新規登録

取扱説明書

空メール登録

https://www.kidsinfo.jp/Jakuetsu/201503-4
新規登録
２：かんたん接続設定（ブックマーク登録）

１：空メール登録

１：空メール登録
１ ﾒｰﾙを送信します。

メール送信先

touroku@kidsinfo.jp

２ ﾒｰﾙを受信します。

宛先に
touroku@kidsinfo.jp
を入力

新規メール作成
To（宛先）

３ URLに接続します。

renraku@kidsinfo.jp
から
登録用ﾒｰﾙを受信

＊＊＊

当メールシステムは、株式会社
ジャクエツが信頼できると判断し
た会社（業務委託先 株式会社
Newデイシス）でサービスの管理
運営を委託し管理しております。

～

このメールは、㈱ジャクエツ・か
メール本文の
んたんメールver2への利用者情
報を登録する目的で運営会社㈱
ＵＲＬに接続
Ｎｅｗデイシスが送信しています。

・本文には何も
入力しない。
・署名などが入力
されている場合は、
削除する。

本文

かんたんメールver.2

かんたんメールver2への登録を
下記URLから行って下さい。
↓↓↓↓↓↓↓
https：
//www.kidsinfo.jp/Jakuetsu/
○○○○○○/********

件名(題名)に
園ｺｰﾄﾞを入力

touroku@kidsinfo.jp
Sub（件名）

４ 利用規約に同意します。

上記の規約に同意し、利用登録
を行う場合は、「同意する」ボタン
を押して、次画面に進んでくださ
い。

※受信できない場合は、
「kidsinfo.jp」という
このメールは自動配信されてい
ﾄﾞﾒｲﾝからのﾒｰﾙを受信
ますので、返信をしないようお願
いします。
送信
同意する
できるよう、迷惑ﾒｰﾙ
拒否設定を変更して下さい。
※ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ登録をしたい携帯電話、もしくはｽﾏｰﾄﾌｫﾝ
※ｻｲﾄへ接続するための
利用規約をご確認の
からﾒｰﾙを送信します。
ﾊﾟｹｯﾄ通信料はご利用者様
上、同意するを選択
※園ｺｰﾄﾞは3ｹﾀの半角英字です。
のご負担となりますので
わからない場合は、園にお問い合わせ下さい。
ご了承下さい。
９ ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを控えます。
５ 必要事項を入力します。 ６ 内容を確認し保存します。 ７ ﾒｰﾙを受信します。
８ URLに接続します。
renraku@kidsinfo.jp
かんたんメールver2

かんたんメールver2

■ 氏名
若越太郎
■ ふりがな
じゃくえつたろう

■ 性別
男

ひまわり

かんたんメールver2をご利用の
際に必要なIDとﾊﾟｽﾜｰﾄﾞをお知ら
せします。
以下のURLを押してください。
※表示有効期限は、○/○/○ま
でです。
https：
//www.kidsinfo.jp/Jakuetsu/
○○○○○○/********

▼

かんたんメールver2
かんたんメールver2への
登録が完了しました。

■ クラス
ひまわり

なお、かんたんメール
ver2へのID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞURL
を記載したﾒｰﾙを送信致
しましたので、この画面を
閉じて、ご確認ください。

～
保存

次へ

若越太郎 様の
ID、パスワードをお知らせします。
※ID、パスワード情報をメモして
おいてください。

若越太郎様

■ ふりがな
じゃくえつたろう

■ 性別
● 男
○ 女
■ クラス

かんたんメールver2

かんたんメールver2

から
登録完了ﾒｰﾙを受信

■ 氏名
若越太郎

ID：********
パスワード：******
ログインはこちら
※※必ず控えて下さい※※

ID：

かんたんメールver2はこちら
https：//www.inpot.jp/Jakuetsu/
メール本文の
○○○○○○/********

登録完了画面

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：

ＵＲＬに接続

※半角英数字を大文字/小文字に注意
して控えて下さい。

※これで利用登録は完了です。続いて、次回以降かんたんメールver2にかんたんに
接続するために以下のﾌﾞｯｸﾏｰｸ登録を行って下さい。

２：かんたん接続設定(ﾌﾞｯｸﾏｰｸ登録)
１ URLに接続します。

※ログインされた状態で操作します。

２ ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞでﾛｸﾞｲﾝします。 ３ 「かんたん接続設定」を選択します。 ４ 暗証ｷｰを設定します。
かんたんメールver2

