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QRコード読み取り機能付き携帯電話をお使いの方は、QRコードを利用しアドレスの入力ができます。

ドメイン指定受信など受信制限をされている方は、URL付きメール受信とctty―tenttjpからの受信を可

能にしてください。

※携帯電話の使用方法につきましては各携帯会社にお問い合わせください。
※これらの登録方法などは実際とは若干異なることがありますのでご了承ください。
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天理市安全・安心メール

●防犯情報 ●防災情報 ◎登

録の前に下記の「このサイトにつ

いて」を必ずご覧ください。
注意 :登録の変更は、選択した項

目のみが有効となります。防犯・

防災が必要な場合は両方を選択
してください。

■新規登録
■登録の変更・解除
■過去履歴閲覧
■このサイ トについて

①トップページが開きます。
「新規登録」をクリックします。
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受信メール

【日時】
2007/5/20 1426

【件名】
防犯メール登録について

【本文】
以下のアドレスにアクセス

し登録情報の入力を行つてく
ださい。

huっ ://an20n C“rtOn"」p/XXXxx/

④記載されているURLをクリッ
クしアクセスします。

⑦登録完了の画面が表示
され確認メールが届きます。

②「送信する」ボタンをクリックし
ます。

【・
―ma‖】xxxx@zzzzjp

◆受信情報
※配信希望の項目にチェックしてください

□不審者情報
□防災情報

◆お住まいの小学校区

選択してください

⑤配信希望項目にチェックし、
「お住まいの小学校区」を選択し
「確認画面へ」をクリックします。
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新規メール

【宛先】χまЖ@dty tend jp
【件名】
【メッセージ】

③【件名】【本文】は入力せずに送
信してください。

登録内容確認

▼メールアドレス
xxxx@zzzzjp

◆受信情報
・不審者情報
・防災情報
▼お住まいの小学校区

○○市小学校

以上の内容で登録いたします。
よろしいですか?

⑥「登録」ボタンをクリックします。
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トップページの

「このサイトについ

て」には重要な規

約等が記述されて
いますので、必ず

お読みください。

會 登録が重複していると

⑤確認ボタンをクリック後
エラー画面が表示されま
す。

新規登録を行います。
下記の内容を確認の上「同意
し送信する」をクリックしてくださ
い。登録用のメールが送られて

来ますので、記載のURLからア

クセスし、登録を行つてください。

●dけtenHjpからの受信を可

能にする必要があります。
●ご利用の通信事業者のシス
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登録完了

天理市安全・安心メールの登

録を完了しました。
なお、登録の解除は随時でき
ます。解除する場合や、ご自分
のメールアドレスを変更される

場合は、トップページにアクセ
スして「登録の変更・解除」を
行つてください。
※メールアドレスを変更した事
により不達メールになった場合
は、登録が自動削除されます。

天理市役 所

このサイ トについて

◆防犯情報は、子どもたちの安全に関
する不審者情報その他の防犯情報のう

ち、配信の必要性のある情報について

配信されます。なお子どもたちの安全

に関する不審者情報の内容については、

子どもの主観的な受け止めかたによる

場合もあることをご了承ください。
◆防災情報は、地震情報 (震度4以上)、

気象情報 (奈 良県北西部に大雨 洪水

警報発令時)、 避難情報、被害情報及

びその他の情報です。
◆ご利用の通信事業者のシステムや

利用者の電波状態等の条件により…・

新規登録確認

>>>ア ドレゑ 糠 @― z jp

は既に存在します。くくくブ

ラウザーの「戻るJボタン
で戻つてください。



登録内容の変更

受信する情報を変更したい場合は下記の手順にて変更を行つてください。
アドレスを変更された時は、改めて新規登録をお願いします。

親

天理市安全・安心メール

このシステムは、子どもたち
の安全に関する不審者情報そ
の他の防犯情報のうちで、配

信の必要性のあるものにつ い

て配信されます。登録の前に

どもの主観的な受け止めかた
による場合もあることをご了
承ください。

■新規登録
■登録の変更・解除
■過去履歴閲覧

①「登録内容の変更・解除」
をクリックします。

④記載されているURLをクリッ
クしアクセスします。

⑦「登録」ボタンをクリッ
クします。

ヨゴ蟄熱臆瑯
登録の変更・解除

登録情報を変更・解除され
る方は下記の「送信する」
ボタンより空メールを送信
してください。本文や件名
に何も入力しないてくださ
い。

②「送信する」ボタンをクリックし
ます。

登録の変更・解除

▼メールア ドレス
XXXX(DZZZZjp

▼お住いの小学校区
OO小学校

選択してください。

◎変更する
O解除する

⑤「変更する」をクリックし「次
へ」ボタンをクリックします。
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新規メール

【宛先】xαЖ@Clン ten� jp

【件名】
【メッセージ】

③【件名】【本文】は入力せずに送
信してください。

ば鷲爬ζtti渕
登録情報変更

【ema‖】双xx@ZZZZjp

◆お住いの小学校区

てください

⑥「お住いの小学校区」を選択
し「確認画面へ」をクリックします。

③変更完了の画面が
表示され確認メールが
届きます。

受信メール

【日時】
2007ノ00/00 00:00:00

【件名】
「天理市安全・安心メール

変更について」
【本文】

以下のア ドレスにアクセスし
て登録情報の変更を行つてく
ださい。
http:〃 anzen city‐ ten� Jp/x3-
ノ
…

登録内容確認

▼メールア ドレス

ー X@ZZZZ jp

▼お住いの小学校区
OO小学校

以上の内容で登録いたしま
す。よろしいですか?

」懸一爾

登録情報変更

登録情報が変更されました。
登録されたメールアドレス
に確認のメールを送信しま
したので確認してください。

天理市役所
Top



登録の解除

メール配信を解除したい場合は下記の手順で行つてください。

天理市安全・安心メール

このシステムは、子どもたち
の安全に関する不審者情報そ
の他の防犯情報のうちで、配

信の必要性のあるものにつ い

て配信されます。登録の前に

どもの主観的な受け止めかた

による場合もあることをご了

承 ください。

■新規登録
■登録の変更・解除
■過去履歴閲覧

①トップページが開きます。
「登録の変更・解除」をクリックしま
す。

④メールが届いたら記載されてい

るURLをクリックしアクセスします。

登録情報を変更・解除される
方は下記の「送信する」ボタ
ンより空メールを送信してく
ださい。
本文や件名に何も入力しない

でください。

②「送信する」ボタンをクリックします。

⑤「解除する」を選択し「次へ」ボ
タンをクリックします。

1圏

登録の解除

登録を解除しました。配信解
除をお知らせする確認のメー
ルをお送りします。
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新規メール

【宛先】 x双双@a■ ten�  jp

【件名】
【メッセージ】

③メール送信画面が開きます。
【件名】【本文】は入力せずに送信し
てください。

登録の解除

登録を解除 してよろしいです

か ?

⑥「解除する」ボタンをクリックしま
す。

⑦解除完了の画面が表示され確認
メールが届きます。

受信メール

【日時】
2007ノ 00ノ00 00:00:00

【件名】
「天理市安全・安心メール

変更について」
【本文】

以下のア ドレスにアクセスし

登録情報の変更を行つてくだ

さい。
http:〃 anzen citナ tenn ip/mOOm
ノ
…
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登録の変更・解除

▼メールアドレス
ЖЖ@― Zip

▼お住いの小学校区
OO小学校

選択してください。

O変更する
0解除する


