

 

いずれにしても、まず基本性能が満たされているのかを確認してから価格の比較を行ってい

くのが良いでしょう。 

 

広告が表示される 

利用料金が安い代わりに、「連絡メール中に広告を掲載します」という条件で利用するシス

テムがあります。 

 

連絡メールを受信する方が、たとえわずかな広告であっても、毎回毎回「広告を受信するた

めのパケット料金を負担しなければならない」ことを考慮する必要があります。ちりも積も

れば何とかです。 

 

また、「健全な広告のみ表示します・・・」というような約束であっても、その広告へジャ

ンプした後に表示されるリンクの健全性、その先のリンクの健全性・・・というところまで

確実に保証できるのかが疑問です。本来の目的と全く関係のないものではないでしょうか？ 

 

送信可能な文字数も広告の分だけ圧迫されることになります。 
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③自信があります、システムの品質 

端末の対応 

現在、ドコモ、au、ソフトバンク、ウィルコムに対応しています。新しい携帯会社が始まっ

た場合は極力早く対応するようにしています。 

 

また、PDA 端末等でも、インターネットメールと Web 表示が可能な端末であれば、ほとん

どの機種でご利用いただけるはずです。 

 

パソコンメールにも、もちろん対応していますが、全世界に存在するすべてのメールソフト

で完全に動作することをチェックすることができません。 

 

ウィンドウズのアウトルック等、国内で利用者の多いメールソフトでは動作確認済みですが、

そうでないメールソフトで完全に動作するかどうかはご自身で確認して判断していただく

ことになります。 

 

迷惑メールの混入について 

パソコンを利用されている方ならお分かりだと思いますが、とにかく毎日のように見覚えの

ない不愉快なメールが届くのがパソコンメールの世界です。 

 

実はマメールから 1 つ提供させていただいている xxxxx@mamail.jp のアドレスも例外では

なく、実は毎日たくさんの迷惑メールの攻撃にさらされています。 

 

でも、弊社独自の迷惑メール排除機能によって、それらのメールの影響をご利用者様が受け

ないように保護しておりますのでご安心ください。 

 

メールアドレスのクリーニング精度 

存在しないメールアドレスにメールを送ると、どのようなエラーが返信されてくるかご存知

ですか？ 

 

ほとんどの場合、エラーの詳細が英語で記述された、難解なメールが返信されてきます。 

 

マメールのシステムではこれらのメールの内容を自動分析。その分析結果に基づいてそれそ

れのメールに対応した処理を行います。 
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例えば、相手が受信できなかった理由があいまいな場合には、 

「数分後に自動的に再送。連続してエラーになるかどうかを何度か自動的に試み、規定回数

を越えたら会員データから削除する」など、リアルタイムに 50 以上のエラー対応パターン

より最適な対応方法を自動選択して個別処理します。 

 

サーバー故障ゼロ 

とても信頼性の高いサーバーを利用しています。 

稼動を始めた 2001 年以降、サーバーが一度も故障していません。 

 

阪神大震災レベルにも耐える環境に設置されたサーバーに、高い信頼性と高い保守レベルが

この安心感を創り出しています。設備については後で詳しく。 
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④こんな用途に使うことができます 

全配信 

入会されている方全員に送信する機能です。 

パソコンや携帯電話からユーザーIDとパスワードを入力してログインして操作します。ASP

ですから ID とパスワードを知っていれば、インターネットが利用可能な端末ならいつでも

どこでも送信することが可能です。 

 

テンプレート機能を使用すれば、あらかじめ登録されている雛形の文章を呼び出して必要部

分のみを編集して送信できますので、形式が統一され、記入モレなども最小限に抑えられま

す。 

 

携帯電話からログインする際の手間を軽減するため、あらかじめ登録されている携帯電話で

あればユーザーID、パスワードを入力せずに素早くアクセスできる「かんたんログイン機能」

も装備しています。 

 

メールで全配信 

通常の友達同士の携帯のメール交換と同じ感覚で操作するだけで全員に配信できるため、メ

ールの利用経験者にわかりやすく、パケット料金の発生も最小限となり経済的に送信できま

す。 

 

同時に写真を添付することも可能で、写真付きの簡単なホームページを自動作成して、会員

の方々がワンクリックで閲覧できるように誘導するメールを自動送信します。 

 

抽出配信 

プロフィールの内容をもとにして、連絡網の会員の中から連絡したい人だけの集団を抽出し

てメールを送信できます。 

 

たとえば保育園などの連絡網では、「バス通学の園児の保護者だけに、渋滞によるバスの遅

れを通知する」というような使い方ができます。 
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プロフィールの設定は自由。 

最初は「思いつきで設定しておき、本番までにしっかりと設定する」でも構いませんので、

とにかく無料お試しで「使えるかどうか？」をご確認ください。 

 

予約配信 

予約配信は、前述の全配信･抽出配信を含め、送信する機能を実行する日時を前もって指定

したり、定期的にメールを繰り返し送信したりすることができる機能です。 

 

例えば、学校などの連絡網では、「指定した時間に、サッカークラブの保護者のみを自動的

に抽出し、大会の日程を送信する」というような使い方が可能になります。 

 

自動繰り返し機能を使えば、「入会はしているのにプロフィールの入力がされていない方を

自動的に抽出して、プロフィールの入力をお願いするメールを送信する」ことができます。 

 

また、「会員名簿のメールアドレスが正常かどうかを確認するために、毎月決まった日に確

認のためテストメールを自動送信。毎月自動繰り返しする」といった使い方ができます。 

 

管理者の手間が大幅に軽減されラク！になります。 

 

メールを見たかどうかを確認する 2 つの方法 

マメールでは「開封確認」を行うための機能を 2 種類装備しており、1 度の送信でそのうち

のどちらかの機能を利用できます。 

 

1 つ目の方法はメールを送信する際に、「開封確認メール」のチェックをオンにして送信す

る方法。 

この方法で送信すると、各会員には「開封確認メール」として届けられ、受け取った人は案

内に従ってメールの中にあるリンクをクリックすると内容が表示されというしくみです。 

 

各会員がメールの中のリンクをクリックした瞬間に開封したことを記録します。管理者は開

封者・未開封者の人数やそれぞれの会員の一覧を管理画面より確認することができ、開封者

のみ、未開封者のみにメールを送信したりするアクションが行えます。 

 

この方法は、Web に接続する必要があるため、Web の契約をしていない人(ごく少ないよう

ですが)は開封できません。また、「パケット料金がかかるから開けたくない」というような

お話も伺ったことがあります。 
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2 つ目の方法はメールを送信する際に、メール本文中に「読み終わったら本文の先頭に“了

解”と入力して返信してください」というような内容を添えて送信するようにします。 

 

管理者は、「了解」や「了解しました」等の返信をいくつも受け取るわけですが、これを「返

信管理」機能によってグループ集計することができるのです。 

 

たとえば、「本文の先頭から 2 文字を取り出してグループ化せよ」とすると、「了解」や「了

解しました」の返信をした人は、先頭 2 文字のみで比較すると等しい意味なのでまとめ(グ

ループ化)られます。 

この原理によって「了解」の返信をした会員の人数や明細を表示できるようになります。 

 

もう少し応用すると簡単なアンケートも可能になります。もうお分かりですね。「明日の奉

仕作業の参加を確認したいので、出席・欠席・保留のどれかを本文に入力して返信してくだ

さい」とすれば、そのメッセージごとにグループ化されて集計されます。 

 

この方法は、受信した方々が管理者の指示したメールのきまりを守るかどうかにかかってい

ます。 

しかし、メールのやり取りだけで済むので、少人数での連絡網によく利用されています。 

 

ただし、「了解」等の返事を行ったとき、その了解がどのメールに対する「了解」であるか

を確実に判別する方法が存在しないため、何種類もの質問メールを同じ日に送信して、それ

ぞれの結果を返信してもらうような使い方はうまくいかない場合があります。 

 

このような場合は、1 つの質問の回答を締め切ってから次の質問を送信する、という順序を

まもって行う必要があります。それができない場合は 1 つ目の方法を使うようにしましょう。 

 

【ポイント】 

マメールの機能はとてもこの紙面だけでは説明できません。 

詳しくはメール連絡網「マ・メール」のサイトをご覧いただきますようお願い申し上げます。 

 

http://www.mamailcn.com/ 

yahoo で検索「メール連絡網」クリック！ 
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⑤マメールはこうして運用されています 
むずかしい説明ですが、連絡網の名簿データやマメールのシステム本体が納められているコ

ンピュータ、それに接続されている回線等に関するご説明です。 

 

サーバー環境 

「プライバシーマーク」制度と、情報セキュリティ管理の標準規格である「ISMS 適合性評

価制度/BS7799:PART2:2002 」を認定取得しているサーバ会社をシステム運用サーバ

ーとして採用しています。 

 

サーバ専用の本格的データセンター設備を構築しています。災害・防犯対策はもちろん、堅

牢な設備、徹底的な安全対策で安定したシステム運用を実現しています。 

 

2003 年には従来のデータセンター設備をさらに強化し、「情報処理サービス業情報システ

ム安全対策実施事業所認定」を受け（JQA 適合証（№JQACS1127））、その信頼性が証明

されました。 

 

非常時用の発電装置や大容量のバックアップ電池による厳重な停電対策にて、システム停止

を防ぎます。 

・特別高圧 22Kv 受電 

・高圧受電を 3 系統引き込み  

・CVCF 自家発電装置 

・大容量バックアップ電池（大型 CVCF 無停電電源装置）  

 

データセンターでは、耐震性に優れた設備により阪神大震災規模（最大震度７）の地震にも

耐えられ、また万一火災が発生した場合への消化設備も完備しています。 

・床構造 ― 床荷重１ton/平方メートル 

・ラック ― 特注耐震ラック 荷重 700Kg/ラック  

 

ホスティングに特化した設計・施工されており、電子計算機用空調機での温度・湿度管理に

より、サーバ機器に最適な環境を維持しています。  

 

赤外線センサー、バイオメトリクス認証による入退室規制で外部からの侵入を徹底監視して

います。  
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複数回線 

5 つの大手プロバイダからそれぞれ光ファイバーを引き込み、その回線を通じてインターネ

ットと接続をしています。だからどこかの回線に物理的事故、ネットワーク障害などの問題

があったときでも他の回線でカバーできる、障害に対して非常に強い構造になっています。 

 

セキュリティーポリシー 

インターネットサービスにおいてセキュリティ対策は必須の要素です。弊社採用のサーバの

強みはシステムのセキュリティ対策はもちろん、データセンターを完全自社構築しているた

め、物理レイヤーからのトータルなセキュリティマネジメントができるという点です。 

 

データセンター内外の物理的なセキュリティ対策に始まり、ソーシャルクラック、システム

へのクラックに対して明確なセキュリティポリシーを確立し、お客様のデータをお守りして

います。 

 

バックアップ体制 

夜間、定期的にバックアップを実行し、お客さまの大切なデータを安全な場所へ退避してい

ます。 

 

万が一のデータの破損等が発生しても、バックアップ時点まで復元することが可能ですので

安心です。 
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⑥知っておくと役立つ豆知識 
マメールを長年運用していると、様々なことが起こります。その一部をご紹介します。 

 

同じ場所にいるのに同時に届かない 

メール一斉配信すると、そのメールは携帯会社のサーバーに送られ、基地局(アンテナ)に送

られ、最終的に個人の携帯に届けられます。 

あなたの地域にはこの基地局がどのくらいありますか？ 

 

この「基地局が極端に少ない地域」で、たくさんのメールを送信しようとすると、基地局自

体がとても忙しい状態となり、メールをすべて吐き出すまでに時間がかかるようになります。 

 

これによって、「同じ場所にいるのに、メールの到着時間違う」という現象が発生するので

す。 

 

【ポイント】 

どんな連絡網システムでも発生してしまいます。基地局が能力アップされるのを待つ意外に

ありません。 

残念ながら「早く大量に送ってもダメなときはダメ」なのです。 

 

開封できない 

開封確認メールを受信した人が、何らかのエラーによって「開封確認できない」という現象

が発生します。 

 

こういった事例の原因の一つに、開封確認メールの内容を表示させるときにクリックする

「リンク」の文字の末尾の部分が途切れているときに発生します。 

 

では、なぜ末尾が途切れるかと申しますと、携帯電話のメーカーやプランによっては「???

文字までは無料」、「？？？文字以上は続きを受信してください。ただし有料です」というよ

うな受信方法があるからです。 

 

こういった場合、「続きを受信」した後、リンクをクリックしてください。 

正常に開封確認メールをご覧いただけるようになります。 
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開封できない２ 

1,000 人の会員に開封確認メールを送信すると、ほぼ同じ時刻に 1,000 人近くの人が Web

アクセスしようとします。 

 

このとき、基地局がすでに混雑していたリ、比較的処理能力の低い基地局であったりすると、

Web アクセスできずエラーとなって開封確認メールが開けない場合があります。 

 

弊社のサーバーは数千･数万程度の同時アクセスで根を上げるようなサーバーではありませ

んので、ほぼ間違いなく基地局が原因となります。 

 

このような場合は、どうしようもありません。 

しばらく待ってから、もう一度リンクをクリックしてください。 

 

しばらくして基地局の能力に余裕ができると、開封できるようになります。 

 

【ポイント】 

特に人数の多い連絡網の場合は、このような場合がありうることを連絡網の会員になる皆さ

んにアナウンスしておくと良いかもしれません。 

 

ふくそう？ 

輻輳と書いて“ふくそう”と読みます。 

 

地震が発生した時など、多くの人が同時に通話しようとして回線に規制がかかり、つながり

にくくなる現象のことをいいます。 

 

これは行政などの災害優先利用を阻害しないための目的もあるようですが、一般的にはこの

状況に陥ると「待つ」意外に方法はありません。 

 

携帯電話の場合、基地局のふくそうという現象もあります。 

経験がありませんか？ 花火大会やあけましておめでとうコールなど、大きなイベント時に

一時的に発生する現象です。 

ほとんどの場合、数分から数十分後には解消するようです。 

 

これらの現象は音声通話に起こりやすい現象で、携帯メールや Web などの経路は比較的起

こりにくくなっています。 
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しかし、大量のメールを超高速で狭い範囲に送信すると、基地局がパンク状態となり到着に

時間がかかることがあります。 

 

数万件のメールを一瞬にして「お届けできます！」というような説明がされているシステム

は、数万件を一瞬で「吐き出します」と表現するのが本当だと思います。 

吐き出しても「届くかどうか」はあなたの携帯に届くまでに辿る設備にも影響を受けるので

す。 

 

基地局の能力を含めた、様々な場所で「ふくそう」は発生する可能性があり、超高速で送信

しても、そのスピードで全員に必ず届くことは保証できないのです。 

 

実際の大震災時、短時間に大量に送信すると被災されている方々の通信に大きなご迷惑をお

かけすることにもなりかねません。 
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⑦お願い 
マメール末永く便利にお使いいただくために、少々お願いがあります。 

 

現在の連絡網名簿を移行したい？ 

「現在メールアドレスの一覧を持っているから、マメール連絡網に移行していただけません

か？」というご要望をたまに受けます。 

しかし、このようなご要望は、原則的には推奨しておりません。 

 

メールアドレスの内容は正確であっても、今から連絡網で使うアドレスからのメールを受信

できるように設定されている筈がありません。せっかく移行してもエラーがたくさん発生し、

後の対応が余計に大変だったということになりかねません。 

 

また、その名簿の一人一人の方に「マメールからメールが送られますが、よろしいですか？」

という断りを入れることが必要でしょう。 

 

xxxxx@mamail.jp をインターネット上に公開しないで！ 

マメールは、１つのご契約に１つずつメールアドレスを差し上げております。 

 

このメールアドレスを、ホームページなどに掲載して公開しているところがあります。 

 

それ自体に問題はないのですが、公開され、「迷惑メール業者のメールアドレス巡回調査」

で発見されたとたん、迷惑メール業者は嫌というほど迷惑メールを xxxxx@mamail.jp に送

りつけてくるのです。 

 

マメールのシステムはこの迷惑メールをうまく退治してくれます。ですからあなたがその迷

惑メールの存在に気づくことはありません。 

しかし、多くなってくると退治することが大変になります。 

 

また、不特定多数の人に「入会用のメールアドレス」が公開されていると、「誰かわからな

い人が入会してしまう」こともありえます。 

できれば公開しないようにしていただきたいと思っています。 
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ご連絡先メールアドレスについて 

マメールはご利用料金を低価格に抑えるため、ご契約者様とのやり取りに電子メールを使用

しております。 

 

ご利用のお申込みの際に「ご連絡先メールアドレス」という項目が出てまいりますが、これ

が私どもとお客様をつなぐ手段となります。 

 

このメールアドレスには、無料お試しの準備が完了して「設定が完了しましたのでご利用く

ださい」という旨のメール、無料お試しの期限がせまっってきたときに「継続してご利用に

なるかどうかを確認させていただく」メール、ご契約後に「ご利用期限が迫っていることを

ご案内する」メールなどが届きます。 

 

このメールアドレスは、原則パソコンのメールアドレスを指定していただくようにお願いし

ておりますが、アドレスに誤りがあったり、迷惑メールとして振り分けられたりすると、マ

メールからのご連絡に気づいていただけない場合があります。 

 

無料お試しをお申込みいただいたとき、お申込みの確認メールがすぐに届きますので、この

メールが迷惑メールとして処理されてしまわないかご確認ください。 

 

無料お試しのお申込みいただきますと、数分後、遅くても翌営業日には必ずご利用いただけ

るようにしてご連絡いたします。 

連絡が遅い思われたときにはご確認をお願いいたします。 

 

自動振替のお手続きについて 

月払いでのお支払いをお選びいただいた場合には、便利な自動振替をご利用いただけます。 

 

初回に 3 か月分をお納めいただき、その 3 ヶ月間の間に金融機関による印鑑照合を含む手

続きが行われます。 

 

この手続きは、ご利用の金融機関によっては 3 ヶ月でも手続きが完了のご連絡がいただけな

い場合があります。 

 

このような場合、引き落としできませんのでお振込で入金していただく必要があります。何

卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 
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毎日夜間・昼間にバックアップを実行
毎日夜間及び昼間にバックアップを実行し、お客さまの大切なデータを安全な場所へ退避していま
す。しかも、夜間と昼間で異なるハードウエア上にバックアップすることで危険分散され、安全性を
高めています。 
万が一のデータの破損等が発生しても、バックアップ時点まで復元することが可能ですので安心して
ご利用いただくことができます。 
 