かんたんメールver2
若越太郎 様の
ID、パスワードをお知らせします。
※ID、パスワード情報をメモして
おいてください。

IDとパスワードを入力して、「利
用開始」を押して下さい。
I D

ID：********
パスワード：******

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

ログインはこちら

https://www.kidsinfo.jp

https://www.kidsinfojp

かんたんメールver2

かんたんメールver2

若越太郎様

かんたん接続設定を行います。
設定を行うと、自分で決めた暗証
キーだけで接続が行えるように
なります。

【メニュー】
[1] 利用者情報編集
[2] メールアドレス設定
[3] かんたん接続設定
[8] 利用停止
[9] サポート窓口
[10] 終了

利用開始

～
暗証ｷｰ

＊＊＊＊＊＊
暗証ｷｰ（確認用）

＊＊＊＊＊＊

ID/パスワードを忘れた場合は園
にお問い合わせください。サポー
ト窓口では、お答えできません。

設定

6～32ｹﾀのお好きな
英数字を入力

５ 「かんたん接続画面」へ。 ６ ﾌﾞｯｸﾏｰｸ登録をします。
かんたんメールver2
かんたん接続設定が完了しまし
た。
「かんたん接続画面へ進む」を押
して下さい。
※暗証キーはご自身で管理して
ください。

かんたんメールver2
この画面を「ブックマーク登録」し
てください。
※登録したブックマークから、暗
証キーだけで接続することができ
ます。

かんたん接続画面へ進む
お名前 ： 若越太郎
メニューへ戻る
設定した暗証キーを入力し、「接
続」を押して下さい。

ジャクエツサポート窓口

ﾌﾞｯｸﾏｰｸ登録（お気に入り登録）と
は、お使いの携帯電話、もしくは
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに、該当のﾍﾟｰｼﾞを
残しておく機能です。
お使いの機種によって、登録方法
が異なりますので、ご不明な場合
は、各携帯会社にご確認下さい。

これでﾌﾞｯｸﾏｰｸ登録は完了です。
以後、このﾌﾞｯｸﾏｰｸ画面で暗証ｷｰを入力するだけで
かんたんメールver2に接続できます。

※兄弟姉妹がいらっしゃる場合は、
登録するお子様のお名前で、
ここまでの操作を繰り返して下さい。

～

操作方法でご不明な点がございましたら、下記サポート窓口までお問い合わせください。
※ただし、ID、パスワード、暗証キーを含む個人情報につきましては、お答え致し兼ねますので、ご了承ください。
【TEL】 054-205-8080

【対応時間】 9：00～12：00

13：00～18：00 （土・日・祝日・GW期間・夏季休暇・年末年始休暇を除く）

●操作方法のご説明●

取扱説明書
https://www.kidsinfo.jp/Jakuetsu/201503-7

連絡機能あり

ログイン
※かんたんメールver2のサイトを、「かんたん接続設定」によってブックマーク（お気に入り）登録している方は、
下記「かんたん接続設定を行っている方はこちら」から操作して下さい
１ 接続先URLに接続します。

接続先URL

https://www.kidsinfo.jp

２ ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞでﾛｸﾞｲﾝします。 ３ ﾛｸﾞｲﾝ完了。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの場合

携帯電話の場合
・・・ i モード

または

・・・ EZweb
スマートフォン
標準ブラウザ

・・・ yahoo! ケータイ

かんたんメールver2

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの
「ﾌﾞﾗｳｻﾞ」ﾎﾞﾀﾝより
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ画面を表
示します。

Safari

かんたんメールver2

IDとパスワードを入力して、「利
用開始」を押して下さい。

若越太郎様
【メニュー】

I D
■ 出欠席連絡
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

画面上部のｱﾄﾞﾚｽﾊﾞｰ
に、「接続先URL」を入
力します。

接続したいﾍﾟｰｼﾞのURLを
入力して下さい。

利用開始

検索ﾊﾞｰには入力しない

https://www.kidsinfo.jp

ID/パスワードを忘れた場合は園
にお問い合わせください。サポー
ト窓口では、お答えできません。

（検索ｷｰﾜｰﾄﾞを入力
する検索ﾊﾞｰには
入力しないで下さい）

接続

[1] 利用者情報編集
[2] メールアドレス設定
[3] かんたん接続設定
[4] バスコース・ポイント設定
[8] 利用停止
[9] サポート窓口

これでﾛｸﾞｲﾝは完了です。

「yahoo！JAPAN」の検索ﾍﾟｰｼﾞから操作することを
おすすめします。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ画面上部のｱﾄﾞﾚｽﾊﾞｰ
（「http://m.yahoo.co.jp/」とｱﾄﾞﾚｽが入力されてい
る部分）に「接続先URL」を入力して接続します。

