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2. 件名だけの空メールを送信してメールアドレスを登録します。

宛先メールアドレス

件名

3. 自動返信されたメールが届きます。

4. 利用者情報を登録します。

※件名の数字は半角で、本文は未記入のまま送信してください。一部機種で本文に
　何か入力しないと送信できない場合は、何か１文字以上入れて送信してください。

7 桁の数字（団体コード）

5. ログイン ID・パスワードをメモします。

れんらくメール PRO 受付

xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

上記メールアドレスを

受け付けました。

引き続き下記 URL より登録

を行ってください。

http://rmailpro.com/entry/

entry.php?encode=xxxx&mem

code=xx&tmp_pass=xxxxxx

このメールは自動配信され・・・

左記のような登録手続きのメールが自動で
送られてきます。
点線内の指定された URL をクリックしてく
ださい。情報登録用のサイトに移動します。

ご登録者様の情報を登録するページが開きます。

※詳しい入力方法はこちらをご覧ください。

※原則、自動返信メールは即座に送信されます。

しばらく待っても来ない場合はこちらを再度

ご確認ください。原因のほとんどはこちらです。

xxxx 様の ID とパスワード

をお知らせします。

ID とパスワードは必ずメモ

しておいてください。

ID： xxxxxxxx

PASS： xxxxxx

れんらくメール PRO はこちら

から

http://rmailpro.com/k/

entry@rmailpro.com

登録が完了すると左記のメールが送られてきます。
ID とパスワードはログインする際に必要になります
ので、忘れないように必ずメモをお取りください。
点線内の URL から、れんらくメール PRO にログイン
して出欠連絡や掲示板等を利用できるようになります。

xxxxxx 園 ( 校 )

れんらくメール PRO 登録

■お名前

■ﾌﾘｶﾞﾅ( 全角ｶﾀｶﾅ)

■性別

男

女

登録

年 ( 西暦 4 桁 )
月
日

entry@rmailpro.comは登録専用です。メールは info@rmailpro.comより送信されます。

ご登録者様の情報を登録するページが開きます。

（お名前欄はお子様のお名前をご登録ください）

上から順番に入力して最後に登録ボタンを押し

てください。

※フリガナは必ず全角カタカナで入力してく

　ださい。

※通園 ( 学 ) ルートは設定されている場合のみ

　表示されます。

※アドレス非表示設定とは登録されたメール

アドレスをご契約の管理者にも分からないよ

うにする設定です。初期値は非表示にチェッ

クが入っていますが、逆に通知したい場合は

チェックをはずしてください。

登録が完了するとれんらくメール PRO への

ID・パスワード・URL が記載されたメール

が届きますので、この画面を閉じてご確認

ください。

■誕生日

■クラス

■通園 ( 学 ) ルート

■アドレス非表示設定

　 非表示にする

ID: PASS:

5．へ続く

4．より

※兄弟、姉妹がいらっしゃる場合は 1～４の手順を人数分行ってください。

※info@rmailpro.comは全国のご契約団体共通の送信用アドレスです。絶対に返信しないでください。

1. rmailpro.comからのメールを受信できるようにお持ちの携帯
　電話に「指定受信」登録を行ってください。

「指定受信」登録を行わないことでれんらくメール PRO からのメールを受信できない方

がたくさんいらっしゃいます。メールを受信できないと連絡網の意味がありませんので

必ず設定を行ってください。「指定受信」の登録方法は一般的な携帯電話ならば本マニュ

アルの 4 ページ目、スマートフォンならば 5 ページ目をご覧ください。

user1
1119084
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6. ログイン ID・パスワードを忘れてしまったら。