お客様のデータ管理体制とセキュリティー 

安心のサーバー会社

「プライバシーマーク」制度と、情報セキュリティ管理の標準規格である「ISMS適合性評価

制度/BS7799:PART2:2002 」を認定取得しているサーバ会社をシステム運用サーバーとし

て採用しています。 

個人情報保護とセキュリティ管理を徹底し、安心・安全なサービスをお客様にご提供してい

ます。 

 
⇒プライバシーマーク制度とは？  

⇒ISMS適合評価制度とは？ 

⇒BS7799とは？  

サービスにおいて重要な基盤となるデータセンター

弊社が採用しているサーバではサービスの基盤となる部分だからこそ、重要な要素と位置付

け、サーバ専用の本格的データセンター設備を構築しています。災害・防犯対策はもちろ

ん、堅牢な設備、徹底的な安全対策で安定したシステム運用を実現しています。 

2003年には従来のデータセンター設備をさらに強化し、「情報処理サービス業情報システム

安全対策実施事業所認定」を受け（JQA適合証（№JQACS1127））、その信頼性が証明さ

れました。 

安心のサーバー環境 
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プールの運用

グランドのコンディション

県警からの通達

毎月1回のテストメール

防災連絡網

火災情報

熱傷患者の搬送

行方不明者の捜索

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

電源設備

非常時用の発電装置や大容量のバックアップ電池による厳重な停電対策にて、システム停止

を防ぎます。 

・特別高圧22Kv受電 

・高圧受電を3系統引き込み  

・CVCF自家発電装置 

・大容量バックアップ電池（大型CVCF無停電電源装置）  

災害予防対策

データセンターでは、耐震性に優れた設備により阪神大震災規模（最大震度７）の地震にも

耐えられ、また万一火災が発生した場合への消化設備も完備しています。 

・床構造 ― 床荷重１ton/平方メートル 

・ラック ― 特注耐震ラック　荷重700Kg/ラック  

空調設備

ホスティングに特化した設計・施工されており、電子計算機用空調機での温度・湿度管理に

より、サーバ機器に最適な環境を維持しています。  

 

セキュリティ

赤外線センサー、バイオメトリクス認証による入退室規制で外部からの侵入を徹底監視して

います。  

 
 
トータルセキュリティー対策

インターネットサービスにおいてセキュリティ対策は必須の要素です。弊社採用のサーバの

強みはシステムのセキュリティ対策はもちろん、データセンターを完全自社構築しているた

め、物理レイヤーからのトータルなセキュリティマネジメントができるという点です。 

データセンター内外の物理的なセキュリティ対策に始まり、ソーシャルクラック、システム

へのクラックに対して明確なセキュリティポリシーを確立し、お客様のデータをお守りして

います。  

 

弊社採用のサーバではTCP/IPの4つのレイヤー(データリンク層・ネットワーク層・トランス

ポート層・アプリケーション層)それぞれに特別のポリシーを設け、「監視」「防護」「記

録」「監査」を実施しています。  

・ 24時間365日監視 

・ 侵入防止および不正行為の検知と対策の実施 

・ OSのセキュリティ監査とその対策実施 

・ OS周辺ソフトのセキュリティ監査とその対策実施、管理操作時の安全確保（操作システ

ムの安全対策） 
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まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

ニュース

ニュース2

ニュース3

ニュース4

パスワード入会

非会員からのお問い合わせ

不明な住所の地図を添付

画像を添付できない現象

会員登録をする方法

未登録会員に配信する方法

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

会社概要

ご利用者さまの声募集

ご利用者さまの声フォーム

緊急時ご案内ページ

ファーストサーバー障害

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

・ 新規導入ソフトのセキュリティ監査 

・ 導入済みプログラムのセキュリティ監査・対策（バージョンアップ等） 

・ アクセス記録システムの問題監査 

・ ロギングシステムそのものの適正化対策、管理時刻適正化等 

・ 不正行為の早期検知と24時間監視 

・ 不正アクセスに対するアクセス制御 

・ TCP通信ポート安全化、パスワードクラック防御、不正ホストアクセス制限 

・ 電子メール等の基幹システムやCGIなどの異常暴走監視 

・ システム基幹プログラムの改竄監視 

・ ハードウェア障害時のデータ復旧 

・ 必要でない限り、サーバOSに関する詳細なディストリビューション等のセキュリティの

根幹に関する技術的な情報は開示しない。 

 

ソーシャルクラックへの対応 

・ ソーシャルクラックを実施するための事前調査の可能性がある問合せに関しては返答をし

ない。 

・ パスワードの不正変更依頼などのソーシャルクラック対策を行う。（内容は非開示）  

ソーシャルクラックとは、他人になりすましてパスワードの変更を依頼したり、ホスティング会社のごみ箱

からパスワードの記載された書類を探し出すなど、社会的なクラッキング行為の事。

複数回線だから障害に強い 

5つの大手プロバイダからそれぞれ光ファイバーを引き込み、その回線を通じてインターネッ

トと接続をしています。だからどこかの回線に物理的事故、ネットワーク障害などの問題が

あったときでも他の回線でカバーできる、障害に対して非常に強い構造になっています。  

自らネットワークをコントロールして快適な接続環境を維持 

多くのレンタルサーバ業者が上流プロバイダに頼らざるを得ない所を、弊社契約サーバでは

BGP4接続により、回線を自らコントロールできるので、特定の回線が混雑した場合や、障害

が発生した場合、エンジニアが接続経路を直接制御し、お客様に影響の少ない対応を取るこ

とが可能です。 

このような経路制御は通常大規模な接続プロバイダで行うことが一般的で、ホスティング業

者でこのような経路制御を行っているのは非常に稀有な例となっています。  

専用回線で混雑を未然に防止 
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中学校

高等学校

大学

町内会・自治会

まとメール機能

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

プロバイダが行っているレンタルサーバサービスはバックボーンネットワークの回線が太く

ても、その回線を何万ユーザという接続サービス会員と共有している事がほとんどです。弊

社が採用しているサーバは高品質バックボーンをサービス用だけに構築していますので、快

適で高速にお使いいただけます。また、回線の容量に対しての実使用量が50%以内という内

部基準を設け、その値を超えるとネットワーク回線の増強を行っています。こうする事で繋

がりにくい状態が発生するのを未然に防いでいます  

まとめ 

まず第一に、お客様と契約させていただく時には、 

「実害の及ぶ可能性のあるプロフィール項目の設定はお断りしています」 

例えば極端な例ですが、入会時にクレジットカードの番号を入力するような要求をするご契

約はできません。 

また、住所の番地等詳細まで入力するようなプロフィールもお断りしています。 

つまりご契約されている方とその会員の方がかろうじて認識しあえる程度の情報でのみご契

約可能としています。 

このような情報は万が一流出したとしても実害が発生しないと考えられますし、ハッカーに

とっても「危険を侵してハッキングするメリットのある情報」とはなりにくいと考えます。 

万が一流出した場合でも被害を最小限に食い止める監視体制があることは前述のとおりで

す。 

 
もちろん、運用している我々もお客様のメールアドレスを閲覧する仕組みを持ちません。 

お客様の要求や当局の指示による場合にのみ、定期的に変更されるパスワードで、特定の人

物のみがアクセス可能な環境となっています。 

システムのバージョンアップなど開発時にも別環境にて充分テストを行なったものを導入し

ます。  

 > ホーム > セキュリティー <<戻る
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個人情報 保護　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

ホーム

セキュリティー

個人情報保護方針

サイトマップ

PDFで閲覧・印刷

特別レポート

管理者様のための基礎知識

年度替わりの方法

抽出した会員を削除する方法

導入事例

ご利用例

新型インフルエンザの対策

休校中止延期のお知らせ

インフルエンザ発生状況

インフルエンザ感染確認

予防対策・対応法

新型インフルエンザの予防

台風18号上陸

不審車両の情報

不審者情報

不審電話

大会の中止

到着予定時間

PTA運営委員会

参加者募集

会議のお知らせ

個人情報保護方針
 > ホーム > 個人情報保護方針 <<戻る

メールアドレスは個人情報なのでしょうか？

個人情報保護法の施行より遥かに前から当社システムでは個人情報を厳密に管理してまいり

ました。個人情報の流出の恐れから、「連絡網が作成できない」という状況に置かれている

方も多いと聞きます。 

弊社のマ・メール 連絡網 システムのような特定多数の方のメールアドレスをお預かりするシ

ステムにおいては非常に大切なことであると認識しております。  

はたして「メールアドレスは個人情報なのか？」という議論があります。確かにメールアド

レスは数字と記号の単なる組み合わせで無機質なものに見えますが、これを悪用されるとど

うなるか・・・大量メールや誹謗中傷メール、ウィルスなどが送りつけられたら・・・ 連絡

網システムを利用している方が、これらの脅威から連絡網のメンバーのメールアドレスを責

任を持って守りきることができるでしょうか？ 

スキミングに代表される個人情報の不正取得のほとんどは情報そのものを盗むことにありま

す。また、ストーカー的な悪用も増えています。  

 

人目に晒さ（さらさ）ない！ 

「どんなに高度なセキュリティーを施しても人の目に晒される情報にはどこかで洩れる可能

性を持っているのです。」 

コンピュータを厳重に管理するのは当たり前です。弊社システムではメールアドレスが一切

表面に出てこないのです・・・ネットワーク上を無闇に行き来しないのです。 

パソコンに表示・保存されているメールアドレスを盗み、勝手にメールをばらまくウィルス

も存在します。 

ウィルスを退治するソフトは果たして万能でしょうか？管理者の方のパソコンがもしこの脅

威に晒されたら・・・ 

このような事態に鑑み、当社システムでは管理者の方のメールアドレスはもちろん会員様の

メールアドレスについても一切表示・開示することができないシステムを採用しておりま

す。  

有限会社オムニシステムの個人情報保護方針
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有限会社オムニシステム（以下当社）では、お客様の個人情報（個人を識別できる情報）の

重要性を認識し、個人情報保護法に基づいて適切にこれを取り扱うことを明らかにします。  

 

１． 個人情報の収集について
 
個人情報の収集に際してはその収集目的を確認し、当社の事業活動の範囲内で適法且つ公正

な手段により行います。  

当社及び当Webサイト上にて、当社は以下の場合に個人情報をお伺いすることがあります。  

・ 当社製品やサービスに対するアンケートにご協力いただく場合。  

・ 当社製品をご購入頂いた場合。  

・ 弊社及び弊社スタッフへのお問い合せ、ご意見、ご要望を伺う場合。  

・ その他当Webサイト内に表示する目的達成の為に行う処理。  

既利用者（会員様・購入者様）が当社メルマガなどよりアクセスされた場合、閲覧状況など

が自動的に収集される場合があります。  

 

２． 個人情報の利用、提供について 

収集した個人情報の利用、提供には厳正な管理の元、細心の注意を払い、本人（情報主体）

の同意があった場合を除き、第三者に開示しません。  

当社及び当Webサイト上で収集した個人情報は以下の目的で利用します。  

・ 当社製品及びサービスに関するご連絡を行う場合。  

・ ご購入商品又は、モニタープレゼント当選商品をお届けする場合。  

・ 弊社及び弊社スタッフへのお問い合せ、ご意見、ご要望に対して回答する場合。  

・ 当社製品及びサービスの向上、改善の為に社内で利用する場合。  

当社及び当Webサイト上で収集した個人情報は以下のいずれかに該当する場合を除き、業務

委託先以外の第三者に提供または開示いたしません。  

・ 本人（情報主体）の同意がある場合。  

・ 法令に従い提供を求められた場合。  

 

３． 個人情報の管理について 

個人情報の正確性及び安全性を確保するために、技術面及び組織面において安全対策を講

じ、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等の予防に努めます。  

当社は、個人情報を利用したサービスを行うために個人情報の取り扱いを外部に委託するこ

とがあります。この場合にはお客様の個人情報を適正に扱っていると認められる委託先（以

下「業務委託先」）を選定し、必要な目的の範囲内で必要な情報のみを提供し、個人情報の

管理、秘密保持、再提供の禁止等個人情報の漏洩などがないよう必要な事項を、委託契約で

取り決め、適切な管理を実施させます。  

 

４． 法令の遵守
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お客様の個人情報の取り扱いにつきましては、日本国内の個人情報に関する法令及びその他

規範を遵守し、法令の変更などに際しては、上記項目の内容を適宜見直し、改善してまいり

ます。  

 

５． その他
 
当社のWebサイトを利用されるお客様が、アクセスされた時に自動的に閲覧状況などの統計

をとらせていただいております。ただし、お客様個人を特定できる情報は収集しておりませ

ん。  

当社のWebサイトでは、閲覧者様に対し、他の会社及び団体のWebサイトへのリンクを紹介

しています。リンク先のWebサイトにて行われる個人情報の収集、取り扱いに関しまして

は、当社は一切の責任を負いません。お客様ご自身の判断によってご利用ください。 
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マメールのご契約者様からお電話やメールによってお問い合わせていただきましたさまざま

な事例を取りまとめ、「管理者様のための基礎知識」としてまとめさせていただきました。 

 
 
このドキュメントをお読みいただくと、以下の事柄についての対応がご理解いただけるよう

になると確信しております。 

マ・メール管理者様の「なぜ？」を解決するための資料としてお役立てください。

このドキュメントをお読みいただくと「なぜ？」がわかります

メールを送信することができない

カラメールを送信することができない

接続できません…送信できません…が表示される

Service Temporarily Unavailable…が表示される

Mail System Error…が返信されてくる

HTML形式やその他複雑な形式のメール…が返信される

複数のアドレスを指定されたメールを…が表示される

入会お礼メールが返信されてこない

プロフィール入力画面、開封確認メールが表示されない

プロフィール入力画面が古い設定のまま表示される

メールが届いたり届かなかったりする

メールが届いたり届かなかったりする…携帯会社の見解

ちょっと変わった事例

マメールの管理者様の傍らに置いていただき、ご活用していただけたら幸いでございます。
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はじめに 
 

携帯電話の端末操作を行っているときに発生するエラーは以下のようにさまざまな要因が

関わっています。表示されたエラーがいったいどこで発生しているのかをある程度見極め

ることによって、早期解決に役立つ場合があります。 

 

1. 携帯電話本体の機器・装置の問題 

2. 携帯電話の基地局（アンテナ局）の問題 

3. 携帯電話会社のサーバー（コンピュータ）の問題 

4. 携帯会社のサーバーとマメールのサーバー間の伝達の問題 

5. マメールのシステムの問題 

 

端末での操作を完了してからエラーが発生した時間でおおよそ１～5 のどのエラーが原因となっているの
かを判断できます。 
上記のエラーの要因項目はエラー発生までの速度が速い順になっております。つまり、操作してからすぐ
に発生するエラーは携帯電話本体の機器の問題や基地局（アンテナ局）によるものが多く、しばらく経っ
てから発生するエラーは携帯会社のサーバーやマメールのシステムで発生したものが多いはずです。 

 

携帯電話の設定を変更するということ… 

携帯電話機器の設定や迷惑メール設定などのサーバー上の設定を、持ち主ご本人の代わり

に設定し直してあげることはできません。それは設定そのものがパスワードで保護されて

いるからです。 

事前にお近くの携帯ショップ（ドコモ、au、ソフトバンク、ウィルコム等）のお問い合わ

せ先の電話番号を調べておき、お問い合わせ、または持ち込んでいただいくことをお勧め

していただいた方が早く解決する事例がほとんどです。設定で悩んでいる方をはやく解決

させてあげるためにも、ご準備されることを推奨いたします。 

 

このドキュメントは携帯メール連絡網システムのマメール、または集客メール・販促メールのマメールを
ご利用いただいているご契約者様のためにご用意させていただいたドキュメントです。 
 
このドキュメントをご覧いただくと、会員に入会できない方が発生したときの管理者の方の対処方法やメ
ールが届かない人が発生しているような場合の対応がよくわかるようにご説明させていただいたつもりで
す。ぜひ管理者様の傍らに置いていただき、連絡網のメンバーもしくはメール会員の方々にスムースな対
応を行っていただけるようご活用いただければ幸いです。 
 
このドキュメントに記載されていることは、とても流動的で携帯会社の動向に非常に影響を受けますこと
をあらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 
またこのドキュメントに関するご意見等も随時お受けいたしております。弊社サポート窓口へメールにて
お問い合わせください。 
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メールを送信することができない 
 

【症状】 

送信するボタンが表示されない、送信する画面までたどり着けない、といった症状の場合

に該当します。 

 

【確認】 

お手持ちの携帯電話はインターネットに接続するための契約をしていますか？契約をして

いない場合はメール機能を使用することができません。 

確認するには「お持ちの携帯電話で今までにメールを送信したり、ご覧になったりしたこ

とがありますか？」と尋ねてみてください。 

メールやホームページを利用するには Web 利用契約と毎月利用料が徴収され、領収書に記

載されているはずです。これらの痕跡がない場合はインターネットができませんのでメー

ル機能が利用できず、マメールの会員になることはできません。 

 

【対応】 

メール機能および Web 機能が使える契約をしてもらう。 

 

 

操作方法は携帯メーカーや機種によって違います。操作がわからない場合は付属のマニュアルをご覧にな
るか、携帯をお買い求めのショップへお問い合わせください。 
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カラメールを送信することができない 
 

【症状】 

本文欄が空欄のままだと「送信ボタン」が表示されない、またはクリックできない。 

 

【確認】 

一文字でも入力すると「送信ボタン」が表示される、またはクリックできるようになる。 

 

【対応】 

携帯電話でメールを作成しているとき、本文の欄をカラにしたままメール送信することを

許可しない機種の携帯電話があります。これは誤って送信してしまわないようにするため

の仕様だと思われます。 

このような場合は本文欄に何か文字を入力すればよいのですが、マメールの場合は「入会」

の二文字を入力してから送信すればカラメールと同じ扱いで動作してくれます。 

 

 

 

マメールのメールアドレスへ送信するメールの本文の先頭の 2 文字が「入会」となっている場合、いつで
もカラメールと判断しますので、例えば「入会できているのですか？」というようなメールを送信しても、
カラメール入会しようとしていると判断されますのでご注意ください。すでに入会済みの方がカラメール
を送信すると「会員メニューメール」が返信されます。 

 

 



Pg.6 
 

 
Copyrights© 2009 OMNI SYSTEM INC. All rights reserved. 