上記それぞれのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続画面よ
り、URL直接入力画面を表示し、上記
「接続先URL」を入力して接続します。

かんたん接続設定を行っている方はこちら
１ ﾌﾞｯｸﾏｰｸ画面を表示します。
かんたんメールver2
この画面を「ブックマーク登録」し
てください。
※登録したブックマークから、暗
証キーだけで接続することがで
きます。

２ 暗証ｷｰでﾛｸﾞｲﾝします。
登録してあるﾌﾞｯｸﾏｰｸ画面の表示方法は、
お使いの携帯電話、もしはｽﾏｰﾄﾌｫﾝ機種によって
操作が異なります。
以下ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ画面に表示されている場合がほとんど
ですが、操作が分からない場合は、お手数ですが
各携帯会社にご確認下さい。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの場合

携帯電話の場合

お名前 ： 若越太郎

・・・ i モード

設定した暗証キーを入力し、「接
続」を押して下さい。
※ID/パスワードと暗証キーは別
物です。
～

スマートフォン
標準ブラウザ

Safari

２ 連絡したい内容を選択し、送信します。
かんたんメールver2

若越太郎様

出欠席連絡
連絡内容を選択して、「送信」を
押してください。
※本日の連絡受付は08：00まで
です。
■ 用件日

[1] 利用者情報編集
[2] メールアドレス設定
[3] かんたん接続設定
[8] 利用停止
[9] サポート窓口
[10] 終了

【メニュー】
設定した暗証キーを入力し、「接
続」を押して下さい。
※ID/パスワードと暗証キーは別
物です。
暗証キー

■ 出欠席連絡
[1] 利用者情報編集
[2] メールアドレス設定
[3] かんたん接続設定
[8] 利用停止
[9] サポート窓口
[10] 終了

接続

設定済みの暗証ｷｰ
（6～32ｹﾀの英数字）を入力

これでﾛｸﾞｲﾝは完了です。

※ログインされた状態で操作します。表面「ログイン」の［3］まで操作します。

かんたんメールver2

■ 出欠席連絡

若越太郎様

お名前 ： 若越太郎

～

園へ連絡を送る

【メニュー】

かんたんメールver2

～

または

※お使いの携帯電話、もしくはｽﾏｰﾄﾌｫﾝのﾌﾞｯｸﾏｰｸ
（お気に入り画面）より「かんたんメールver2」画面を表示します。

１ 「○○連絡」を選択します。

かんたんメールver2

・・・ EZweb
・・・ yahoo! ケータイ

３ ﾛｸﾞｲﾝ完了。

6
～
---■ 用件

▼

月

▼

月

３ 「はい」を選択します。
かんたんメールver2

20

▼

日

----

▼

日

４ 連絡送信完了。
かんたんメールver2

送信してよろしいですか？
連絡の送信が完了しました。

【例】出欠席連絡

はい

いいえ

用件日（必須）・・・6月20日
用件（必須）・・・・・欠席
内容（必須）・・・・・風邪のため

～

送信

※園によって表示されている文言が
異なる場合がございます。

これで連絡送信は完了です。

登録情報を変更する

※ログインされた状態で操作します。表面「ログイン」の［3］まで操作します。

１ 「利用者情報編集」を選択します。 ２ 変更内容を入力します。

３ 内容を確認し、保存します。

かんたんメールver2

かんたんメールver2
若越太郎様
【メニュー】

かんたんメールver2

■ 氏名

■ 氏名

若越太郎
■ ふりがな

若越太郎
■ ふりがな
じゃくえつたろう

■ 出欠席連絡

じゃくえつたろう
■ 性別
● 男
○ 女
■ クラス

[1] 利用者情報編集
[2] メールアドレス設定
[3] かんたん接続設定
[8] 利用停止
[9] サポート窓口
[10] 終了

４ 利用者情報編集完了。
かんたんメールver2
利用者情報編集を完了しました。

■ 性別
● 男
■ クラス

ひまわり

▼

ひまわり

次へ

保存

これで登録情報の変更は完了です。

※変更できる内容は園によって 異なる場合があります。

メールアドレスを追加・変更する
１ 「ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ設定」を
選択します。