①ログイン ID・パスワードを忘れてしまった時には、れんらくメール PRO のログイン画面から、

　メールにて確認することができます。

ご登録された方がれんらくメール PRO へログインする URL

れんらくメール PRO

ID・パスワードをお忘れ

の方はこちら >>

SSL でログイン

SSL とは？

■ID

■パスワード

    ログイン

ID とパスワードを入力し

て「ログイン」ボタンを

押してください。

れんらくメール PRO

■メールアドレス

ご登録のメールアドレス

を入力して「確認」ボタ

ンを押してください。

れんらくメール PRO

１件の登録データがあり

ました。

ご登録のメールアドレス

宛に ID・パスワードを送

信しましたので、この画

面を閉じてご確認くださ

い。確認

②ログイン画面の下の、

「こちら >>」をクリック

してください。

③ご登録のメールアドレスを

入力して、「確認」ボタンを押

してください。

入力にミスがあると警告が出

ますので、「戻る」ボタンを押

して再入力してください。

また、受信拒否等によりご登録

者様がメール送信エラーの状態

にセットされている場合はサー

バーがメール送信を行いません。

この場合はご契約団体の管理者

にお問い合わせ下さい。

xxxx 様

れんらくメール PRO の ID・

パスワードは以下の通りで

す。

④登録されたメールアドレス

宛にログイン ID とパスワード

が送信されますので、ご確認

ください。

下記の URL よりログイン

してください。

http://rmailpro.com/k/

------------------------
ID：　XXXXYYYY
PASS：　ZZZZZZ
------------------------

7. れんらくメール PROでできること。

①れんらくメール PRO に登録すると以下のことができます。

・出欠遅刻 ( 延長 ) 連絡　　・掲示板閲覧　　・匿名アンケートの回答
・緊急連絡メールを受信（通常・既読確認・一言返信・参加確認・賛成確認）

※当日の出欠遅刻 ( 延長 ) の連絡は、それぞれ指定された締切時間がありますのでご確認ください。

※出欠および延長連絡をご利用されない場合は、それぞれ ( 利用不可 ) と表示されクリックできません。

※重要なメールにはご登録者様がメールを読まれたか確認する既読確認要請が付いている場合がありま

　す。メールの文末にある URL をクリックして送信ボタンを押してください。ご登録者様がメールを

　読まれたことが管理者に通知されます。また、一言返信機能メールは管理者に対してメッセージを送

　ることができます。

②れんらくメール PRO にログインすると以下の画面が表示されます。

　お名前はカタカナ表示されています。メニューに従ってご利用ください。

③簡単ログイン設定は数字 4 桁の簡単パスワード

でログインできるように設定できます。推測され

にくい、安全なパスワードを設定してください。

④[0] アンケートは未回答のアンケートがある場合

のみ表示されます。

⑤パスワードは初期値として 6 桁の数字が付与され

ますが、変更することができます。半角英数字 4 ～

12 桁のお好きなパスワードに変更してください。

( ただし、1111 等の 4 桁の同じ数字、および 1234

は設定できません )

⑥お客様のご登録いただいた情報をれんらくメール

PRO のサーバーから削除することができます。削除

される場合は [7] 登録削除から行ってください。

れんらくメール PRO

簡単ログイン設定

■メニュー

[0] アンケート

[1] 出欠連絡

[2] 延長連絡

（出欠・延長連絡履歴）

[3] メールを見る

[4] 掲示板を見る

[5] 利用者情報編集

[6]ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更

[7]ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更

[8] 登録削除

[9] 終了

XXXX 様

⑦お手持ちの携帯電話が Global Sign Root CA 証明書対応機種の方は SSL にて接続すること

　ができます。詳しくは別紙「れんらくメール PRO のセキュリティー対応・プライバシー

　ポリシー」をご覧下さい。

※ログイン ID とパスワードでログインしてください。http://rmailpro.com/k/
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8. 簡単ログイン設定方法。