 
有限会社オムニシステム    http://www.omni.ne.jp/ 
携帯メール連絡網のマメール  http://www.mamailcn.com/ 
携帯メール集客のマメール   http://www.mamailsp.com/ 

接続できません…送信できません…が表示される 
 

【症状】 

携帯電話からカラメールを送信前または直後、ほとんど間をあけないで「…接続できませ

ん…」「…送信できませんでした…」のようなメッセージが表示される。 

 

【確認】 

このような症状の場合、基地局（アンテナ局）の一時的な混雑が疑われます。 

この現象は、「基地局の数が極端に少ない地域」、または「基地局の性能が極端に低い地域」、

「花火大会や大晦日などで非常にたくさんの人が同時に携帯電話を使用している時間帯」

など、これらの 1 つまたは複数が組み合わさった状況で発生する可能性があります。（ただ

し、弊社のユーザー様でも数例しか確認されておりません） 

携帯電話の基地局の能力が、近くにいるすべての携帯電話ユーザーの要求に応えられない

状況に陥っているのです。このような状況は携帯会社が威信にかけて随時グレードアップ

を行っておりますので、最近では本当に極端な状況でない限りは発生しないようになって

きています。 

携帯電話の端末自体が表示するエラーなのですぐに表示される場合が多く、携帯電話の端

末によっては送信する操作自体ができないような場合もあります。 

 

【対応】 

しばらく（数秒から数分）してからもう一度やり直せば正常に送受信することができます。 
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Service Temporarily Unavailable…が表示される 
 

【症状】 

メール内部の「プロフィール入力リンク」や「開封確認リンク」「アンケートリンク」など、

Web にアクセスしようとした際に表示される場合があります。 

この状況はマメールのサーバーが一時的に混雑した状況にあり、リクエストに応答できな

い状態であることを表しています。 

 

【確認】 

リクエストがマメールのサーバーまで到達してから発生しますので、リンク（URL）をク

リックしてしばらくしてから発生します。 

アンケートや開封確認メールなどを一斉に配信した直後には発生しやすいといえますが、

弊社では高性能なサーバーを準備させていただいておりますので、基本的には発生しにく

いはずです。 

 

【対応】 

一時的にサーバーが混雑しているだけなので、しばらく（数秒から数分）してからやり直

せば正常に応答されるはずです。 
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Mail System Error…が返信されてくる 
 

【症状】 

このエラーは「Mail System Error – Returned Mail」のような英文の件名で返信されてくる場

合もあります。 

これは携帯電話での送信先のメールアドレスの入力ミスによるもので、宛先が存在しない

メールアドレスに対してメールを送信した場合に発生します。 

 

【確認】 

メールアドレスの間違え方によって、エラーを返信してくる元になるサーバーが異なりま

すのでエラーメールの到着は数秒から数時間かかって返信されてきます。また、エラーメ

ッセージも異なります。 

場合によってはエラーメールの到着が通知されない場合もありますので、しばらく経って

も何の音沙汰もないときは、メールが届いていないかどうかを確認するために携帯電話を

操作して「センター問い合わせ」等を実行してみてください。 

 

【対応】 

メール送信画面の宛先欄に入力したマメールのメールアドレスをていねいに確認してみて

ください。必ず間違いが見つかるはずです。 

よくある間違いとして「スペースが入っている」「ピリオド ”.” が、カンマ ”,” になってい

る」などがあります。 

メールアドレスを修正して再度送信し直してください。 
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HTML 形式やその他複雑な形式のメール…が返信される 
 

【症状】 

このエラーは通常のメール形式とは異なる形式でカラメールを送信した場合等に発生しま

す。 

 

【確認】 

マメールのサーバーが返信するエラーですので、メールを送信してからしばらく経ってか

ら発生します。 

 

【対応】 

通常のメール形式とは異なる形式とは、最近の携帯電話ではデコメなどと呼ばれる「動き

のある画像や顔文字を張り付けたメール」のことです。このようなメールの形式を HTML

形式と呼びます。 

本文欄がカラであるにもかかわらずこのエラーが発生する場合は、携帯電話の自動署名機

能をご確認ください。自動署名機能とはたとえばメールの本文の最下部にいつも自動的に

自分の名前やキャッチフレーズのようなものを付加する機能で、この自動署名の文字列の

中に前述した「動きのある画像や顔文字を張り付け」していると、送信する時はカラのメ

ールでも、自動的に署名が付いて HTML 形式となってしまっているのです。 

このような場合はこの「自動署名」機能をオフにしてからメールを送信していただく必要

があります。 

PC からカラメールで入会する場合にこのエラーが発生する場合は、「書式」の設定を「リ

ッチテキスト（HTML）」ではなく、「テキスト形式」と設定し直してからカラメールを送

信してください。 

 

 

マメールでは「動きのある画像や顔文字を張り付けたメール」などは排除する仕様になっています。その
理由は携帯各社でのそれらの画像や顔文字に互換性が完全に保証できないということと、受信者の携帯の
機種によってはご覧いただくことができない場合があるという点、送信するメールの容量が一気に増大し
て受信者のパケット代の負担が大きくなることが挙げられます。表現力豊かなメールを作成できるかもし
れませんが、受信者は強制的な受信を余儀なくされてしまうという点を配慮してのことです。 
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複数のアドレスを指定されたメールを…が表示される 
 

【症状】 

PC や携帯電話でメールを送信するとき、送信先のメールアドレスを入力する宛先欄には複

数のメールアドレスを入力することができるものがあります。 

そのような機能を使った送信されたメールをマメールのサーバーが受け取った場合に発生

します。 

 

【確認】 

マメールのサーバーが返信するエラーですので、メールを送信してからしばらく経ってか

ら発生します。 

 

【対応】 

マメールではこれらの複数のメールアドレスを指定した宛先欄は、本当に本人の意思で入

会しようとしているかどうかが判断できないため、受付しないようになっております。 

メール送信画面で宛先欄にはひとつのメールアドレスのみを入力していただき、送信して

いただきますようお願いいたします。 

 

 



Pg.11 
 

 
Copyrights© 2009 OMNI SYSTEM INC. All rights reserved. 

 
有限会社オムニシステム    http://www.omni.ne.jp/ 
携帯メール連絡網のマメール  http://www.mamailcn.com/ 
携帯メール集客のマメール   http://www.mamailsp.com/ 

入会お礼メールが返信されてこない① 
 

【症状】 

会員になろうとしている方がカラメールを送信したが、全く応答がない状態です。 

 

【確認】 

無反応です。何も起こりません。 

 

【対応】 

通常はカラメールで入会手続きを行うと、数秒後にはマメールのシステムが入会お礼メー

ルを返信しています。 

その返信のタイミングでたまたま電話（音声通話）を受けたり、基地局のアンテナがちょ

っとした混雑や環境の影響でメール到着の通知を後回しにされるような現象が発生したと

き等に、入会お礼メールを受け取っているのにその通知のみを受け取れない場合がありま

す。 

ですから、しばらく待っても入会お礼メールが届かない場合、まず最初に確認することは

受信メールが滞留していないかどうかを問い合わせる操作を行なうことです。多くの場合

この機能は「センター問い合わせ」「メール問い合わせ」というような名前の機能になって

いますので、この機能を使って滞留しているメールの受信を試みてください。 

 

操作方法は携帯メーカーや機種によって違います。操作がわからない場合は付属のマニュアルをご覧にな
るか、携帯をお買い求めのショップへお問い合わせください。 

 

 



Pg.12 
 

 
Copyrights© 2009 OMNI SYSTEM INC. All rights reserved. 

 
有限会社オムニシステム    http://www.omni.ne.jp/ 
携帯メール連絡網のマメール  http://www.mamailcn.com/ 
携帯メール集客のマメール   http://www.mamailsp.com/ 

入会お礼メールが返信されてこない② 
 

【症状】 

会員になろうとしている方がカラメールを送信したが、全く応答がない状態です。 

 

【確認】 

無反応です。何も起こりません。 

 

【対応】 

携帯電話端末自体の機能で「メールの着信拒否」を設定できるものがあります。 

この機能は電話帳に登録されていないメールアドレスからの受信を拒否する機能で、エラ

ーも返信されないため、削除済み会員にはなりません。 

あるときこの機能をオンにしてしまうと「最近メールが届かなくなった…」という状態に

なり「削除済み会員」を調べてみても削除されていない状態です。 

つまり携帯端末は電話帳に登録されていない宛先からのメールを「受け取ったふりをして

捨てて」いるのです。 

解決方法はこの機能をオフにするか、電話帳にマメールのメールアドレスを登録していた

だくことになります。 

 

操作方法は携帯メーカーや機種によって違います。操作がわからない場合は付属のマニュアルをご覧にな
るか、携帯をお買い求めのショップへお問い合わせください。 
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入会お礼メールが返信されてこない③ 
 

【症状】 

会員になろうとしている方がカラメールを送信したが、全く応答がない状態です。 

 

【確認】 

無反応です。何も起こりません。 

 

【対応】 

ドメイン受信設定が有効になっていると思われます。 

ドメインとは abc@mamail.jp のようなメールアドレスの、@ より右側の文字列のことを

いいます。つまり、mamail.jp から送られてくるメールは受け取らない、または、mamail.jp

から送られてくるメールのみ受け取る･･･というような設定ができるようになっています。 

「そんな設定をした覚えはない」と言われる方もいらっしゃいますが、「子どもが気を利か

せて設定してくれていた」なんて事例もありますのでご確認ください。 

 

 

 

ドメイン受信設定されている場合はマメールのサーバーにエラーが返信されてくるため、登録されたメー
ルアドレスはほぼすぐに削除され「削除済み会員」の一覧に原因が narrow として表示されます。 

 

ドメイン受信設定は携帯電話より http://www.mamail.jp/ds/にアクセスしていただくと簡単に解除し
ていただくことができます。 

 

操作方法は携帯メーカーや機種によって違います。操作がわからない場合は付属のマニュアルをご覧にな
るか、携帯をお買い求めのショップへお問い合わせください。 
それが最も早く解決できる方法です。なお、設定の変更には携帯電話の暗証番号が必要となります。 
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入会お礼メールが返信されてこない④ 
 

【症状】 

会員になろうとしている方がカラメールを送信したが、全く応答がない状態です。 

 

【確認】 

無反応です。何も起こりません。 

 

【対応】 

アドレス受信設定が有効になっていると思われます。 

先ほどのドメイン拒否とは異なり、xxx@mamail.jp と全く同じメールアドレスから送られ

てくるメールのみを拒否する、または、xxx@mamail.jp と全く同じメールアドレスから送

られてくるメールのみを受け取る･･･というような設定ができるようになっています。 

このような場合、アドレスによる設定は無しにして、前述のドメイン設定に変更してくだ

さい。 

 

 

 

アドレス受信設定されている場合はマメールのサーバーにエラーが返信されてくるため、登録されたメー
ルアドレスはほぼすぐに削除され「削除済み会員」の一覧に原因が narrow として表示されます。 

 

ドメイン受信設定は携帯電話より http://www.mamail.jp/ds/にアクセスしていただくと簡単に解除し
ていただくことができます。 

 

操作方法は携帯メーカーや機種によって違います。操作がわからない場合は付属のマニュアルをご覧にな
るか、携帯をお買い求めのショップへお問い合わせください。 
それが最も早く解決できる方法です。なお、設定の変更には携帯電話の暗証番号が必要となります。 
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入会お礼メールが返信されてこない⑤ 
 

【症状】 

会員になろうとしている方がカラメールを送信したが、全く応答がない状態です。 

 

【確認】 

無反応です。何も起こりません。 

 

【対応】 

URL リンク付きメール設定が有効になっていると思われます。 

URL リンク付きメールとは、メールの文章の中にクリックすることができる http://･･･と

いうような文字が含まれているメールのことです。このようなメールは未成年を有害なホ

ームページへ誘導したり不正請求ページへ誘導したりする手段として使われたため、携帯

会社がこのような対策をとったという経緯があります。 

しかし今では有害なホームページを調査する会社が存在し、その会社の努力や携帯会社と

の業務提携によって、有害な URL リンク付きメールのみを自動的に拒否することが可能に

なってきています。 

しかし、「全
ぜん

URL リンク付きメールを拒否する」設定になっていると、健全なホームページ

の URL リンク付きメールも届かなくなってしまいます。 

このような場合「全
ぜん

URL リンク付きメールを拒否する」という設定から、「URL リンク付

きメールを拒否する」という設定に変更してください。 

 

すべての URL リンク付きメールを拒否する設定になっている場合はマメールのサーバーにはエラーが返
信されてこない場合があります。よって登録されたメールアドレスは削除されず、一見すると正常に見え
ます。ただし、プロフィールは入力されていないためお名前が「会員」となっており、通常のメールは届
くが URL リンクが含まれている開封確認メールは受け取れないという現象が発生しますのでご注意くだ
さい。 

 

ドメイン受信設定は携帯電話より http://www.mamail.jp/ds/にアクセスしていただくと簡単に解除し
ていただくことができます。 

 

操作方法は携帯メーカーや機種によって違います。操作がわからない場合は付属のマニュアルをご覧にな
るか、携帯をお買い求めのショップへお問い合わせください。 
それが最も早く解決できる方法です。なお、設定の変更には携帯電話の暗証番号が必要となります。 
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プロフィール入力画面、開封確認メールが表示されない① 
 

【症状】 

プロフィール入力画面・開封確認メールの URL をクリックしても表示されない。 

 

【確認】 

Web 利用契約していない携帯端末でプロフィール入力画面を表示しようとした 

携帯の料金プラン等で、ホームページを見るための契約が別料金での契約になっているも

のがあります。当然 Web 利用契約されていない方がホームページと同じ形式であるプロフ

ィール入力画面や開封確認画面を表示することはできません。 

 

【対応】 

あらたに Web 利用契約をしていただく以外に方法はありません。 

ただ、入会お礼メールを受信できる場合はメールのやり取りはできますので、管理者がプ

ロフィールを代行登録すれば受信者になることができます。ただし連絡網のマメールの機

能である開封確認メールは読むことができないことになります。 
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プロフィール入力画面、開封確認メールが表示されない② 
 

【症状】 

プロフィール入力画面・開封確認メールの URL をクリックしても表示されない。 

 

【確認】 

比較的早いタイミングで「接続できません」というような画面が表示されます。 

 

【対応】 

携帯のアンテナである基地局の混雑。この現象は基地局の設備が貧弱であったり、実行の

割に設置個所が少なかったり、大きなイベントで局所的に Web のリクエストが集中してい

るような場合に発生します。いずれにしても一時的な現象ですので「しばらく待ってから

やり直す」ことで解決できます。 
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プロフィール入力画面、開封確認メールが表示されない③ 
 

【症状】 

プロフィール入力画面・開封確認メールの URL をクリックしても表示されない。 

 

【確認】 

メールを完全に受信できていないため URL が不完全なままアク
セスしようとしている 
例えばプロフィールリンク付きメールは左図のような形式です。 
 

プロフィールリンク付きメールの本文の最後尾は暗号のような

文字列となっていますが、実はこの部分は非常に重要な情報とな

っています。携帯会社やご利用のプランによっては「一度にやり

取りできるメールの文字数が短い」ため、この部分を完全に受信

できない場合があります。 

このような場合、最後尾の部分が不完全なまま接続しようとする

わけですから、マメールのシステムは完全に情報を受け取ることができず「該当する会員

が見つかりませんでした」といったエラーが表示されます。 

 

【対応】 

「続きを受信できるようになっていませんか？」と尋ねてみてください。 

ほとんどの場合、受信しきれていない最後尾の部分は「続きを受信」する操作を行えば完

全に受信できますので「続きを受信」の操作を行った後でプロフィールリンクをクリック

することで解決できます。 

この現象は最近の携帯会社のプランの状況からみるとメールの文字制限が大きくなってき

ているため、あまり発生しなくなってきています。 
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プロフィール入力画面が古い設定のまま表示される 
 

【症状】 

プロフィール入力画面の修正行ったのに、相変わらず前のプロフィール画面の表示のまま

になっている。 

 

【確認】 

管理者画面の「抽出配信」では新しい画面で表示されているのに、プロフィール画面が古

いままになっている。 

 

【対応】 

この現象は携帯電話の「キャッシュ」機能によるものです。 

携帯電話でホームページを見るとき、パケット通信のやり取りを最小限に抑え表示スピー

ドをアップする目的で「以前にアクセスしたページはできるだけ携帯電話本体のメモリに

蓄えておき、次に同じページへのアクセスがあったときは蓄えておいたメモリから表示す

る」という動作を行う機種があります。 

つまり、プロフィール画面にいったんアクセスするとその情報は携帯電話本体のメモリに

蓄えられており、プロフィール入力ページを編集した後も携帯電話に蓄えられている情報

を表示するため古いページのまま表示されてしまうのです。 

 

この状態を回避するには以下のどれかの操作を行ってください。 

１． 設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定しておく。 

２． 開いているページで「ページ更新」をする。 

３． 携帯電話の電源を切り、再度電源を入れなおし、サイトにアクセスする。 
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メールが届いたり届かなかったりする① 
 

【症状】 

メールが届いたり届かなかったりする。 

 

【確認】 

その方のメールアドレスに「/」「?」「+」のような文字がありませんか？、「.」（ピリオド）

を連続して使用したり、@マークのすぐ左側に使用していまないか確認してください。 

 

【対応】 

メールアドレスに使用可能な文字列は RFC（世界標準）で ASCII 文字と規定されているの

ですが、実際ところは携帯メールサーバーよりずっと昔から存在しているプロバイダのサ

ーバーでは「相互運用性を妨げるため、避けるべきである」という理由で、利用可能な記

号文字を一部のみに制限している場合が多いのです。日本の携帯電話会社はこの標準につ

いて甘く考えていたようです。そしてどの携帯会社も以下のような説明をしています。 

 

メールのアカウント（＠マークより左側の部分）に「/」「?」「+」のような文字を使用した

り、「.」（ピリオド）を連続使用したり、アカウントの最後に設定すると、一部のプロバイ

ダとメールを送受信できない場合があります。 

 

実はこの説明、プロバイダを悪者扱いするような説明でちょっとおかしいと思っています。

実際のところプロバイダは正常なのですから…携帯会社は携帯同士だけでのやり取りを前

提としていたのでしょうか？ 

 

インターネットでメールを送信する場合、どのような経路でメールを届けるかを送信者は

選択できません。だからこそ一部回線が故障していても柔軟に別経路を通れるため、何事

もなかったようにメールを届けることができるのがインターネットの良い点なのです。 

 

しかし、メールがさまざまなサーバーを経由して届けられることが避けられない以上、そ

れぞれのサーバーの制限を受けることも避けられません…たとえば運悪く前述の特殊な文

字を使ったアドレスの通過を認めないサーバーが経路上に存在する場合にはメールを届け

ることができません。この現象はメールが通過していく経路によって発生したりしなかっ

たりしますし、何年も OK だったのに最近おかしいということも実際に確認されています。 
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根本的な解決はメールアドレスを以下のような書式に変更していただく以外に方法はござ

いません。たとえ携帯会社が認めていても以下のルールを守ってメールアドレスを決めて

ください。また、メールが届いていない現象が確認された場合は時間を空けて再度同じ内

容で送信していただくことも対策としては有効となります。 

 

メールアドレスの先頭に英文字以外は使用不可 

.(ﾄﾞｯﾄ) –(ﾊｲﾌﾝ) _(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ) 以外の記号は使用不可 

.(ﾄﾞｯﾄ) を@の直前に使用不可 

.(ﾄﾞｯﾄ) を連続使用することは不可 

 

 

 

 

 

ドコモは 2009 年 4 月、やっとこの問題に対応したようで、新規登録分のメールアドレスではこのような
アカウントを許可しないようになっているとのことです。 
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メールが届いたり届かなかったりする② 
 

【症状】 

メールが届いたり届かなかったりする。 

 

【確認】 

URL リンクがついた開封確認メールは届かないが、通常のメールは届く。 

 

【対応】 

迷惑メール業者の中には携帯メールを「怪しいサイトへの誘客」のために悪用している場

合があります。例えば「必ず利益が上がる方法教えます…詳しくは http://…」というよう

なメールです。これを「URL リンク付きメール」と言い、「http://…」の部分をクリック

すると、そのサイトへ自動的に接続されてしまうというメールです。 

 

このようなメールがあまりにも多いため携帯会社が考えた対策は、「http://…」が含まれて

いるメールは全て排除しようということでした。これを「全
ぜん

URL リンク付きメール拒否」

等と呼び、迷惑メール拒否機能として装備されています。 

 

しかしながら真っ当なサイトでも同じ方法で誘客するしかないため、全面的に排除してし

まうとインターネットの良さも半減してしまいます。そこで「http://…」を一つ一つ慎重

に審査して可か不可かを決定し、その情報を使って元のメールを排除するかどうかを決め

ようじゃないか！という動きが生まれました。これを「URL リンク付きメール拒否」等と

呼びます。 

 

マメールに入会していただく場合、カラメールを送信していただきますと「入会お礼メー

ル」が返信されてきて、プロフィールを入力してもらうための「http://…」が付いている

ため「URL リンク付きメール」と判断されます。もちろんマメールは不可なサイトと審査

されておりませんので「URL リンク付きメール拒否」が設定されていてもちゃんとメール

が届き、プロフィールを入力することができます。 

 

しかし、その方の設定が「全
ぜん

URL リンク付きメール拒否」を設定されているとすべての

URL リンク付きメールを拒否するわけですから、カラメールを送っても「返信がない」と

いうことになります。 
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しかも悪いことにマメールのシステム側からみると「URL リンク付きメール拒否」「全
ぜん