※ログインされた状態で操作します。表面「ログイン」の［3］まで操作します。

２ 変更または追加したいｱﾄﾞﾚｽの ３ 「らくらくﾒｰﾙ設定」を
「らくらく設定」を選択します。
選択します。

４ ﾒｰﾙを送信します。

５ ﾒｰﾙを受信します。
renraku@kidsinfo.jp
から登録完了ﾒｰﾙを受信

新規メール作成
かんたんメールver2

かんたんメールver2

若越太郎様

かんたんメールver2

メールアドレス1～3の変更・設定
を行うことができます。

【メニュー】
■ 出欠席連絡

■メールアドレス1
○○○@docomo.ne.jp

[1] 利用者情報編集
[2] メールアドレス設定
[3] かんたん接続設定

らくらく設定(推奨)
手入力設定

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ1を変更します。

touroku@kidsinfo.jp

らくらくメール設定

Sub（件名）

メール作成画面が表示されます
ので、何も入力せずにメールを送
信して下さい。今、お使いのメー
ルアドレスが登録されます。

本文

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

内容そのままで
送信

～

[8] 利用停止
[9] サポート窓口
[10] 終了

To（宛先）

送信

※受信できない場合は、
「kidsinfo.jp」という
ﾄﾞﾒｲﾝからのﾒｰﾙを受信できるように、
迷惑ﾒｰﾙ拒否設定を変更して下さい。

※上記操作で登録できない場合は、[2]の画面にて「手入力設定」を選択して操作して下さい。
※登録制限により、「らくらく設定(推奨)」、および「手入力設定」の文字が表示されていない場合がございます。
これでﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更は完了です。
この場合、園にメールアドレスの登録をご依頼ください。

機種変更（再ﾌﾞｯｸﾏｰｸ作成）

※ログインされた状態で操作します。表面「ログイン」の［3］まで操作します。

１ 「かんたん接続設定」を選択します。 ２ 暗証ｷｰを設定します。

３ 「かんたん接続画面」へ。 4 ﾌﾞｯｸﾏｰｸ登録をします。

かんたんメールver2

かんたんメールver2

かんたんメールver2

若越太郎様

かんたん接続設定を行います。
設定を行うと、自分で決めた暗証
キーだけで接続が行えるように
なります。

かんたん接続設定が完了しまし
た。
「かんたん接続画面へ進む」を押
して下さい。
※暗証キーはご自身で管理して
ください。

【メニュー】
■ 出欠席連絡

～
暗証ｷｰ

[1] 利用者情報編集
[2] メールアドレス設定
[3] かんたん接続設定

＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊
設定

サービスの利用を停止する
１ メニューから
「8：利用停止」を選択します。

この画面を「ブックマーク登録」し
てください。
※登録したブックマークから、暗
証キーだけで接続することができ
ます。

かんたん接続画面へ進む
お名前 ： 若越太郎

暗証ｷｰ（確認用）

[8] 利用停止
[9] サポート窓口
[10] 終了

かんたんメールver2

メニューへ戻る

6～32ｹﾀの
お好きな英数字を入力

設定した暗証キーを入力し、「接
続」を押して下さい。

～

ﾌﾞｯｸﾏｰｸ登録
（お気に入り登録）とは、
お使いの携帯電話、もしくは
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに、該当のﾍﾟｰｼﾞを
残しておく機能です。
お使いの機種によって、
登録方法が異なりますので、
ご不明な場合は各携帯会社
にご確認下さい。
これでﾌﾞｯｸﾏｰｸ登録は完了です。
以後、このﾌﾞｯｸﾏｰｸ画面で
暗証ｷｰを入力するだけで
かんたんメールver2に接続
できます。

※ログインされた状態で操作します。表面「ログイン」の［3］まで操作します。

２ ご案内をお読みいただき、
「同意して停止」を選択します。

３ 「◯◯様の利用を停止してよろしいですか？」
が表示されましたら、「はい」を選択します。

４

利用停止完了。

※利用停止はかんたんメールver2からの登録情報の抹消です。

ジャクエツサポート窓口

～

操作方法でご不明な点がございましたら、下記サポート窓口までお問い合わせください。
※ただし、ID、パスワード、暗証キーを含む個人情報につきましては、お答え致し兼ねますので、ご了承ください。
【TEL】 054-205-8080

【対応時間】 9：00～12：00

13：00～18：00 （土・日・祝日・GW期間・夏季休暇・年末年始休暇を除く）