①簡単ログインの設定方法をご説明します。

9. 困ったときの対応

れんらくメール PRO

簡単ログイン設定

■メニュー

[1] 出欠連絡

[2] 延長連絡

[3] 掲示板を見る

[4] 利用者情報編集

[5]ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更

[6]ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更

[7] 登録削除

[9] 終了

XXXX 様

れんらくメール PRO

4 桁の数字を「簡単パス

ワード」に設定しておく

と「簡単パスワード」だ

けでログインできるよう

になります。

■簡単パスワード

設定

れんらくメール PRO

■簡単パスワード

ログイン

ID=xxxxxxxx

※このページを「お気に

入り」に登録しておくこ

とで簡単パスワードでロ

グインできます。簡単パ

スワードを忘れたもしく

は変更する場合は こちら

 から正規の ID と PASS で

ログインしてください。

①簡単ログイン設定をクリ

ックしてください。

②4 桁の数字を入力して

「設定」ボタンを押して

ください。この時点で

簡単パスワードが保存さ

れます。 ③この画面をお気に入りに

設定してください。先ほど

設定した簡単パスワードで

ログインできるようになり

ます。

※簡単ログイン設定は何度でも設定することができます。安全のため定期的にパスワードを変更してください。

　簡単ログインを設定しなおした場合は、必ず「お気に入り」への登録まで行ってください。③の画面には第 2

　パスワードが URL に埋め込まれているため、「お気に入り」への登録を完了することで簡単ログインは有効

　になります。

①携帯電話の変更に伴い、メールアドレスが変わった場合。

携帯電話やメールアドレスが変わっても、新規に登録しなおす必要はありません。

ログイン ID とパスワードは有効ですので、新しい携帯電話から URL にログインして

「メールアドレス変更」手続きを行ってください。簡単ログイン設定されている方は

再度、設定してお気に入りに登録しなおしてください。

②登録後に受信拒否設定してしまった場合。

受信拒否されたメールアドレス宛にメールが送信される

と、通常エラーメールが返ってきます。1 度でもエラー

メールが返ってきた場合、れんらくメール PRO のサーバ

ーは該当するメールアドレスに対してメールを送信しな

いように設定されます。これを解除するには、受信拒否

を解除してから「メールアドレス変更」手続きを行いま

す。実際にはメールアドレスは変更されていない場合で

も変更手続きを行うことでサーバーのエラー設定が解除

できます。

登録されているメール

アドレスが 1 回以上送

信できませんでした。

メールアドレスを変更

されている場合はﾒﾆｭｰ

の「ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更」よ

り変更手続きを行って

ください。お心当たり

のない方も同様の手順

を行うことで解除され

ます。

れんらくメール PRO

簡単ログイン設定

■メニュー

XXXX 様

※エラーが設定された場合、ログイン後の画面のトップ

に右図のような案内が表示されます。

③登録後に受信拒否設定して、さらにログイン ID、パスワードを忘れて

しまった場合。

②で説明しましたが、ログインできれば受信拒否のエラーは解除できます。しかし、

ログイン ID、パスワードを忘れてしまった場合、ログイン ID とパスワードをメールに

て問い合わせることができなくなります。（受信拒否エラーのためメールを送信しない

ように設定されてしまったためです）

この場合は、サーバーから送ることはできませんので、所属する団体の管理者にお問い

合わせください。
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10. 携帯電話各社のドメイン指定受信設定【既存の携帯電話】

※ 設定を行うにはそれぞれパスワードまたは暗証番号が必要です。

■ au（WIN）

①  E メール設定

②  その他の設定

③  迷惑メールフィルター

④  暗証番号を入力

⑤  詳細設定

※「メールキー」 を押して 【E メール

メニュー】 から設定を行います。

⑥  指定受信リスト設定

　「設定する」にチェックして

次へ

⑦  指定受信

　　rmailpro.com

　　をリストに追加して

登録

■ docomo（FOMA）

①  i メニュー

②  お客様サポート

③  各種設定

　（確認・変更・利用）

⑥  ステップ４【受信設定】

@rmailpro.com  

をリストに追加して

登録

⑤  【受信拒否設定】

　　設定にチェックして

次へ

④        【メール設定】

決定

迷惑メール対策

【詳細設定 /解除】

【パスワード入力】

☟

☟

■ Softbank (vodafone/disney 携帯 )