URL

リンク付きメール拒否」の設定のために「入会お礼メール」が届かない場合、携帯会社が

「この方は URL リンク付きメールを拒否していますからメールを届けられませんでした」

という拒否の返事を返信してくれる携帯会社とそうでない会社があるのです。 

 

拒否の返事を返信してくれるのであれば、その方を削除して「削除済み会員」の一覧に掲

載できるのですが、拒否の返事がない場合はマメールのシステム側からみるとまったく正

常に見えてしまいます。現在入会されている方を「会員一覧」でご覧になったとき、お名

前の部分がいつまでたっても「会員」のままになっている方はこれが原因になっている可

能性があります。 

 

また、開封確認メールは URL リンク付きメールと判断されます。よって「全 URL リンク

付きメール拒否」を設定されている方は、「通常メール」は届きますが「開封確認メール」

は届かないというような現象が発生することになります。 
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メールが届いたり届かなかったりする③ 
 

【症状】 

特定の携帯会社のみにメールが届かなかった。 

 

【確認】 

届かなかったのはその時だけで、次からはちゃんと届いている。 

 

【対応】 

マメールから送信されたメールは必ず最終的には携帯会社のサーバーを通って会員の方の

携帯電話に通知されます。 

 

しかしこの携帯会社のサーバーの処理能力には差があり、特にリクエストが集中した場合

に処理しきれずに取りこぼすような状態が確認されます。 

これは携帯会社の設備等の基礎体力の問題で、大量のメールを処理しきれないために発生

すると考えられます。 

 

こういった現象はほとんどの場合、携帯会社もその発生を認識することができないと考え

られ、ショップに相談しても「それはあり得ない」というような返事になります。 

 

テレビショッピングで電話注文しようとすると「話し中」、または「大変込み合っています」となるのと同
じ現象です。すべての注文を受け付けたいはずなのですが、処理能力を超えるリクエストがあると「後で
こちらから電話し直します」とはならず、完全に無視されます。 

 

このような現象は 1 つまたはそれ以上の携帯会社に偏って発生しますので、例えば「AU

の人ばかりがメールを受け取っていない」というような現象が確認された場合は、念のた

め時間を空けて再度同じ内容を送信することが対策として考えられます。 
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メールが届いたり届かなかったりする…携帯会社の見解 
 

ほとんどの場合マメールでのメール送信はうまくいっておりますが、まれに特定の携帯会

社のみが届かない現象が確認されます。今までの説明と重複する部分もございますが、携

帯電話会社は以下のようにアナウンスしています。 

（以下携帯会社のホームページより抜粋） 

 

・・・無線を利用して、メールの到着をお知らせしていますので、ご利用者の状況により

メールを受け取れない場合がございます。 地下・屋内やビルの谷間・山間部、あるいは高

層ビル・高台など見晴らしの良い場所など、「電波の届かない場所」「電波が不安定な場所」

においては、状況によってはメール到着をお知らせする信号を受信できないことがござい

ます。 

 

同じ条件でメールを送信しても、その時点でのネットワークの利用状況などにより、メー

ル到着をお知らせする信号を即座には配信できないことがあります。いろいろな企業や団

体などが携帯電話に向けてメールを同時配信する例が増えています。イベントなどでの同

時利用や企業・地方自治体での災害関連の情報を一度に大量に送信する。または、既に使

われていないメールアドレスを多数含む大量メールなどの要因により、ネットワークの利

用状況は同じ時間帯、同じ地域であっても常に大きく変化をしています。 

 

一部のエリアに対してメールを多量に送信する場合は、できる限り時間をかけてゆっくり

と送信してください。 地域のイベントやお買い得情報、防災や防犯に関する注意喚起など

のメールを特定のエリアに対して多量に配信する場合、そのエリアで一時的な無線リソー

スの不足などが発生し、メール全般で到着が遅れたり、電話が繋がり難くなったりする場

合がございます。 

 

現在の無線ネットワークの仕組み上「大量かつ同時に送られてきた E メール」あるいは「特

定の地域に集中した E メール」が送られてきた場合には状況により、どうしても配信の制

御をおこなわざるを得ない場合があり、そのためリアルタイムな配信を保証できないのが

現状です。また、通信の秘匿性と公平性により、特定の送信者からの E メールを優先的に

取り扱う、ということもできません。以上のことをご了承の上、携帯電話の E メールをご

活用いただきますよう、何卒宜しくお願い致します。 

 

弊社では「多少時間がかかっても、ゆっくり送信するとかなり改善する」という事例も確認しております。
日常的に特定携帯会社のみが届かない現象が散見される場合は、契約者様からのお申し出により「送信ス
ピードを遅くする」対処をさせていただきます。詳しくは弊社サポートへお問い合わせください。 
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ちょっと変わった事例 
 

最近になってメールが届かなくなった…迷惑メール設定等も全く手を触れていない.… 

という事例を調査していると時のこと、「削除済み会員」にその方が削除されていることが

記録されており、現象を見てみると「迷惑メールの設定のために削除されている」としか

思えません。 

しかし、携帯電話の持ち主の方は「絶対に何も設定変更していない」「そんな知識さえも持

ち合わせていない」と言い張ります。 

すったもんだの挙句、しぶしぶ設定を確認してみると「迷惑メール設定されている」とい

う状態でした。 

じゃあいつどこで「迷惑メール設定」されてしまったのかということになりますが…あと

あとになってお尋ねしてみると、子供が夜中に携帯を持ち出して好き放題に触っていたた

め…とのことでした。 
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携帯メール集客のマメール   http://www.mamailsp.com/ 

終りに 
 

最後までお読みくださいまして誠にありがとうございます。 

このように、ほとんどの場合が携帯電話自体の設定や迷惑メールの設定や使用環境に依存

しており、マメールのシステムが要因ではない場合が多いのです。 

 

言い換えるとマメールのシステムは携帯電話会社のサーバーにメールを届けるところまで

しか確認できず、それ以降については知ることができないのです。 

 

携帯電話の設定についてお話をするとき、その複雑で頻繁に仕様が変わり判りにくく携帯

会社によって違うものを冷静に判断して一人一人対応して差し上げることは至難の業です。 

冒頭でも申し上げましたが「お買い求めのショップへご相談ください」という対応は一見

して冷たい対応のように感じられますが、実際のところ私自身もやっとのことでこのドキ

ュメントをまとめることができたほど難解な世界なのです。 

 

おそらくこれからもたくさんの違う事例が発生すると思われますし、携帯会社も環境に合

わせた携帯端末や方式、システム変更などを永久に繰り返してゆくことでしょう。携帯電

話の最新の情報は常に携帯屋さんにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このドキュメントの内容はお客様とのお電話やメールでのやり取りの中から得た情報で作

成しております。新しい情報が入りましたらできるだけ早くこのレポートに反映させてい

ただきたいと思っております。このマニュアルについてのご意見・ご感想などございまし

たらご遠慮なくお問い合わせ・お知らせください。 

 

【ご連絡先】 

有限会社オムニシステム 0576-53-0128（平日 9:30～18:00） 

メールアドレス  support@mamail.jp 
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 > ホーム > 年度替わりの方法 <<戻る

学校関係者の方のために、年度替りには実際どうしたら良いのかを解説いたします。 

年度替わりの方法は、以下のように2つのパターンに分類できます。

年度末に全会員を削除し、全員が再登録する方法

年度末に「会員管理」メニューの「全削除」を行って、全会員のデータを削除してカラの状

態に戻し、入会を一からやり直す方法です。 

 
年度替わりを機に、プロフィールの内容を変更したい場合にもこの方法が有効です。

手順
全会員に削除されることをお知らせしましょう 

年度替わりのため、全会員のデータが削除されることをみなさんにお知らせしましょう。 

「全配信」または「配信ウィザード」機能を使って送信すれば簡単です。 

もちろん、再入会の方法や受付開始日なども告知しておく必要があるかもしれません。
実際に全削除処理を行います

「会員管理」メニューより「全削除」機能をクリック

して呼び出してください。 

「全削除」機能は誤って実行してしまうことを避ける

ために、毎回異なる「パスワード」を入力する必要が

あります。 

パスワードは全削除のご説明に記述してあります。 

 
 
 
 
管理者が学年を進級させて最高学年を削除する方法

プロフィールに学年（1年生、2年生、3年生等）が設定されている場合には、「所属グルー

プ編集」メニューによりグループ単位で一括変更することができます。

手順
学年等のグループを編集する処理を行います
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プールの運用

グランドのコンディション

県警からの通達

毎月1回のテストメール

防災連絡網

火災情報

熱傷患者の搬送

行方不明者の捜索

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

所属するグループを変更するには「所属グループ編

集」機能を使います。 

左図の例のように編集前と編集後の一覧表を操作し

て、ご希望の内容になるように設定してください。 

「次へ」ボタンをクリックして内容を確認後、処理を

行うようになっています。 

 
 
左図の例では1年生を2年生へ、2年生を3年生へ…というように進級させ、6年生は卒業のた

め削除、教職員はそのまま…という処理を行おうとしています。進級させた結果、どの学年

にも該当しなくなった会員の方は削除されます。例えば4年生と6年生に該当する方は5年生

のみに該当するようになって残ります。 

 
 
【要注意】 

所属グループ編集はいったん行うと取り消すことができません。充分にご確認の上、処理を

行ってください。 

※弊社がバックアップした時点まで会員データ復旧することは可能ですが、バックアップは

深夜から早朝を主体に行っておりますので必ずしもご希望の時点の状態へ復旧できるとは限

りません。

編集内容を会員の方々に確認してもらいましょう

保護者の方には進級の結果を再度確認してもらうと良いでしょう。 

「配信ウィザード」機能を使って「プロフィール編集リンク付きメール」を指定して、以下

のような文を送信すると良いでしょう。 

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

マメールのご利用ありがとうございます。 

昨日、登録者の学年を1学年上に上げる作業を行いました。 

 
下記のリンクより、現在の登録内容をご確認ください。 

 
このたび、ご入学されたお子さまのおられる方は、1年生に必ずチェックを入れてください。 

訂正がある場合は、正しい学年にチェックをお願いします。 

 
○○○小学校PTA 

■プロフィールの編集 

http://www.mamail.jp/cgi-bin/mamail/xxxxxx.cgi?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

------------------------------------------------------------
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まとメール機能

CSVをエクセルで活用

メール遅配の対策

システムの制限

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

ニュース

ニュース2

ニュース3

ニュース4

パスワード入会

非会員からのお問い合わせ

不明な住所の地図を添付

画像を添付できない現象

会員登録をする方法

未登録会員に配信する方法

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

会社概要

ご利用者さまの声募集

ご利用者さまの声フォーム

緊急時ご案内ページ

ファーストサーバー障害

カンタンお申し込み

幼稚園・保育園

会社・企業

介護施設

学童保育

特別支援学校

小学校

 
 
ご注意（必ずお読みください）
プロフィール編集のご依頼は時間的余裕をもってお願いします
特に4月頃等繁忙時はプロフィール編集の依頼が多く、お受けしてもご希望の時期には処理
できない場合がありますので予めご了承ください。 
特にプロフィール編集についてご相談などございます場合には、どうかお早めにご相談くだ
さい。 
特に有償作業となるような複雑な変更を依頼される場合は、作業料金の入金確認など、さら
にお時間が必要となりますのでご注意ください。

 
平成27年1月21日よりプロフィール設定はご自身で行えるようになりました。 
 
「お客様サポート」よりご依頼ください。
プロフィール変更のご意思確認をスムーズに行わせていただくため、これ以外の方法にてご
依頼されても受け付けできない場合がございますのでご了承ください。

 
平成27年1月21日よりプロフィール設定はご自身で行えるようになりました。 
 
ご連絡先メールアドレスについて
ご連絡先メールアドレスは、弊社からの大切なご連絡をお送りするメールアドレスですので、必ず連
絡の取れるメールアドレスにしておいてください。 
ご連絡先メールアドレスが変更になっている場合は、管理画面の 
オプション設定→管理者オプション→ご連絡先メールアドレス 
より確認・編集していただきますようお願い申しあげます。

 > ホーム > 年度替わりの方法 <<戻る
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プロフィールで抽出した会員を削除する方法
 > ホーム > 抽出した会員を削除する方法 <<戻る

年度が替わる際などに「このグループに所属する会員を削除したい」というようなことが必

要になる場合があります。 

 
例えば、

「地域Ａを選択（単一選択）している会員さんを削除する」 
「さくら組をチェックしている（複数選択）会員さんを削除する」 

というような場合です。
 
このような場合、「所属グループ編集」メニューをご利用いただきますと便利に処理できま

す。
 
所属グループ編集機能は・・・ 
抽出に使用するプロフィールが、「単一選択方式」であるか「複数選択方式」であるかによって動作
が異なります。 
以下のご案内をよくご理解のうえ、ご利用いただきますようお願い申し上げます。
 
単一選択方式のプロフィールを抽出条件にして会員を削除する場合

冒頭でご案内した「地域Ａ」を選択している会

員さんを削除する場合についてご説明いたしま

す。 

「所属グループ編集」メニューより、「居住地

域」をクリックして左図のような画面が表示さ

れましたら、「地域Ａ」の編集後の値を「＊会

員から削除する」に設定します。 

その後、「次へ」ボタンをクリックして内容を

ご確認していただき「処理を開始」ボタンをク

リックします。 

 
この処理によって、会員データの中から「地域

Ａ」に所属している全ての会員が抽出され削除されます。

複数選択方式のプロフィールを抽出条件にして会員を削除する場合
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プールの運用

グランドのコンディション

県警からの通達

毎月1回のテストメール

防災連絡網

火災情報

熱傷患者の搬送

行方不明者の捜索

導入の流れ

無料お試し

プロフィールの設定例

ご利用料金

マメールのコンセプト

マメールが選ばれた理由

マメールが選ばれた理由2

マメールが選ばれた理由3

機能

操作画面のイメージ

連絡網の作り方

プロフィール管理

配信ウィザード

一斉送信

抽出配信

予約配信

会員の管理機能

開封確認

アンケート機能

返信回答機能

ホームページ機能

返信管理機能

テンプレート機能

代理配信者機能

バックナンバーの表示

会員の自動削除

簡単ログイン

全会員の削除

機能オプション

上記の単一選択方式の場合と同様に操作してい

ただき、左図のように設定して処理を行いま

す。 

 
単一選択方式の場合は指定した「地域Ａ」に所

属する会員の全てが削除されましたが、複数選

択方式の場合は必ずしも該当する全ての会員が

削除されるとは限りません。 

これは、複数選択方式の場合は複数の選択肢に

所属している場合があり、例えば「2年生と卒

業生ＯＢ」の両方に所属している会員を削除し

てしまうと2年生への所属を無視して削除してしまうことになるからです。 

「所属グループ編集」ではこのような場合、「卒業生ＯＢ」のチェックをオフにして、「2年

生」のチェックを残したまま会員としても削除されません。

つまり複数選択方式の場合、「＊会員から削除する」を設定した選択肢「卒業生ＯＢ」のチェックが
オンになっている人を抽出し、その会員の「卒業生ＯＢ」のチェックをオフにします。 
その直後に全ての選択肢「1年、2年、3年、卒業生ＯＢ」のチェック状況を調べ、どれにも所属して
いない（全てチェックがオフ）の場合に限り会員データを削除するとうい動作をします。 
すなわち、複数選択方式の場合「削除（オフ）するのはチェックマーク」だけであり、会員データが
削除されるのは、指定したプロフィールの全てに該当しなくなった場合に限るということです。 
「処理を開始」ボタンをクリックした後に表示される削除件数は、チェックをオフにしただけの方も
含まれていますので、実際に会員データが削除された方の件数とは必ずしも一致しない場合がありま
すのでご注意ください。

 > ホーム > 抽出した会員を削除する方法 <<戻る
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Q＆A　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

Ｑ　＆　Ａ
 > ホーム > Q&A <<戻る

よくあるご質問をまとめて随時更新しています。 

 
左のメニューよりご覧になりたいメニューをクリックし

てください。

操作に関するご質問はＨＥＬＰからご覧になれますのでここでは表示していません。

 
お問い合わせはこちら

マメールの管理者になる方のために

メール連絡網の運用ではたくさんの方々をお相手しますので、さまざまな疑問が発生しま

す。 

 
そのような問題を解決する基礎知識として、無料のドキュメントをダウンロードできます。 

 
ダウンロードはこちら

 
 
管理者ってどんな画面を操作するのですか？ 

管理画面のサンプル
入会案内文

みなさんに入会してもらうためには説明が必要です。そのために入会の案内文を配布し入会

してもらいましょう。 

Word文書とPDF文書のサンプルをご準備いたしました。 

下のリンクよりダウンロードしご利用ください。 

　 

マメールへの入会方法(Word) 

　 

マメールへの入会方法(PDF) 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

　 

QRコードの作り方はこちら 

 > ホーム > Q&A <<戻る
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機能 Q＆A　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

機能について
 > ホーム > Q&A > 機能について <<戻る

機能についてのご質問をまとめました。

毎月決まった日や曜日に同じメールを送信したいのですが

配信ウィザードで「予約配信」を選択すればできます。 

「毎月？の日は？？？だから忘れないように連絡する」というような場合は、完全に自動化

できます。 

ちゃんとメールを受信できるか毎月確認したいのですが

可能です。 

予約配信で「毎月自動繰り返し」を利用すれば、メールアドレスを変更されてしまった方も

早期に発見できます。 

メールが届かなくなった方のメールアドレスはシステムが自動的に削除し、削除された方の登録名を管理者

に報告します。

学年や通学方法によって送信するメールが異なるのですが

プロフィールに学年や通学方法を設定しておきます。入会者は入会直後に「学年や通学方

法」のアンケートが届きますので回答してもらいます。（できない場合の対策もあります） 

管理者は「1年と3年の電車通学者に配信」という操作が簡単にできるようになります。 

学年や通学方法を登録してくれない方の管理は？

抽出配信機能で登録されていない方を抽出してメールできます。 

配信ウィザード機能を利用すれば、登録してくれない方に定期的に自動で「登録のお願い」

を送信できます。 

もちろん管理者が管理画面より登録してあげることもできます。 

管理者専用の会員管理項目は設定できますか？

できます。 

管理者だけが見たり編集したりできる項目を設定できます。この項目により管理者がメール

の送信先を完全にコントロールすることが可能になります。 

カラメールによる入会を制限できます。
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

できます。 

カラメール入会機能の有効・無効を管理者が自由に設定できますので、期間を区切って入会

募集を行い、募集期間終了後にカラメール入会をオフに設定します。 

そして無記名の会員などを整理すれば「無関係の方を完全に排除した連絡網」を維持できま

す。 

学校で運用する場合、年度替りはどうするのですか？

何通りか運用方法があります。 

(1) 年度替りに学年を自動シフト 

「所属グループ編集」機能を利用すれば、1年を2年へ、2年を3年へ、3年は卒業だから削

除・・・というような操作が簡単にできます。 

(2) 年度替りに全員を削除 

「会員管理」機能から「全会員を削除」を選んでパスワードを入力すればまたゼロから始め

ることができます。 

(3) 年度替りにプロフィールを再設定 

「プロフィール編集リンク」付きのメールを送信できますから、年度替りに「新しい学年と

クラスをお答えください」というような依頼メールを送信することができます。 

件名や本文に会員の方のお名前を挿し込みできますか？

できます。 

件名欄や本文欄に｛お名前｝と記述するだけで、一人一人の方のお名前に変換されて送信さ

れます。（｛｝は全角文字です） 

受信した人がメールを見たかどうか確認できますか？

できます。 

リンクをクリックしてメールを表示する方式と「了解」のような短いメッセージをメールで

返信してもらう方式があります。 

もちろんどちらのタイプも未開封の方に再度メールすることもできます。 

会議の開催を今すぐと開催直前と2回送信できますか？

できます。予約配信機能で「今すぐ＋日時指定」配信を選べば自動的に送信できます。 

アンケート機能はありますか？

あります。 

質問内容を自由に（一度に5つまで）設定して送信でき、自動集計結果に基づいてさらに対象

者を絞ったメールを送信することも可能です。 

特定の方だけを送信の対象から除外できますか？

できます。 

配信ウィザードで「除外者も設定する」オプションを設定すると、特定の方のみ配信しない
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ように除外することができます。 

機能の説明はありますか？

はい。 

全ページに詳細なHELP機能がついていますので、クリックしてご覧下さい。 

メール本文の文字数が制限されているようですが２０００文字とかに変更していただけます

でしょうか？ 

申し訳ございません。現在は１０００文字を上限としております。 

現在は２５００文字を上限としております。 

お試し期間中にご依頼ください。本運用後は有償作業となります。

ホームページ、写真添付はどうすればいいですか？

カメラ付き携帯で撮影されましたら、件名･本文を入力して撮影した画像を携帯の添付機能で

添付してください。 

送信先は、ご契約されているメールアドレスです。 

操作を行う携帯電話のメールアドレスが、管理者のメールアドレスとして設定されていなければできません

のでご注意ください。

 

ＱＲコードはどうすればよいのですか？

ＱＲコードは簡単に作成できます。 

(1)以下のＵＲＬにアクセスしてください。 

http://qr.quel.jp/ 

(2)真ん中あたりに表示されている「さっそく作る」をクリックしてください。 

(3)ＱＲコードで自由テキスト「作る」をクリックしてください。 

(4)テキストの欄に以下のように入力してください。 

MATMSG:TO:?????@mamail.jp;SUB:;BODY:入会;; 

?????にはマメールのメールアドレスを設定してくださ 

い

(5)「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

 > ホーム > Q&A > 機能について <<戻る
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無料お試しについて　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

30日間無料お試しについて
 > ホーム > Q&A > お試し期間について <<戻る

無料お試しについてのよくあるご質問です。 

操作に関するご質問はＨＥＬＰからご覧になれますのでここでは表示していません。

ここに記載されている以外のことについてはお問い合わせよりくれぐれもご遠慮なさらずにご質問くださ

い。

本当にいっさい料金がかからないのですか？

はい、お試し期間中に弊社からご請求することは何もありません。 

ただし、お試し期間中にご使用になる携帯電話のパケット代などはご自分でご負担くださ

い。 

 

お試し期間中はなにか機能制限されていますか？

制限されているのは人数です。 

1,000人までの人数でお試しいただけます。その他に機能的な制限などはいっさいありませ

ん。 

 

お試し期間終了後、そのまま本運用に移行できますか？

はい、全て設定をそのままに移行できます。 

ご希望があれば無償で全会員を削除することもできます。 

 

アンケートと返信管理の使い分けがわからないのですが

基本的には自由です。返信管理機能は会員の方の返信メールを分析する機能ですから、会員

の方がマチマチの返事をしてくると集計しにくくなります。アンケートの場合は回答例を選
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

択することがほとんどですから集計は良いのですが解答例を準備してあげる必要がありま

す。比較的少人数での運用なら「参加者できる人は参加を返信してください」という運用で

十分使えていますから、返信管理は少人数での運用に向いているかもしれませんね。 

 

文字数制限を大きくできませんか？

できます。弊社システムのメールの文字の制限は平均的な値です。もしお客様のご利用環境

で大きくしても大丈夫ということであれば無償で修正いたします。 

申し訳ございません。現在は２０００文字を上限としております。 

 

プロフィールを変更したいのですが

プロフィールはまずお申込み時に設定していただきます。 

お試し期間中は1度修正を依頼できます。 

その後、本運用の直前にもう1度無償で修正を依頼できます。 

つまり、申込みで設定してから本番までに2回修正できることになります。お試し期間中に十

分検討してください。 

平成27年1月21日よりプロフィール設定はご自身で行えるようになりました。 

本運用が始まってからでも修正はできます。ただし、すでに登録されている方のプロフィールをクリアして

再度登録しなおしていただかなければならない場合がありますのでご注意ください。申し訳ございません

が、本運用開始後の修正は有償です。

 

連絡網の会員のアドレスが変更されたらどうするのですか？

メールアドレスが変更されると、管理者の方がメールを送信しても届きません。そのような

アドレスはシステムが監視して削除し、管理者の方にその旨メールで通知いたします。管理

者の方は削除された方の名前を知ることができます。（その方の名前が登録されている場合

のみ） 

システムはメールを送ってみないとアドレスが存在していないかどうかを判断できません。月1回程度、訓練

を兼ねて全員にメール送信し所在を確認し合うような運用が望ましいかと思います。

 

ホームページ、写真添付はどうすればいいですか？

カメラ付き携帯で撮影したらメール作成で件名･本文を作成して画像を添付して送信してくだ

さい。お友達に写真付きメールを送るのと同じ手順です。 

ただし、操作を行う携帯電話のメールアドレスが、管理者のメールアドレスとして登録されている必要があ

ります。

 

ＱＲコードの作成はどうすればいいですか？

ＨＥＬＰでも説明されていますが、どうしてもという方はご依頼いただけば無償で作成して
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メールに添付しお送りいたします。 

 

モバイルスティックって何ですか？

携帯電話の電源ケーブルを差し込む部分にセットすると、自動的にカラメール送信画面を表

示してくれるスグレモノです。あとは送信ボタンを押すだけで入会する操作が完了します。 

携帯電話の進化が早く、電源ジャックの形状も頻繁に変わるため、モバイルスティックはだんだん使えなく

なります。長期的にご利用の方はご注意ください。

 

パソコンから使えるのですか？

申し訳ございません。ホームページでは紙面の都合上、携帯電話の画面を中心にして説明し

ていますが、パソコンからももちろん使えます。普段使いには、画面が広い分パソコンから

の方が使いやすいでしょう。 

操作方法はパソコンでも携帯でもまったく同じです。 

 

カラメール送信後に来るお礼メールを修正できますか？

できます。管理画面のオプション設定から編集できます。 

 

どうして広告も入らないのに利用料が安いのですか？

ありがとうございます。弊社システムはＷｅｂ販売のみを行っています。全てのサービスを

Ｗｅｂのみで提供し、メインテナンス業務も極力自動化ているため人件費を低く抑えること

ができるのです。 

 

どのくらいの人数まで管理できますか？

理論上は無制限ですが、やはり人数が増えるほど全て送信するまでの時間が長くなります。 

ご利用の用途にもよりますが、現在のところ6,000人が一番多い会員数です。 

携帯メールは送信しても相手が電話を使用中だと届きません。そのような事態も含めた運用をお考えくださ

い。例えばドコモは話中だった場合、後で再度通知してくれますがボーダフォンは機種によっては通知しな

いなど運用してみないと気づかないこともたくさんあります。

 

管理の都合上プロフィールの内容は登録者本人に見られないようにしたいのですが

できます。管理画面から、カラメールによる入会をオフにできますので管理者が入会操作を

行い、プロフィールまで設定する運用は可能です。カラメールによる入会をオフにしておけ

ば、会員の方がプロフィールを見たり修正したりできなくなります。 

 

プロフィールは何項目まで設定できますか？

最大10個となっております。 



項目をあまりに増やすと容量的に表示できなくなる携帯が発生してうまくいかなかった例もあります。

 

関係ない人の入会を防止したいのですが

完全に防止したい場合は、人数をしっかり把握してカラメールによる入会に「入会可能期

間」を設定してください。 

そして入会可能期間が過ぎた時点で「カラメールによる入会」のオプションをオフにすれば

管理者の手入力による入会以外の方法で入会することができなくなります。 

この時点で人数や会員を確認し、関係者以外を削除すれば完全になります。

 > ホーム > Q&A > お試し期間について <<戻る
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移行 他社からのお乗換え　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

他社システムメール連絡網システムからのお乗換え
 > ホーム > Q&A > 他社からのお乗換え <<戻る

弊社ではメール連絡網システムの他社からの移行をスムーズに行うための専任スタッフによ

り、移行作業をラクに確実に行えるようサポート体制を構築しています。

お問い合わせください

現在のシステムからマメール連絡網への移行をお考えの方、まずはお電話またはメールにて

お問い合わせください。 

 
 
専任スタッフが移行についての注意事項や問題点、ご準備等についてアドバイスさせていた

だきます。 

 
 
会員のデータを移行するだけではうまくいかない場合があります。 

 
 
スムーズな移行を徹底的にサポートいたしますので是非ともお問い合わせください。

 > ホーム > Q&A > 他社からのお乗換え <<戻る
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QRコードの作成　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

無料で簡単にできるQRコードの作成方法
 > ホーム > Q&A > QRコードの作成 <<戻る

QRコードって何？

QRコードとは、携帯電話で読み取ることができるバーコードです。 
携帯メール会員の入会案内などにQRコードを印刷しておけば、お客様
が簡単な操作で入会できて大変便利です。 
お客様が携帯電話を使ってQRコードを読み取ると、カラメールの送信
画面が自動で表示されます。そのまま送信するだけで、入会していただ
くことができます。 
また、カメラ付きの携帯電話で、バーコードリーダー機能の付いた機種をお持ちの方であ
れば、どなたでもお使いいただくことができます。

【作成のポイント】 
QRコードを作成するには、「QRコード作成用データを作成」してから「無料のQRコード
作成サイト」にアクセスしてそのデータを使います。

QRコードのデータを簡単に作成

QRコードは、文字の情報を元に作成されています。以下のフォームをお使いいただくと、
QRコード作成用データを簡単に作成できます。

あなたのマメールのメールアドレス： @mamail.jp 
 

 
 

※QRコードを作成するには、いったん以下の説明をお読みになってから、上記フォームを
お使いください。

１.メールアドレスの入力

あなたのマメールのメールアドレスのア
カウントの部分（@より左側のみ）を入
力します。

２.データの作成
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・マメールが選ばれた理由 
・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

次に、「QRコード用データを作成する」
を押します。

３．データのコピー

「このwebページがクリップボードへア
クセスするのを許可しますか？」という
表示が出ますので、「アクセスを許可す
る」を押してください。 
 
※ご利用のブラウザによってはこのメッ
セージは表示されません。

４．データのコピー完了

これで、作成されたデータがコピーされ
ました。 
 
コピーされていなかった場合は、お手数
ですが下のボックスに表示されているテ
キストをすべて選択してコピーしてくだ
さい。

５．インターネットブラウザを立ち上げる

次に、QRコード作成サイトへアクセスす
るために、インターネットブラウザをも
う１つ立ち上げます。

６．QRコード作成サイトへアクセス

インターネットブラウザの一番上に、ア
ドレスを入力する枠があります。そこ
に、左図の様にアドレスを入力し、キー
ボードのEnterを押してください。 
QRコード作成サイトへアクセスできま
す。 
 
 
QRコード作成サイトのアドレスは以下の
通りです。 
http://qr.quel.jp/
form_bsc_msg.php

７．QRコード作成サイト表示
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QRコード作成サイトへアクセスされ、左
の様な画面が表示されます。

８．自由テキストを選択

目的別にQRコードがあります。 
そのうちの、一番上の自由テキストを使
います。自由テキストの「作る」ボタン
を押してください。

９．テキスト入力画面の表示

テキストを入力する画面が表示されま
す。ここで、さきほど作成したQRコード
用データを使います。



１０．テキスト欄へデータの貼り付け

テキスト欄にカーソルを合わせ、右ク
リックします。 
左図の様に項目が表示されますので、
「貼り付け」を選択します。

テキスト欄にデータが貼り付けられま
す。データが貼り付けられましたら、
「OK」を押してください。

１１．QRコードの保存

QRコードが作成されました。「保存す
る」を押して、QRコードを保存してくだ
さい。



注意事項
QRコードを拡大・縮小する際は、正方形が崩れないようにしてください。
サイズの大きさを選択できますが、大きさによっては携帯電話の画面に収めにくい場合がございます。携帯
電話の画面に収められる大きさを選択してください。
事前に携帯電話で動作を確認してから使用してください。
弊社ではQRコードの性能については保証しておりません。印刷物等への転用は特にご注意ください。

 > ホーム > Q&A > QRコードの作成 <<戻る
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ご契約について　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

ご契約について
 > ホーム > Q&A > ご契約について <<戻る

ご契約についてのご質問をまとめました。 

ここに記載されている以外のことについてはお問い合わせよりくれぐれもご遠慮なさらずにご質問くださ

い。

お試しの後、気に入らなかったら？

お試し期間が近づいてまいりましたら弊社からメールで「継続してご利用になるかどうかを

確認」いたします。 

使えないとご判断された場合は専用フォームから、その旨ご回答ください。全てのデータを

削除します。 

ご利用料金はいっさい発生しませんのでご安心ください。

 

契約の約款みたいなものはありますか？

あります。ご契約時に専用フォームから閲覧することができます。 

このサイトにも準備してありますのでご覧ください。 

 

年払い契約中に人数を増やさなければならなくなったら？

例えば1,000人契約で運用中に、7ヶ月目に1,000人を超えた場合、残りの6か月分は2,000

人契約と考えていただき、(47,000[円]－35,000[円])÷12×6[ヶ月]＝6,000[円]をその時

点でお支払いいただきます。 

次回契約更新時の年払い額は47,000円となります。 

 

毎月自動引落できますか？
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可能です。月払い契約の方には極力自動振替を利用していただいています。 

毎月引き落としと決済確認をメールにてお送りしています。 

延滞されますと翌月に2か月分引き落としさせていただくことになっていますが、さらに延滞

されますとご利用停止となりますのでご注意ください。 

 

学校や官公庁での導入実績を教えてください

申し訳ございません。ご利用いただいている方の情報は、どんなに些細なことでもお教えす

ることはできません。 

ほんの些細な情報から、コンピュータを使った悪意のある高速な試行を繰返し攻撃してくる

者からご利用者をお守りするためです。 

 

今まで大きなトラブルが発生したことはありませんか？

ありません。ハードウエアは堅牢な環境で厳密に管理されていますしお客様の情報にアクセ

スする手続きも複雑です。 

セキュリティーに100%はあり得ませんが、限りなく100%に近くなるよう努力し続けま

す。 

メニューのセキュリティーをあわせてご覧ください

 

契約を終了したら会員のデータを頂きたいのですが

会員データのダウンロード機能を提供できます。ご利用されたい場合はお申し出ください。 

ダウンロードしたデータの管理を厳重にしてください。一度でもダウンロードされた場合はデータの管理責

任はご契約者様となります。

 > ホーム > Q&A > ご契約について <<戻る
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運用について　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

本運用中について
 > ホーム > Q&A > 本運用について <<戻る

メール 連絡網 の本運用についてのご質問をまとめまし

た。 

ここに記載されている以外のことについてはお問い合わせよりくれぐれもご遠慮なさらずにご質問くださ

い。

会員の名簿をダウンロードできないのですか？

メールアドレスを含まないカンマ区切り形式のデータをダウンロードできる機能をご提供し

ています。 

ダウンロードはダウンロードしたデータの取り扱いについてのご注意をお読みいただき、専

用パスワード入力後に行うことができます。 

アンケート結果や開封確認結果もダウンロードできます。 

 

プロフィールを変更したいのですが

できます。ただし、本運用後は有償となる場合がございます。 

平成27年1月21日よりプロフィール設定はご自身で行えるようになりました。 

 
プロフィールの変更内容によっては、入会されているすべての方にプロフィールを再度登録

していただかなければならない場合もありますので十分にご検討ください。 

 

カラメールを送っても返事が来ない会員が発生しました

おそらく迷惑メール防止機能を使っている方で、ドメイン指定受信を設定されているので

しょう。システムは返事を返しているのですが受け取り拒否されている状況です。 

mamail.jp からのメールを受信できるようにしていただく必要があります。 
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カラメールを送っているのに入会できません

カラメールのつもりでもカラメールにならない場合があります。 

例えば、携帯自体の「自動署名」機能を使っていると、カラの状態で送信されましても署名

が自動的に付けられて送られる場合があります。そのような場合は自動署名機能をオフにし

てやり直しをしてください。 

 

私の携帯はカラメールを送信できません

カラメールを送信できない機種の方は本文欄に「入会」の2文字を入力して送信してもらって

ください。 

 

退会するのは事務局が行わなければならないのでしょうか？

連絡網のメンバーはいつでも本文欄に「退会」の2文字を入力して送信すれば退会できます。

管理画面の会員管理メニューから管理者が退会させることもできます。 

全員を削除してしまいたいときは管理者メニューから行うことができます。

 > ホーム > Q&A > 本運用について <<戻る
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ご利用契約約款　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

マ･メール利用契約約款
 > ホーム > Q&A > ご利用契約約款 <<戻る

マ･メール利用契約約款 

 
このマ･メール利用契約約款（以下「本約款」という）は、有限会社オムニシステム以下「当

社」という）が提供するマ･メールサービス（以下「本サービス」という）の利用者である法

人、個人又は団体（以下「契約者」という）と、当社の間において、本サービスの利用に関

する一切の関係に対して適用するものです。本サービスの利用者すなわち契約者は、本サー

ビス利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込を行うに際しては本約

款の内容を承諾したものとします。したがって、本サービスの利用は、本約款の内容を契約

者が承諾していることを前提としています。 

 
第1条（約款の適用） 

　1.　当社は本約款に基づき本サービスを提供します。 

　2.　当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表、通知される諸規定

は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また

「通知」には、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する通知もこれに

含めるものとします。 

第2条（用語の定義） 

　1.　本サービスにおいて次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

　2.　本サービス（マ･メール） 

　　当社が運営する携帯電話向けメール一斉配信システムであり、当社と契約した契約者が

その顧客（以下「会員」という）の同意の元に収集した電子メールアドレス及びその属性情

報等（以下「会員情報」と言う）を当社が管理し、契約者の操作に基づく電子メールを会員

の電子メールアドレスに対し一斉発信するサービスをいう。 

　3.　利用契約 

　　本サービスの利用者が当社から本約款に基づくサービスの提供を受ける為の契約。 

　4.　利用料金 

　　利用契約に基づく本サービス利用の対価 

　　1.　初期費用 
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　　　契約者が本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費 

　　2.　利用料 

　　　契約者が本約款に基づく本サービス利用の対価として支払う利用料金 

第3条（通知） 

　1.　当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面等、当社が適当と判断する

通信手段によります。 

　2.　前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールにより行う場合には、当

該通知は、インターネット上に配信された時に発信されたものとします。 

第4条（約款の変更） 

　1.　当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。なお、この

場合には利用料金その他の利用内容及び利用条件は変更後の新約款によるものとします。 

　2.　前項の変更を行う場合、当社は、15日間の予告期間をおいて、変更後の契約約款の内

容を契約者に対して通知するものとします。但し、当社は契約者に予告期間なしに、利用料

金を改訂することがあります。 

第5条（利用契約の単位） 

　1.　利用契約は別表（Webサイト上のご利用料金一覧表）に規定する本サービスのコース

ごとに締結されるものとします。 

　2.　当社との間に利用契約は、ひとつの基本サービスの利用契約につき一契約者が契約す

るものとします。 

　3.　当サービスを一契約者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。 

第6条（利用申込） 

　1.　利用契約の申込をする契約者は、当社が運営するWebサイト上に定める申込関連

フォームに必要事項を記入して当社に送信していただきます。 

第7条（利用契約の成立） 

　1.　サービスの利用開始は、前項により利用契約が成立し、申込者が利用料金を支払い、

この支払いを当社が確認した後、当社が文書又はメールによって指定する「サービス開始

日」をもって開始されるものとします。 

第8条（申込の拒絶及び受諾後の解除） 

　1.　当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾し

ない場合があります。 

　　1.　利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合 

　　2.　申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合 

　　3.　申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合 

　　4.　第13条（サービスの停止）のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 

　　5.　その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合 

第9条（本サービスの内容） 
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　1.　本サービスにて提供するサービス内容の詳細は、当社Webサイト上に定めるものとし