①  【設定・申込】を選択

②  【メール設定】を選択

③  【メール設定（アドレス・迷惑メール等）】

　　を選択

④  暗証番号を入力

OK

※[Y!]（yahoo ボタン）から設定を行います。

⑤  　　　 迷惑メールブロック設定

「個別設定」を選択

「受信許可・拒否設定」を選択

「受信許可リスト設定」

アドレス入力欄で　＠rmailpro.com　を入力し、

　　　　　後方一致にチェックする

設定完了

☟

☟

☟

☟

☟

☟

Memo

QRコードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。

■ ウィルコム

①  オンラインサインアップでセンターに

　　 接続

②  「メールアドレス指定受信拒否 /

　　 指定受信」を選択

③  「指定受信の登録 /追加 / 削除」

　　 を選択

④  「*@rmailpro.com」を入力

⑤  入力内容確認

登録

※ウェブのメインメニューから設定を行います。

※ドメインとはメールアドレスの@よりも

　後ろの部分を指します。

　例 )○○○@xxx.ne.jp の場合 [xxx.ne.jp] が

　ドメインです。

※ここに示した操作方法は各社の一般的な方

　法です。機種によっては操作方法や表示が

　異なる場合がありますのでご了承ください。

「設定する」を選択し受信許可リストを設定する

※指定受信リスト設定（なりすまし・
転送メール許可）も同様に設定してく
ださい。

※なりすましメールの拒否設定をされている場合は

「救済リスト」へ追加してください。
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11. 携帯電話各社のドメイン指定受信設定【スマートフォン】

※ 設定を行うにはそれぞれパスワードまたは暗証番号などが必要です。

■ au (iPhone 以外 )

①  E メール設定

②  その他の設定

③  迷惑メールフィルター

④  暗証番号を入力

⑤  詳細設定

※「メールキー」 を押して 【E メール

メニュー】 から設定を行います。

⑥  指定受信リスト設定

　「設定する」にチェックして

　「次へ」を選択

⑦  指定受信

　　rmailpro.com

　　をリストに追加して「登録」

■ docomo

①  sp モードメールアプリを起動

　メールアプリ→メール設定→

　その他→メール全般の設定

③  詳細設定 /解除を選択

⑥  ステップ４【受信設定】

@rmailpro.com  

をリストに追加して

登録

⑤  「迷惑メール対策」画面で

　「受信／拒否設定」の「設定」

　を選び、「次へ」を選択

④  「認証」画面にて、sp モード

　パスワードを入力し「決定」

　を選択

■ Softbank 

①  メール設定（SMS/MMS）を選択

②  迷惑メールブロックの設定の「変更する」を

　選択

③  「個別設定はこちら」を選択

⑥  「設定する」を選択

④  受信許可・拒否設定

　「受信許可リスト設定」を選択 .

※My SoftBank にログインする。

■ ウィルコム

①  オンラインサインアップでセンターに

　　 接続

②  「メールアドレス指定受信拒否 /

　　 指定受信」を選択

③  「指定受信の登録 /追加 / 削除」

　　 を選択

④  「*@rmailpro.com」を入力

⑤  入力内容確認

登録

※ウェブのメインメニューから設定を行います。

※ドメインとはメールアドレスの@よりも

　後ろの部分を指します。

　例 )○○○@xxx.ne.jp の場合 [xxx.ne.jp] が

　ドメインです。

※ここに示した操作方法は各社の一般的な方

　法です。機種によっては操作方法や表示が

　異なる場合がありますのでご了承ください。

※ここに記載されたURL は各携帯電話会社の

　サイトです。事前に予告なく変更される場

　合がありますので、予めご了承ください。

http://www.au.kddi.com/iphone/support/ から「迷惑メールフィルター」の項目をご覧いただき

「指定受信リスト」に rmailpro.comを登録してください。

■ au (iPhone)

⑤ 受信許可リスト設定

　利用設定「設定する」を選択

　受信許可リストを設定

　＠rmailpro.com（後方一致）

　をリストに追加

※指定受信リスト設定（なりすまし・
転送メール許可）も同様に設定してく
ださい。

※なりすましメールの拒否設定をされている場合は

「救済リスト」へ追加してください。
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