ます。また、サ－ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更

することがあります。 

第10条（契約期間） 

　1.　基本サービスの利用契約期間は6ヶ月又は1年とします。 

第11条（契約の継続） 

　1.　契約者はサービスを継続する場合、当社がWebサイトにて指定する継続確認方法に従

い、速やかに利用料金を支払うものとします。 

　2.　当社は、原則として利用期間の満了の２日前迄に継続契約に該当する利用料金の支払

いがない場合、本サービスの利用期間完了の当日をもって、契約者に対して通知なしにサー

ビスの提供を一方的に停止する場合があります。 

　3.　サービスの一方的停止には、契約者に対し当社が指定する電話、FAX、電子メール等

の通信手段で連絡が取れず、契約継続の意思が確認されない場合及び契約者側の連絡先情報

の変更漏れ等の場合も含みます。 

　4.　本サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。 

第12条（契約者の名称変更等） 

　1.　契約者は、その氏名、名称、住所、担当者等に変更があったときは、変更が生じたと

きから７日以内に当社の定める方法によりその旨を通知してください。 

第13条（契約内容の変更） 

　1.　契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、当社所定の手続によ

り、当社に対し変更を申し出るものとし、当社による当該申出を承諾の通知を発信した時

に、変更の効力が生じるものとします。 

　2.　前項の変更により、本サービスの利用料金が減少する場合には、次回のサービス継続

期間より新料金を適用するものとし、支払済みの利用料金の返還等は致しません。 

　3.　第１項の変更により、本サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日の翌月

より新料金を適用するものとし、その該当サービス期間における残月数分の金額を申請日の

次月末日までに支払うものとします。 

　4.　原則として、追加サービスの追加申請日から翌月までの非課金期間内において利用契

約を解約した場合でも、契約者は、第3項の利用金額の支払義務を負うものとします。 

第14条（サービスの停止） 

　1.　当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービ

スの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。 

　　1.　利用契約に基づく利用料金を支払期限を経過してもなお支払わないとき 

　　2.　本人の承諾を得ていない会員のメールアドレスに対して契約者が本サービスを用い

て、情報を発信したとき 

　　3.　国内外の諸法令、公序良俗に反する利用 



　　4.　特定人物、特定組織等への中傷を行う利用 

　　5.　知的所有権の侵害を行っている恐れのある利用 

　　6.　経済の安全性、信頼性を損なう恐れのある利用 

　　7.　反社会的行為に結びつく恐れのある利用 

　　8.　個人の尊厳等を傷つける恐れのある利用 

　　9.　人権侵害の恐れのある利用 

　　10.　風俗、アダルトに関する利用、未成年や青少年の利用を制限する利用、又はそれに

類するか或いは当社が不適当と判断した利用 

　　11.　個人のプライバシーの侵害、及びそれを幇助する恐れのある利用 

　　12.　その他、当社が契約者として不適切と判断する利用 

第15条（サービスの緊急停止） 

　1.　当社は、契約者の利用状況が著しい負荷やシステムに障害を与えることによって、正

常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場

合があります。契約者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でか

つ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないもので

あっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。 

　2.　サービスの緊急停止によって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を

負いません。 

　3.　当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を受ける可能

性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者

は、このような緊急停止があることを承認するものとします。 

　4.　当社は、契約者側のサービスの緊急停止要請に関しては、本条第3項前項の場合を除い

て、原則としてこれを受付けません。 

　5.　サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社

は一切の賠償責任を負いません。 

第16条（サービスの中止） 

　1.　当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止すること

があります。 

　　1.　当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき 

　　2.　当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき（天

災、突発事故、故障等） 

　　3.　第14条（サービスの停止）の規定によるとき 

　　4.　第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止

することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき 

　2.　当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者



に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

第17条（契約者からの解約） 

　1.　契約者が本サービスを契約期間内に解約する場合は、自署捺印した書面での解除申請

を必要とする。  

　2.　利用契約期間内に解約する場合でも前払いにて支払われた利用契約期間終了時までの

利用料金・費用は一切払い戻し致しません。 

第18条（当社からの解約） 

　1.　当社はいつでも、停止の1ヶ月前までに契約者に当社が適当と判断する通信手段にて届

け出ることによって本サービスを解約することができる。 

　2.　契約者が次の各号の一つにでも該当する場合、当社は、事前の通知なく、直ちにサー

ビスを解約することができるものとする。 

　　1.　本サービス利用開始後、第14条に該当することが判明した場合 

　　2.　本サービスの料金の支払を滞った場合 

　　3.　契約者が監督官庁から営業取り消し、停止などの処分を受け、情報の発信をするこ

とができなくなったと当社が判断した場合  

　3.　前項により解約の場合でも、契約者が既に支払った料金は、一切、払い戻ししない。  

　4.　第17条及び本条項に基づいて解約される場合、当社及び契約者ともに解約にもとづく

損害賠償は発生しないものとする。  

第19条（契約終了時のデータの取扱） 

　1.　終了事由の如何にかかわらず利用契約が終了した場合には、当社は契約者に対して

サーバ内のデータ（会員情報）に関して返還義務及び保管義務を負わず、これらを任意に削

除できるものとします。 

　2.　サーバ内のデータ、ソフトウェア等の削除によって、契約者が損害を被ったとして

も、当社は損害賠償責任その他何らの責任をも負わないものとします。 

第20条（契約者の支払義務） 

　1.　契約者は、当社に対し利用料金を当社の規定する方法で支払うものとします。 

　2.　利用料金の支払義務は、第7条（利用契約の成立）の規定により利用契約が成立したと

きに発生します。ただし初期費用はいかなる場合でも返還いたしません。 

　3.　第14条（サービスの停止）の規定によりサービスの提供が停止された場合における当

該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。 

　4.　第15条（サービスの中止）の規定によりサービスの提供が中止された場合において、

サービスの利用が全くできない状態であっても、当社の責に帰すべき事由で無い場合は、

サービス費用は返却しません。 

第21条（利用料金の請求及び支払期日） 

　1.　利用料金は当社の指定する方法により支払うものとします。 

　2.　当社は利用料金を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。 



　3.　前各項の定めにより利用料金の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限ま

でにその利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料等の費用は契約者負担としま

す。 

第22条（ID及びパスワード） 

　1.　契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードの管理の責任を負う

ものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 

　2.　契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードにより本サービスが

利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意

又は重大な過失により、当社が提供した管理用アカウントおよびパスワードが他者に利用さ

れた場合はこの限りではありません。 

　3.　当社　は管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者

が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。 

　4.　管理者用アカウントとパスワードの問合せに関しては、当社の定める通信方法によっ

てのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがある

ことを承諾するものとします。 

第23条（自己責任の原則紛争の解決） 

　1.　契約者は、本サービスの利用に伴い、他者（国内外を問いません）に対して損害を与

えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決す

るものとします。 

　2.　契約者が、本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しク

レームを通知する場合においても、前項と同様とします。 

　3.　契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該

損害を賠償する義務を負います。 

　4.　契約者は、本サービスがインターネット通信網を介したサービスであり本質的に情報

の喪失、改変、及び破壊等の危険が内在することを理解した上で本サービスを利用するもの

とします。 

第24条（秘密保持） 

　1.　日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて当社は、利用契約の履行に

際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

　2.　当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があっ

た場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。 

第25条（免責） 

　1.　当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責

任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わな

いものとします。但し、契約者が、本サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失

に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。 



　2.　当社は利用者が本サービスを利用することによって契約者が配信する情報コンテンツ

の審査に関しての責任は一切負いません。 

　3.　当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、配信された情報について、その

完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。 

　4.　当社は、当社の技術判断により、契約者の了解を得ることなく、バージョンアップ、

バージョンダウン等を実施します。 

　5.　当社は、本サービスの変更、中断、中止もしくは廃止に関しての責任は一切負いませ

ん。 

　6.　本サービスの利用により送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、

文字化け等について一切の保証をするものではありません。またその責任を負わないものと

します。 

　7.　本サービスに関連して契約者、二次利用者および第三者に発生した一切の損害につい

て何ら責任をおいません。 

　8.　当社は、当社が管理するデータの喪失、改変、及び破壊についてはいかなる原因かを

問わず損害賠償責任その他何らの責任も負わないものとします。但し、契約者が、本サービ

スの利用に関して、当社の故意又は重大な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの

限りではありません。 

　9.　契約者が、本サービスの利用期間中に蓄積した会員情報について、当社の後継サービ

スもしくは他のサービス、または他社サービスに引き継がれることを当社は保証しません。 

　10.　当社は、次の各号のいずれか一にでも該当する場合、契約者に事前に通知することな

く、本サービスにおいて蓄積、記録した会員情報を任意に削除、変更または移動することが

できるものとし、削除、変更または移動につき何らの責任も負いません。 

　　1.　当社が設定した会員数制限を超えた場合 

　　2.　会員情報が本約款の定めに違反する場合 

　　3.　当社が本サービスの運営及び保守管理上必要であると判断した場合 

　　4.　その他、当社が必要であると合理的に判断した場合 

　11.　当社は契約者が本サービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争

関係に置かれた場合でもこれらの係争のについては一切の責任を負わないものとします。 

第26条（損害賠償額の制限） 

　1.　本サービスの利用に関し、本約款に基づき当社が損害賠償義務を負う場合、当社は契

約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、契約者が当社に本サービスの対価として支

払った総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等

の特別の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負いません。 

第27条（準拠法） 

　1.　本約款（本約款に基づく利用契約も含む。以下同じ）に関する準拠法は、日本法とし



ます。 

第28条（管轄） 

　1.　本契約に関する紛争につき、当社及び契約者は、当社の本店所在地における地方裁判

所を第一審の専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。 

第29条（協力義務） 

　1.　本約款に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決す

るように努力するものとします。 

第30条（発効期日） 

　1.　本約款の内容は、2004年12月1日以降に申し込まれるすべての利用契約に適用されま

す。 
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べりサインSSL 実在証明について　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

Q&A

機能について

お試し期間について

他社からのお乗換え

QRコードの作成

ご契約について

本運用について

ご利用契約約款

弊社の実在証明

シマンテック社による証明について
 > ホーム > Q&A > 弊社の実在証明 <<戻る

シマンテック社（旧日本ベリサイン社）は、ＳＳＬという通信の暗号化技術の会社として有

名ですが、実はそれだけではありません。 

 
シマンテック社（旧日本ベリサイン社）は、第三者データベースまたは提出書類をもとに、

申請団体の実在性の確認と認証を行っている企業です。

※弊社の管理画面にログインしていただく際には、このシマンテック社の確認と認証を受け
た証拠であるシールが表示されていることをご確認いただけます。　→こちら

 > ホーム > Q&A > 弊社の実在証明 <<戻る
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メール連絡網 改行の上手な使い方　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

改行を上手に使って、相手が読みやすいメールを送ろう
 > ホーム > 便利な使い方 > 改行の上手な使い方 <<戻る

マメールに登録している会員の方のほとんどが、携帯電話のメールアドレスで登録されていま

す。 

 
携帯電話でメールを読むとき、改行や空行が適切に入っていないと非常に読みにくくなりま

す。 

１行の文字数は携帯電話によって違いますが、文章の変わり目に改行や空行を入れることに

よって飛躍的にメールが読みやすくなりますので是非、お試しください。 

改行が不足している例

下図のように、改行などせずに文章を続けて入力した状態では、相手の方が途中でどこを読ん

でいたのか分からなくなってしまいそうです。 

また、「、」などで突然改行してしまいますと、管理画面では見た目が良く見えても、携帯電

話の画面で見るととても違和感のある画面になります。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 
 
改行、空行を入れることにより文章にゆとりがでて、相手の方にも読みやすい画面になりま

す。 

文章の終わりにフッターを入れて締めくくりましょう。 

 

 
 

改行の代わりにスペースを利用している例

下図のように、改行のつもりで「スペース」キーを使って文章を見やすいように入力している

場合がございます。 

管理画面上でご覧いただきますと改行しているかの様に見えますが、携帯電話の画面でご覧い

ただきますと、不自然にスペースが入り、また文章が始まるといった様なメールになってしま

うのです。 

文章の変わり目は「Enter」で改行しましょう。 
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 > ホーム > 便利な使い方 > 改行の上手な使い方 <<戻る
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メール連絡網 予約配信の活用　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

予約配信をうまく利用しよう
 > ホーム > 便利な使い方 > 予約配信の活用 <<戻る

『配信ウィザード』機能の予約配信を利用すれば毎回、同じメールを作成することもなく配信

忘れの心配もないので、決まった日時に配信したいメールは是非、予約機能を使って配信して

いただく事をお奨めします。 

 
以下は、『予約配信』機能を利用した便利な例です。 

ただ今配信したメールを○日後にもう一度配信

授業参観や総会など、あらかじめ日程が決定している行事について、1週間前などに会員様へ

予定確認の意味なども込めてメールを配信します。 

その後、開催日の朝などに同じメールを送信することでうっかり忘れていたという事もなくな

りますよ。 

 

 
 

毎週金曜日に予約配信

予約配信の設定には、いくつか種類がございます。 

こちらは、『毎週１回自動で配信』を利用した配信方法です。 

例えば、会社などで「毎週金曜日はノー残業Day」を実施している･･･ 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

そんな時には、『毎週1回、曜日指定』設定を利用して「毎週金曜日」にはこの様なメールを

配信し会員様にアピールしましよう。 

 

毎月同じ日に予約配信

こちらは、『毎月自動で配信・日にち指定』を利用した配信方法です。毎月決まった日にちに

お知らせがある場合、こちらの設定をご利用下さい。 

例えば、クレジットカードをお持ちの場合、クレジット会社から、引落しの前日にお支払いに

ついての案内メールなど受け取ったことはないでしょうか？ 

学校の授業料など、毎月25日に口座振替の場合、その案内を前日にメールすることで残高不

足や入金のし忘れなどを防ぐことにつながりそうです。 

 

 
 

第２．第４月曜日に予約配信

毎月決まった曜日にお知らせがある場合、こちらの設定をご利用下さい。 
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保育園などでアルミ缶、牛乳パックの回収週間などはないでしょうか？毎月決まった曜日に予

約設定しておけば、メールを配信することを忘れることもありません。 

 

この様な配信設定を利用することにより、「自分がちゃんと連絡網の会員である」という確信にもつながりま

す。また、いつも決まった日にメールが届いていないと気付く事もできます。 

重要なメールが、大切な会員様へきちんと配信される連絡網をつくりましょう。

 > ホーム > 便利な使い方 > 予約配信の活用 <<戻る
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メール 連絡網 画像添付の活用　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

画像添付機能の活用方法
 > ホーム > 便利な使い方 > 画像添付の活用 <<戻る

携帯電話で撮った写真はもちろん、イベント案内広告など簡単に添付する事ができます。 

この機能の上手な活用方法や実際の使用例をご紹介いたします。 

 

修学旅行や野外研修での子ども達のようすを写真とメールでお知らせ

例）修学旅行2日目です。生徒全員元気です！！ただ今「浅草」に到着しました。 

 
メールの文章だけでなく、子供たちのリアルタイムな画像を見ることができると保護者の方も

一安心ですね。 

 

 
 

毎月の行事予定表をお知らせ

行事予定表の画像を携帯電話に保存しておけば、保護者の方も行事確認が直ぐにできとても便

利ですね!! 

「忘れてた!!今日はお弁当の日だった!!!」…なんて事もなくなりますよ♪ 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 

部活動の試合のようすと試合結果の報告

お仕事で応援に行くことができなかった保護者様も子供の頑張る姿を見ることができて嬉しい

ですね。 

 

 
 

学校での忘れ物や落し物を写真付きでお知らせ

例）本日、校庭に電卓とボールペンの落し物がありました。お心当たりのある方はご連絡をお

待ちしています。 

 
文章だけでは、少し分かりにくい物も写真を撮って添付すれば持ち主は、直ぐに自分の物だと

気付くはずです。 
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「流行病」についてのお知らせとどんな症状が出るのか画像も添付

例）保護者各位 

連休明けの昨日から、「手足口病」と診断される子が増えています。・・・（中略）。人差し

指の第2～第3関節に特徴的な発疹が見られます。 

 
幼稚園・保育園などで「流行病」が発生した際に、どんな症状が出るのか。画像を添付すると

保護者の方も分かりやすいですね。 

 

 



クラブでの活動のようすや試合日程などをお知らせ

スポーツをがんばっている姿を見るのは嬉しいものです。言葉では伝わりにくかった試合の

トーナメント表などを添付できれば、すぐ理解していただけます。 

 

 
 

イベント案内や告知ポスターをお知らせ

告知ポスターには、イベント内容が詳しく説明してありますし、お問合せ先などが細かく記載

されていてメンバーにも分かりやすいですね。イベント会場の地図も添付すれば、とても親切

です!! 

 

 
 
イベント終了後にはたくさんの思い出写真を添付するのも良いでしょう！きっと素敵な思い出

になるはずです。 



行方不明者を顔写真付きでお知らせする

こちらは、ご契約者様からのご要望です。 

近年、全国的に施設が増えていますので、この様な活用方法はご家族、職員の方に確実に連絡

ができ、早期発見につながると思います。 

 

 
 

新入社員の歓迎会案内メールを配信

会社でのご利用の場合、親睦会などのアンケートメールを配信することがあります。回答者だ

けに画像を添付し配信することもできます。 

 



 
 
出席する人だけにお店の外観写真や地図を添付して送ろう！初めて行くお店でも外観と地図を

確認できれば迷うこともないでしょう。 

 

 > ホーム > 便利な使い方 > 画像添付の活用 <<戻る
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メール 連絡網 地図添付の活用　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

地図添付機能の活用方法
 > ホーム > 便利な使い方 > 地図添付の活用 <<戻る

目的地の地図を簡単に添付する事ができます。GoogleMapを画像化したものです。 

この機能の上手な活用方法や実際の使用例をご紹介いたします。 

 

臨時駐車場を地図でお知らせ

「地図」の添付機能を利用すれば、案内したい場所を明確に示すことが可能です。 

例えば、臨時駐車場をお知らせしたい場合、住所の記載だけでは「ピン！」とこない場所も

「地図」を見ていただければ良く分かります。 

 

 
 

不審者情報を地図でお知らせ

「○○町３丁目付近で児童が声をかけられ、腕をつかまれました。まだ、周辺にいるかもしれ

ませんので十分注意してください。」 

○○町３丁目付近の「地図」を添付することにより、一目見てどの辺りに不審者がいたのかが

分かりますね!! 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 

キャンプ場までの地図を添付

子ども会などで行われるキャンプ。いざ、出発しようとすると、あれ？確かあの場所だったは

ず。ということはありませんか？そんな時は、キャンプ場の「地図」を添付して配信しましょ

う。 

 

 
 

目撃情報をもとに、詳細な地図を添付してお知らせする

見かけた方からの目撃情報や見かけた場所の地図を添付して近くにいる会員様に捜査協力をし

てもらうなど迅速にメールでお知らせすることも可能です。 
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地図を複数添付することで、より分かり易い案内ができます

イベント会場の地図を添付する場合、大きさの違う種類の地図を添付することで、下図のよう

に、「広域表示」で大まかな目的地の地図を添付し、「詳細表示」では細かな位置を確認する

事ができます。 

「詳細表示」には、近隣のビル名や店名などが表示されより分かり易い案内をすることができ

ます。 

 
 
 
通行止め情報のメールを配信する場合、文章だけでは伝わりにくいが、地図を添付することに

よってわかりやすくなります。大きさの違う種類の地図を添付して上手に使いましょう。 



 
 

火災の発生場所をお知らせ

地域の皆さんに火災発生の連絡です。消防車が走り回っていて、どこで火災が起こっているの

か気になる住民の方がいます。地図も添付すればとてもわかりやすいです。 

 

 > ホーム > 便利な使い方 > 地図添付の活用 <<戻る
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メール 連絡網 アンケート 活用例　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

アンケートメールの活用例
 > ホーム > 便利な使い方 > アンケートの活用 <<戻る

出欠確認・・・を行うためにアンケート機能を利用される方が増えてきました。 

アンケートメールを配信し、その結果を集計し、さらにアンケートしたり、メールを配信した

りできます。 

アンケートのご利用について上手な使い方をご紹介いたします。 

流行してくるインフルエンザについてのアンケート

毎年、寒くなってくると、流行してくるインフルエンザ。学級閉鎖、学年閉鎖になってしまっ

た。なんて話をよく耳にします。いつごろ、学校へ来校できるだろうか？そんな時はアンケー

トメールを配信し、集計してみよう。 

 

 

集計結果を元に「インフルエンザ」の方のみに返信したり、再度アンケートメールを配信ということもできま

す。また来校できる日付を選択肢にすることで集計が簡単にできます。

 

学校での奉仕活動。出欠確認アンケート。

https://www.mamail.jp/login.cgi?mag=3
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/user
http://www.mamailcn.com/kinou
http://www.mamailcn.com/try/ryoukin.html
http://www.mamailcn.com/try
http://www.mamailcn.com/QandA
http://www.mamailcn.com/query
http://www.mamailcn.com/news
http://www.mamailcn.com/try/ota.html
http://www.mamailcn.com/benri
http://www.mamailcn.com/benri/004.html
http://www.mamailcn.com/benri/005.html
http://www.mamailcn.com/benri/001.html
http://www.mamailcn.com/benri/002.html
http://www.mamailcn.com/benri/003.html
http://www.mamailcn.com/benri/006.html
http://www.mamailcn.com/benri/007.html
http://www.mamailcn.com/benri/008.html
http://www.mamailcn.com/benri/009.html
http://www.mamailcn.com/try/saiyou.html
http://www.mamailcn.com/special_report.html
http://www.mamailcn.com/benri/
http://www.mamailcn.com/kinou/022.html
http://www.mamailcn.com/QandA/008.html
http://www.mamailcn.com/nendogawari.html
http://www.mamailcn.com/
http://www.mamailcn.com/benri
http://www.mamailcn.com/benri/003.html
javascript:history.back();


わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

1年の締めくくりに奉仕活が必ずあります。そんな時はこんなアンケートを配信し、詳細は出

席者だけに連絡しましょう。 

 

 

参加できる会員の方の性別を確認することで、高い所の清掃や力がいる仕事を男性に頼んだりもできちゃいま

すよ。

 

部活動を応援。配車のお願いアンケート

毎日、部活動をがんばっている子どもたち。試合会場までのご協力を親さんにお願いすること

があると思います。そんな時はこんなアンケートを配信してみてはどうでしょうか？ 
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朝からは応援に行けないけど、途中から応援に行ける。なんていう人も多いと思います。「帰りだけ出来る」

という選択肢を作成すれば、一安心です。また、乗車人数もわかれば〇〇組担当、荷物担当など役割分担を決

定できます。

 

会議の日程を決めるアンケート

たくさんの社員のデータを一度にまとめるって大変なことです。アンケートメールを一斉に配

信して、会議の日程などを決めましょう。 

 



 

このようなアンケートをとれば、都合の良い日がすぐにわかり、会議の日程が決定できます。日程を再度メー

ルしましょう。紙媒体だとなくしてしまいがちですが、スマホにデータがあればすぐに確認できますね。

 

 > ホーム > 便利な使い方 > アンケートの活用 <<戻る
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メール連絡網 日程調整　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

日程を調整するアンケートメールの活用例
 > ホーム > 便利な使い方 > 日程調整の活用 <<戻る

学校での懇談日、スポーツクラブなどの練習日など、日程を決めるのに毎回お困りではござい

ませんか？文書を配布、その後回収して集計する。未提出者には再度文書を配布するか、電話

で連絡し提出してもらう。毎回この作業の繰り返しですね。 

 
アンケートメールを配信し、簡単に日程を調整することができます。 

そんな上手な使い方をご紹介いたします。 

三者懇談の日程を決めましょう

まずは会員の方にアンケートメールを配信しましょう

第3希望日まで選択できるアンケートメールを配信します。第1希望のみだとなかなか決めら

れないですが、第3希望まであると決定しやすいですね。 

また、「希望の時間帯」を入力していただくとアンケートを集計する時に大変便利です。 

 

 
 

アンケートを集計しましょう
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

アンケート結果をCSV形式でダウンロードし、日程表を作成しましょう。 

エクセルがインストールされているコンピュータであれば、そのまま読み込んで活用すること

ができます。 

エクセルでフィルター機能を有効にしたい列をマウスでドラッグします。メニューより「デー

タ」→「フィルター」をクリックすると簡単にフィルターが有効になります。 

 

 
 

日程をお知らせしましょう

日程が決まったら、一人一人に「○○様　三者懇談　1月18日（月）となりました・・・」と

いうような文書を配布しましょう。また、日程表などを作成したら、下記のように会員の方に

メールで配信するのもいいですね。 
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アンケートも上手に活用すると、大変便利です。今まで、ひと手間もふた手間もかけていたことを確実に縮め

ることができます。

 > ホーム > 便利な使い方 > 日程調整の活用 <<戻る
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メール 連絡網 返信メールの活用　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

会員の方からの返信メールの活用例
 > ホーム > 便利な使い方 > 返信メールの活用 <<戻る

マ・メールには、少人数の団体様におすすめの「返信管理」機能がございます。会員の方が

返信した本文の結果をもとに分類することができます。 

返信管理の便利な使い方をご紹介いたします。

急な連絡にも会員からのメール返信で対応

会員の方に返信してもらいましょう
天候により予定していたことが中止となったり、バスの到着時刻が変更となったりすることがござい
ませんか？急なメール配信をした時に会員の方から返信をもらいましょう。Webにアクセスせず普
段使用しているメールに返信するのと同じなので、回答率が高い管理ができます。 
 

 
未回答な会員の方に再送信しましょう
「返信管理」にて「未回答」「了解」を分類しましょう。「了解」と返信した方がわかります。ま
た、「未回答」な会員の方を抽出して一括に配信することができます。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 
返信管理は回答の方法をちゃんと指定しておけばさまざまなシーンでお使いになれます。 
例えば、【本文】・・・以下の中から回答を選んでその文字だけを返信してください。 
「出席」「欠席」「未定」というようにすればスムーズに分類することができます。

 > ホーム > 便利な使い方 > 返信メールの活用 <<戻る
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メール 連絡網 月1回テストメールの活用　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

毎月1回テストメールの活用例
 > ホーム > 便利な使い方 > 月1回テストメールの活用 <<戻る

メール 連絡網 に入会しているのにメールアドレスを変更してしまうとその瞬間から連絡網の

メールをお届けできなくなります。いざという時に、メールが配信されない事がないように、

毎月1回テストメールを配信して確認しましょう。決まった日時を指定して、自動配信するこ

ともできます。 

ただ、テストメールを配信するだけではなく、会員の方に関心を持ってもらえる内容のメール

を配信していただければ、届いていない会員の方もすぐに再登録をしていただけます。 

 
ご利用いただいている上手な活用例をご紹介いたします。

災害が起きた時のための安否確認メールの練習

毎月1回安否確認アンケートのテストメールを配信し、管理者の方も会員の方も全員で練習し

ましょう。アンケートの答え方がわからない、なんてこともなくなります。会員の方ご自身の

安否のほか、ご家族やお住まいの状況などを答えてもらうといいですね。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

メールが届かなった方のメールアドレスは自動的に削除されます。管理者の方は削除された方の一覧がご覧に

なれます。

毎月の行事予定を配信します

毎月1回のテストメールに行事予定を配信しましょう。文書でも配布されると思いますが、い

つでも手元で確認できるメールは嬉しいですね。 

 

 

例えば、毎月15日に配信予定と伝えておけば、メールが届かなかった方はすぐに気付くはずです。

プロフィール未登録会員を自動で抽出し配信

毎月1回、プロフィールが未登録の会員の方を抽出し配信します。プロフィールの登録をお願

いします。 
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プロフィールはとても重要です。毎月1回決まった日時に配信し、未登録の会員の方に気付いてもらいます。

 > ホーム > 便利な使い方 > 月1回テストメールの活用 <<戻る
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メール 連絡網 メールでの配信活用　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

便利な使い方

改行の上手な使い方

予約配信の活用

画像添付の活用

地図添付の活用

アンケートの活用

日程調整の活用

返信メールの活用

月1回テストメールの活用

メールでの配信活用

管理画面にログインしない配信方法
 > ホーム > 便利な使い方 > メールでの配信活用 <<戻る

マ・メールはさまざまな配信方法がご利用になれます。こちらでは、管理画面にログインしな

いメールでの配信方法をご紹介いたします。 

 
操作はいたって簡単です。友達とメールをする感覚で配信することができます。下図をご覧い

ただくと一目瞭然、わずか3ステップで実現可能です。 

 

 
①件名・本文入力し、「○○○@mamail.jp」にメールを送信します。 

②登録完了メールが返信されます。本文の先頭に「配信」と入力し、返信します。 

③会員の方に配信されました。 

以上となります。 

 
こちらの方法は、メールでしか配信できない状況となった場合に大変便利です。 

続いては活用例をご覧ください。

避難場所をすばやくメールで配信

地震発生時などの災害が起きた時にすばやく避難場所や災害状況などを会員の方に配信しま

しょう。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 

到着時刻をバスの中からメールで配信

小・中・高等学校で修学旅行や遠足、部活動やスポーツクラブで試合へ行くことありますよ

ね。何時に到着予定など配信していただきますと、保護者の方も安心です。 

バス通学の方には、「バスが5分ほど遅れます」などの変更事項を随時連絡してくれると嬉し

いですね。 

 

部活やスポーツクラブの試合結果をメールで配信

試合会場の興奮をそのままに・・・ 

試合結果などはすぐに知らせたいものです。リアルタイムの配信は保護者の方にとってもすご

く嬉しいです。 
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さらに、携帯やスマホで撮影した画像を、通常の画像添付メールと同じように配信することが

できます。会員の方は、本文にあるホームページリンクをクリックし画像をご覧になります。 

 
その他の機能もあります

※メールの送信と同時に配信が開始される設定もあります。 

※メール本文に学校名や電話番号を入れなくても自動的に挿入されます。 

※抽出条件を設定保存しておけば、グループごとに配信されます。 

※管理者と同じようにメールで配信できる代理配信者も設定できます。

 > ホーム > 便利な使い方 > メールでの配信活用 <<戻る
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携帯メール連絡網関連ニュース パスワード入会　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

ニュース

ニュース2

ニュース3

ニュース4

パスワード入会

非会員からのお問い合わせ

不明な住所の地図を添付

画像を添付できない現象

会員登録をする方法

未登録会員に配信する方法

カラメール入会よりパスワード入会をお勧めします
 > ホーム > ニュース > パスワード入会 <<戻る

迷惑メールに惑わされないようにする

最近では以下のような被害が確認されています。あなたにも身に覚えがありませんか？

迷惑メール業者がカラメールで入会してくる被害事例

マメールでは通常、会員になっていただくためにカラメールを送っていただいて入会する仕

組みになっています。 

今までは、迷惑メール業者がなりすましメール（実在しないメールアドレス）を使って入会

してきても、入会お礼メールを受け取るアドレスが存在しないため自動削除となり、ブロッ

クできていました。
事例 

しかし、最近の迷惑メールの中にyahooやgmailなどの無料で使えるメールサービスにいった

ん申し込み実在するメールアドレスからカラメール送ってきますので、今までのように「な

りすましメール」という判定をすることができません。 

また、カラメールを送って入会してきた後にこれを放置しておくと、今度は不健全な誘客

メールを送信してきます。マメールはこれを正常な会員からのお問合わせと判断してしまい

ます。
解決方法 

パスワード入会機能をオンに設定しましょう。 

この機能を使うことによって、カラメールで入会するかわりに「本文欄に設定した正しいパ

スワードが入力されていない限り入会できない」という制限を付けることができ、前述の迷

惑メール業者からのメールを回避することができます。
この設定は「オプション設定」→「管理者オプション」より、「入会パスワード機能」およ
び「入会パスワード」をご確認いただき設定してください。
※今までカラメールによる入会という運用をされてこられました団体様には、お手数ではご

ざいますが入会される方へのご案内文書の見直しをお願いいたします。 

 > ホーム > ニュース > パスワード入会 <<戻る
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携帯メール連絡網関連ニュース　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

ニュース

ニュース2

ニュース3

ニュース4

パスワード入会

非会員からのお問い合わせ

不明な住所の地図を添付

画像を添付できない現象

会員登録をする方法

未登録会員に配信する方法

会員でない方からのお問合わせを無視する
 > ホーム > ニュース > 非会員からのお問い合わせ <<戻る

ウィルスメールによる第3者への被害事例

誰かのコンピュータに寄生したコンピュータウィルスが、無関係な方に被害を及ぼしてしま

うことがあります。

無関係な方がメールを受信してしまう被害事例

この事例はちょっと複雑でした。 

コンピュータウィルスの中にはコンピュータの電源を入れると、「そのコンピュータの中か

ら見つかる全てのメールアドレスをランダムに組み合わせて送信元・送信先を作成し、ウィ

ルスを増殖させるために様々なメールを送信しまくる」といったものがあります。
事例

ウィルスに侵されたコンピュータの中に「あなたのメールアドレス(A)」や「お友達のメール

アドレス(B)」、「マメールのメールアドレス(C)」があるかもしれません。 

ウィルスは受信者にできるだけ悟られぬよう(A)から(B)、(A)から(C)というように仲間内で

のメールのように送信を行なうわけです。

今回の被害事例は(B)から(C)というパターンで送信されたものが問題となりました。 
つまり、「あなたのお友達がマメールのメールアドレスに何かメールを送信した」ということをウィ
ルスが行なったのです。 
これは言いかえると「あなたのお友達がマメールにお問い合わせをした」ということになります。 
しかし、悪い事にあなたのお友達はそのマメールには全く関係の無い方だったのです。つまりお友達
はマメールの会員ではないため、以下のようなメールがマメールから自動返信されました。 
-------------------- 
(^0^) 
あなたはまだ会員になっていただいていないようです。 
これを機会にぜひ会員になってください。 
会員になるには・・・以下省略 
-------------------- 
これは会員になっていない方がマメールにお問合わせをしてきた場合にマメールが返信する「未会員
メールの案内本文」に設定されている内容です。 
さらにクレームになった要因として、このメールが深夜に着信されたということがあげられます。 
通常は「まだ入会していない方」が入会しやすいように、ていねいなご案内メールを自動送信するよ
うになっていましたが、この機能が逆に迷惑をかけてしまう可能性があるということが確認されまし
た。
解決方法

このようなメールは一度にたくさん送信される場合が多いため、マメールでは「特定のアド

レスから人の操作スピードを超えるメールが送信された場合はこれを無視する」操作を自動

で行います。これで無関係な方にマメールからのメールが大量に届けられることが防止がで

きます。 

しかし、単独のメールはコントロールできませんので以下のようなオプションを新設いたし

ました。 

「非会員からのお問合わせ無視」というオプションです。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

この設定をオンにしておくと前述の事例のメールに対して無応答となるため、被害を回避す

ることができます。
このオプションは「オプション設定」→「問合わせ」より「非会員からの問合わせ無視」を
ご確認いただき設定してください。 
この機能をオンにするとカラメールによる入会を行う際、「入会が成功しない限り一切マ

メールからの返信はない」ということになります。 

例えば、自動署名機能やHTMLメールなどを誤って送信されたため入会できなかった場合、そ

のエラーや説明等が返信されなくなります。お手数ではございますが入会される方へのご案

内文書の見直しをお願いいたします。 

 
 
※入会時期が集中している場合は一時的にオフにしておき、入会がほぼ済んだところでオン

にする方が混乱せずスムーズに運用できるかもしれません。

 > ホーム > ニュース > 非会員からのお問い合わせ <<戻る
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画像添付　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

ニュース

ニュース2

ニュース3

ニュース4

パスワード入会

非会員からのお問い合わせ

不明な住所の地図を添付

画像を添付できない現象

会員登録をする方法

未登録会員に配信する方法

Android端末で画像を添付できない現象について
 > ホーム > ニュース > 画像を添付できない現象 <<戻る

Android端末で画像を添付しようとすると、「エラー：添付できないタイプのファイルで

す。」と表示される場合がございます。

ちょっと待って！拡張子がついてますか？

「添付」画面の「ファイルを選択」をタップし、ファイルを選択すると、「ファイルを選

択」右側にファイル名が表示されます。 

（.jpg/.gif/.png/.bmp）の拡張子がないファイルは添付することができません。 

 

拡張子がない→添付できない 拡張子がある→添付できる
 
 
画像を添付する方法

 
 
標準ブラウザでご利用の場合は、「添付」画面の「ファイル

を選択」をタップ後、左図の赤丸部分から画像ファイル（.

jpg/.gif/.png/.bmp）を選択し「添付する」をタップして

ください。 

上部にある「画像」フォルダから選択することはできます

が、添付することができません。 

 
 
ファイルを添付する時は必ず（.jpg/.gif/.png/.bmp）の拡
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

張子があるか確認してから行ってください。 

 
マメ知識☆　まだ方法はあります

Android端末ではブラウザを選択することができます。 

「ブラウザ（標準ブラウザ）」の他に、「Chrome」

「Firefox」ブラウザがインストール済みの端末の方は左図のよ

うにアプリケーションを選択画面が表示されます。 

「ブラウザ（標準ブラウザ）」ではなく「Chrome」

「Firefox」を選択します。 

全ての画像フォルダから（.jpg/.gif/.png/.bmp）ファイルを選択し添付することができま

す。 

 

ファイルを添付する時は必ず（.jpg/.gif/.png/.bmp）の拡張子があるか確認してから行ってください。

 > ホーム > ニュース > 画像を添付できない現象 <<戻る
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機能 添付 地図 画像　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

ニュース

ニュース2

ニュース3

ニュース4

パスワード入会

非会員からのお問い合わせ

不明な住所の地図を添付

画像を添付できない現象

会員登録をする方法

未登録会員に配信する方法

不明な住所の地図を添付する方法
 > ホーム > ニュース > 不明な住所の地図を添付 <<戻る

地図の添付方法は、２通りあります。 

（１）住所を入力して添付する方法　　（２）緯度、経度を入力して添付する方法 

 
例えば、目的地の住所は分かっても、駐車場は別の場所にあって住所が分からない… 

なんてことは、ありませんか？ 

 
Googleマップを使用すれば、住所が分からなくても目的地を検索して、その場所をチェック

すれば 

緯度・経度を確認することができます。 

緯度・経度を地図添付の住所欄にコピー＆ペーストするとその場所の地図を添付することがで

きます。 

緯度・経度を使って地図を添付する方法
 
目的地より離れた場所にある駐車場の地図を添付したい場合は、 

 
(1)Googleマップで目的地を検索します。 

(2)「駐車場」の場所をクリックすると下部に「駐車場」の住所・緯度・経度が表示されま

す。 

(3)数字の表示が緯度・経度です。この数字を範囲指定してコピーしてください。 

(4)管理画面の地図添付へ移動し「住所」欄にコピーした緯度・経度を張り付けます。 

(5)「地図指定」「タイプ」を選択し、最後に「添付する」クリックし完了です。 
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 

 
管理画面に移動し、本文編集の下部にあります「添付」をクリックすると、【添付ファイルの

準備】の画面に移動します。 

 
会員の方に実際に配信される地図です。
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 > ホーム > ニュース > 不明な住所の地図を添付 <<戻る
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携帯 メール 連絡網のマメール 会員の登録方法　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

ニュース

ニュース2

ニュース3

ニュース4

パスワード入会

非会員からのお問い合わせ

不明な住所の地図を添付

画像を添付できない現象

会員登録をする方法

未登録会員に配信する方法

お問合せメールから会員登録する方法
 > ホーム > ニュース > 会員登録をする方法 <<戻る

会員一覧の中に『会員』というお名前の方がいらっしゃいませんか？ 

 
プロフィールを登録していない会員の方です。 

 
連絡網のメンバーになる方は、その連絡網のメールアドレスに対して「カラメール」を送信

します。数秒後に「入会のお礼メール」が返信されてきます。

 
 
 
←入会お礼メールです。 

 
 
赤線部分をご覧ください。 

 
「操作できない場合は「お名前・児童名・・・」を返信して

頂ければこちらで登録させていただきます。」 

となっております。 

 
本文の最後にプロフィールを入力してもらうためのリンクが

ついていますが、web機能がない端末、登録方法がわからな

いなど、操作できない方がメールで返信する場合がございま

す。 

 
会員の方に代わってプロフィールを登録

会員の方からのメールは、管理者メニューの「お問合せ」からご確認することができます。 

 
プロフィールを登録していなくても「全配信」は届きますが「抽出配信」を行うときにはプ

ロフィール登録されていない会員の方は抽出されないためメールが届きません。 

抽出配信ができるように会員の方に代わってプロフィールの登録をお願いします。 

 
会員の方からのメールは「お問合せ」をチェック
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

 
 
『会員』というお名前の方がいたら、管理者メニューの「お

問合せ」を確認します。 

 
 
 
 
左図をご覧いただき、赤枠のように『会員』の方からのお問

合せがございましたらクリックします。 

 
 
プロフィール情報を確認し、「この会員を編集」をクリック

します。 
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会員の方のプロフィールを登録します
 
 
プロフィールを入力し、「登録する」ボタンをクリックしま

す。 

 
 
会員の方のプロフィールを登録できました。 

 
登録完了したら会員の方にメールでお知らせ

会員の方は、メールに気付いてくれたんだろうか？プロフィールが登録

できたかな？と不安な毎日を送っているかも知れません。 

管理者メニューの「会員管理」より登録された会員の方をクリックし、

メールでご連絡をお願いします。 

 
例文＊「本日、プロフィールの登録が完了しました。ありがとうござい

ました。」 

 
会員の方もメールが届き、一安心です。

 > ホーム > ニュース > 会員登録をする方法 <<戻る
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携帯 メール 連絡網のマメール プロフィール未登録会員に配信する方法　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

ニュース

ニュース2

ニュース3

ニュース4

パスワード入会

非会員からのお問い合わせ

不明な住所の地図を添付

画像を添付できない現象

会員登録をする方法

未登録会員に配信する方法

プロフィール未登録会員を抽出して配信する方法
 > ホーム > ニュース > 未登録会員に配信する方法 <<戻る

会員一覧の中に『会員』というお名前の方がいらっしゃいませんか？ 

 
プロフィールを登録していない会員の方です。 

 
連絡網のメンバーになる方は、その連絡網のメールアドレスに対して「カラメール」を送信

します。数秒後に「入会のお礼メール」が返信されてきます。

 
 
 
←入会お礼メールです。 

 
 
赤枠部分にプロフィールリンクがあります。 

 
 
プロフィールリンクに気付いていない、またはカラメールを

しただけで登録が完了だと勘違いしている方かもしれませ

ん。 

 
会員の方にプロフィール登録のお願い

プロフィールを登録していなくても「全配信」は届きますが「抽出配信」を行うときにはプ

ロフィール登録されていない会員の方は抽出されないためメールが届きません。 

抽出配信ができるようにプロフィールリンク付きメールの配信をお願いします。 

 
プロフィール未登録会員だけを抽出し配信します
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わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

管理者メニュー「抽出配信」をクリックします。 

 
「未登録会員を抽出」をクリックすると、プロフィールが登

録されていない会員の方が抽出されます。 

 
「配信へ」をクリックします。

 
 
 
未登録者への配信画面があります。 

 
初期設定では左図のような文章が入力されておりますので、

編集してご利用ください。 

 
 
「プロフィールリンクを付ける」に必ずチェックをしてくだ

さい。 

※会員の方に届くメールにプロフィールリンクが付きます。 

 
 
 
編集できたら「確認へ」をクリックします。 

 
 
確認後、「配信する」をクリックします。 

 
 
プロフィール未登録会員の方にメールが配信されました。

 
毎月1回プロフィール未登録会員へ配信

管理者メニュー「配信ウィザード」から予約して配信ができ

ます。 

毎月決まった日に予約をし、プロフィールが入力されていな

い方を自動抽出して、メールを配信することも可能です。 

 
プロフィール入力は確実にしておきたいです。忘れないため

にも「配信ウィザード」機能をご活用ください。 

 > ホーム > ニュース > 未登録会員に配信する方法 <<戻る
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お問い合わせ　　　　　　　　　　連絡網システムへログイン

トップ 導入事例 機能 ご利用料金 導入の流れ Q&A お問い合わせ ニュース

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

会社概要

わからないことは 
お気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00AM-17:00PM
お問い合わせ

お問い合わせ
 > ホーム > お問い合わせ <<戻る

メール 連絡網 をおはじめになるにあたって、さまざまな疑問

や不安をお持ちになることは当然です。われわれはそのような

疑問･不安を解消して自信を持って メール 連絡網 をご利用に

なれるようお手伝いいたします。 

どんな些細なことでも構いませんのでお尋ねください。 

 
 
専任スタッフが丁寧にそして親身になってお答えいたします。 

 
 

紙ベースの資料請求について

弊社の連絡網サービスは、多くの皆様に廉価にサービスを提供させていただけるようにする

ため、パンフレット等の紙ベースの資料を製作しておりません。 

紙ベースの資料をご希望の方は、お手数ですがダウンロードしてご利用くださいますようお

願い申し上げます。また、ＰＤＦでインターネット環境がない場所でもご覧いただけます。 

ご注意

申し訳ございません。 

「どこの学校で利用されていますか？」というような、ご利用いただいているユーザー様に

関するお問合せにはソーシャルクラック対策上、一切お答えすることはできませんので、あ

らかじめご了承下さい。 

※携帯メールの連絡網システムを使用しているかどうかを知られたくない団体様もいらっ

しゃいますし、ご利用者のお名前を他人に教えても良いかどうか許可を得ているわけでもご

ざいませんので何卒ご了承ください。 

セキュリティーについてもご覧ください。 

お電話でのお問い合わせ
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・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

※たくさんのお問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。 

時間帯によってはお電話が大変つながりにくくなっている場合がございます。メールでのお

問い合わせでも、本日または翌営業日にはご返信するようにしておりますのでご利用くださ

い。 

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ専用フォームをご準備いたしました。 

 
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ！

 > ホーム > お問い合わせ <<戻る
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セキュリティー
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毎日夜間・昼間にバックアップを実行
毎日夜間及び昼間にバックアップを実行し、お客さまの大切なデータを安全な場所へ退避していま
す。しかも、夜間と昼間で異なるハードウエア上にバックアップすることで危険分散され、安全性を
高めています。 
万が一のデータの破損等が発生しても、バックアップ時点まで復元することが可能ですので安心して
ご利用いただくことができます。 
 
お客様のデータ管理体制とセキュリティー 

安心のサーバー会社

「プライバシーマーク」制度と、情報セキュリティ管理の標準規格である「ISMS適合性評価

制度/BS7799:PART2:2002 」を認定取得しているサーバ会社をシステム運用サーバーとし

て採用しています。 

個人情報保護とセキュリティ管理を徹底し、安心・安全なサービスをお客様にご提供してい

ます。 

 
⇒プライバシーマーク制度とは？  

⇒ISMS適合評価制度とは？ 

⇒BS7799とは？  

サービスにおいて重要な基盤となるデータセンター

弊社が採用しているサーバではサービスの基盤となる部分だからこそ、重要な要素と位置付

け、サーバ専用の本格的データセンター設備を構築しています。災害・防犯対策はもちろ

ん、堅牢な設備、徹底的な安全対策で安定したシステム運用を実現しています。 

2003年には従来のデータセンター設備をさらに強化し、「情報処理サービス業情報システム

安全対策実施事業所認定」を受け（JQA適合証（№JQACS1127））、その信頼性が証明さ

れました。 

安心のサーバー環境 
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・セキュリティーについて 
・個人情報保護について 
・サイトマップ

 Yahooブックマーク登録

電源設備

非常時用の発電装置や大容量のバックアップ電池による厳重な停電対策にて、システム停止

を防ぎます。 

・特別高圧22Kv受電 

・高圧受電を3系統引き込み  

・CVCF自家発電装置 

・大容量バックアップ電池（大型CVCF無停電電源装置）  

災害予防対策

データセンターでは、耐震性に優れた設備により阪神大震災規模（最大震度７）の地震にも

耐えられ、また万一火災が発生した場合への消化設備も完備しています。 

・床構造 ― 床荷重１ton/平方メートル 

・ラック ― 特注耐震ラック　荷重700Kg/ラック  

空調設備

ホスティングに特化した設計・施工されており、電子計算機用空調機での温度・湿度管理に

より、サーバ機器に最適な環境を維持しています。  

 

セキュリティ

赤外線センサー、バイオメトリクス認証による入退室規制で外部からの侵入を徹底監視して

います。  

 
 
トータルセキュリティー対策

インターネットサービスにおいてセキュリティ対策は必須の要素です。弊社採用のサーバの

強みはシステムのセキュリティ対策はもちろん、データセンターを完全自社構築しているた

め、物理レイヤーからのトータルなセキュリティマネジメントができるという点です。 

データセンター内外の物理的なセキュリティ対策に始まり、ソーシャルクラック、システム

へのクラックに対して明確なセキュリティポリシーを確立し、お客様のデータをお守りして

います。  

 

弊社採用のサーバではTCP/IPの4つのレイヤー(データリンク層・ネットワーク層・トランス

ポート層・アプリケーション層)それぞれに特別のポリシーを設け、「監視」「防護」「記

録」「監査」を実施しています。  

・ 24時間365日監視 

・ 侵入防止および不正行為の検知と対策の実施 

・ OSのセキュリティ監査とその対策実施 

・ OS周辺ソフトのセキュリティ監査とその対策実施、管理操作時の安全確保（操作システ

ムの安全対策） 
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・ 新規導入ソフトのセキュリティ監査 

・ 導入済みプログラムのセキュリティ監査・対策（バージョンアップ等） 

・ アクセス記録システムの問題監査 

・ ロギングシステムそのものの適正化対策、管理時刻適正化等 

・ 不正行為の早期検知と24時間監視 

・ 不正アクセスに対するアクセス制御 

・ TCP通信ポート安全化、パスワードクラック防御、不正ホストアクセス制限 

・ 電子メール等の基幹システムやCGIなどの異常暴走監視 

・ システム基幹プログラムの改竄監視 

・ ハードウェア障害時のデータ復旧 

・ 必要でない限り、サーバOSに関する詳細なディストリビューション等のセキュリティの

根幹に関する技術的な情報は開示しない。 

 

ソーシャルクラックへの対応 

・ ソーシャルクラックを実施するための事前調査の可能性がある問合せに関しては返答をし

ない。 

・ パスワードの不正変更依頼などのソーシャルクラック対策を行う。（内容は非開示）  

ソーシャルクラックとは、他人になりすましてパスワードの変更を依頼したり、ホスティング会社のごみ箱

からパスワードの記載された書類を探し出すなど、社会的なクラッキング行為の事。

複数回線だから障害に強い 

5つの大手プロバイダからそれぞれ光ファイバーを引き込み、その回線を通じてインターネッ

トと接続をしています。だからどこかの回線に物理的事故、ネットワーク障害などの問題が

あったときでも他の回線でカバーできる、障害に対して非常に強い構造になっています。  

自らネットワークをコントロールして快適な接続環境を維持 

多くのレンタルサーバ業者が上流プロバイダに頼らざるを得ない所を、弊社契約サーバでは

BGP4接続により、回線を自らコントロールできるので、特定の回線が混雑した場合や、障害

が発生した場合、エンジニアが接続経路を直接制御し、お客様に影響の少ない対応を取るこ

とが可能です。 

このような経路制御は通常大規模な接続プロバイダで行うことが一般的で、ホスティング業

者でこのような経路制御を行っているのは非常に稀有な例となっています。  

専用回線で混雑を未然に防止 



プロバイダが行っているレンタルサーバサービスはバックボーンネットワークの回線が太く

ても、その回線を何万ユーザという接続サービス会員と共有している事がほとんどです。弊

社が採用しているサーバは高品質バックボーンをサービス用だけに構築していますので、快

適で高速にお使いいただけます。また、回線の容量に対しての実使用量が50%以内という内

部基準を設け、その値を超えるとネットワーク回線の増強を行っています。こうする事で繋

がりにくい状態が発生するのを未然に防いでいます  

まとめ 

まず第一に、お客様と契約させていただく時には、 

「実害の及ぶ可能性のあるプロフィール項目の設定はお断りしています」 

例えば極端な例ですが、入会時にクレジットカードの番号を入力するような要求をするご契

約はできません。 

また、住所の番地等詳細まで入力するようなプロフィールもお断りしています。 

つまりご契約されている方とその会員の方がかろうじて認識しあえる程度の情報でのみご契

約可能としています。 

このような情報は万が一流出したとしても実害が発生しないと考えられますし、ハッカーに

とっても「危険を侵してハッキングするメリットのある情報」とはなりにくいと考えます。 

万が一流出した場合でも被害を最小限に食い止める監視体制があることは前述のとおりで

す。 

 
もちろん、運用している我々もお客様のメールアドレスを閲覧する仕組みを持ちません。 

お客様の要求や当局の指示による場合にのみ、定期的に変更されるパスワードで、特定の人

物のみがアクセス可能な環境となっています。 

システムのバージョンアップなど開発時にも別環境にて充分テストを行なったものを導入し

ます。  

 > ホーム > お問い合わせ > メールでのお問い合わせ <<戻る
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メール連絡網システムマメールの開発及び運用は有限会社オムニシステムによって行われて

います。 

 
※有限会社オムニシステムはその実在が証明されている会社です。

概要

■名称 

　有限会社オムニシステム  

■所在地 

　〒509-2517 

　岐阜県下呂市萩原町萩原860番地  

■設立 

　平成１１年７月１４日 

■代表者 

　代表取締役　野村　良平  

■資本金 

　３００万円  

■主要取引銀行 

　十六銀行　益田支店 

　益田信用組合　萩原支店  

■連絡先 

　ＴＥＬ　０５７６－５３－０１２８  

　ＦＡＸ　０５７６－５３－０１２９  

　ＵＲＬ　http://www.omni.ne.jp/（別画面で開きます） 

　ＭＡＩＬ　info@@omni.ne.jp  

■事業内容 

　コンピュータシステムの企画、開発、販売、及び保守 

　コンピュータシステムの構築及び運用のコンサルティング 

　コンピュータシステム開発の技術者の派遣 
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　コンピュータの操作教育並びにコンピュータソフト開発の技術指導 

　前各号に付帯する一切の業務  

ごあいさつ

創業以来、オムニシステムは、「人や社会を幸せにするために、我々

に何ができるのか」を常に考え、「我々の生活も心も豊かになる、よ

り良い社会の土台となるようなサービスを創出していく」という目標

を掲げ、さまざまな事業を展開してまいりました。 

我々の創り出すサービスによって、社会に暮らす一人一人が幸せに、

そしてその一人一人が相互に協調しあってさらに幸せを生み出す仕組みとなるものを目指し

ています。 

その仕組みの一つとして登場したマメールも大変ご好評を頂き、平成26年現在で3600契約

を超え、会員数累計80万人を超えるサービスへと発展いたしました。人と人とがお互いの幸

せのために協調し合っていくことができるサービスの一つとして今後も注力していきたいと

考えております。 

今後も、お客様の高度かつ多様化するニーズに、どこよりも的確にお応えできるよう、常に

お客様の立場で考え、柔軟に変革できる集団であり続けたいたいと願っています。 

趣味：一眼レフ、登山、グライダー、フライフィッシング

会社所在地

 > ホーム > お問い合わせ > 会社概要 <<戻る
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トップ | 導入事例 | 導入の流れ | 機能 | Q&A | お問い合わせ | ニュース | 

» 運営会社 
有限会社オムニシステム 
» 代表者 
代表取締役　野村 良平 
» 所在地 
〒509-2517 
岐阜県下呂市萩原町萩原860番地 
» 業務内容 
ホームページ制作会社 岐阜県 
» 関連ホームページ 
災害･防災･緊急時の連絡網とは 
携帯メール連絡網「マ・メール」で一斉配信 
携帯メール「マ・メール」で販売促進 
» お問い合わせ 
お問い合わせ担当の
加藤と申します。 
みなさまの連絡網シ
ステムがスムーズに
本稼動されるよう、
懇切丁寧にご案内さ
せていただきます。 
どんな些細なことで
も構いませんので、
どうかご遠慮なさらずお気軽にお問い合わ
せください。 
※時間帯によってはお電話が大変込み合
い、ご迷惑をおかけいたしております。 
もし、お時間に余裕がございます場合には
メールにてお問い合わせください。

» お問い合せ 
TEL、FAX、お問合せフォームからどうぞ 
TEL 0576-53-0128 
お問合せフォームはこちら 
» お申込方法 
必ず1ヶ月間の無料お試しをご利用いただ
きます。 
無料お試しはこちら 
» ご利用まで 
* 約1日（営業日）で設定を完了しすぐに
無料お試しをご利用いただけます。 
お試し期間中にはいっさい料金はいただき
ません。 
*無料お試しの期限が近づいてまいりまし
たらメールにてご連絡いたします。 
専用フォームから継続してご利用になるか
どうかをお決めください。 
  

SSL（Secure Sockets 
Layer）による通信の暗号化
と、ベリサイン社によるサー
バー認証を使用して、より安

全性の高いお申込みが可能です。

» 営業日カレンダー 
土日･祝祭日を除く 
午前９:００から１７:００まで 

Copyright (c)2001-2009 OMNI SYSTEM INC. All rights reserved. 
ホームページ制作会社 岐阜県 有限会社オムニシステム 

携帯メール連絡網
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