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ご利用いただくにためには

迷惑メール対策として、ドメイン指定やメールアドレス指定によるメール受信制限、またはインターネット(携
帯・PHS以外のパソコン機器等)からのメールの受信拒否を設定されている方は、以下の内容にて設定追
加または変更をお願い致します。

【ドメイン指定受信】を選択されている方

・ドメイン指定のリストへドメイン esam.jp を追加して下さい。

【メールアドレス指定受信】を選択されている方

・メールアドレス指定のリストへメールアドレス noreply@esam.jp と mailerr@esam.jp を

追加して下さい。

【インターネットからのメールを拒否】を選択されている方

・インターネットからのメールを受信する設定へ変更して下さい。

登録手続の前に

※以下に、ドメイン指定受信への設定追加の手順を記載しております。以外につきましては、お使いの携帯電話の説明書を御確認ください。

「防災ネット あんあん」への登録手続を行なう前に、必ず登録手続き用ホームページトップページの「利

用規約」および「免責事項」をお読み下さい。これらについてご承諾いただけない場合は、当システムへの

登録手続は行なわないでください。登録手続きを完了されますと、自動的に「利用規約」ならびに「免責事

項」にご承諾いただいたものとみなします。

『『防災ネット防災ネット あんあんあんあん』 お問い合わせ先

佐賀県統括本部消防防災課

℡0952-25-7026

「 防災ネット あんあん 」 登録手順書

メールフィルター 暗証番号入力

『esam.jp』を登録

各種変更手続き 2.迷惑メール関連設定

1.受信許可・拒否設定

Eメール設定Eメールメニュー

MySoftBank

『esam.jp』を登録

オリジナルメール設定

各種設定（確認・変更・利用） 詳細な設定

個別に受信したいドメイン
『esam.jp』を登録

iMenu

暗証番号入力

「認証」画面
iモードパスワード入力

[▼ステップ4] 受信設定

■メール受信設定
→迷惑メール対策

許可リストとして設定 個別アドレスの追加

■個別設定
6指定受信ﾘｽﾄ設定

お客様サポート

「迷惑メール対策」画面
▼受信/拒否設定→設定
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QRコードで簡単アクセス

※上記の各携帯電話会社の操作手順は機種により異なる場合があります。

（ F902iSでの操作例 ）

をクリック [MENU]をクリック 『切替機能』を選択 [選択]をクリック

『バーコードリーダー』
を選択

[選択]をクリック

アプリ をクリック
『EZアプリメニュー』を
[→]で移動

『バーコードリーダー&
メーカー』を選択 [起動]をクリック

『バーコード読込み』を
選択 [選択]をクリック

（ W41Hでの操作例 ）

メニューをクリック 『ツール』を選択 『バーコード／OCR』
を選択

（ 812SHでの操作例 ）

当サービスの登録手続用ホームページは、携帯電話のカメラにてQRコードを読み込む

ことで、簡単にアクセスできます。

以下に、QRコードでの読取手順例を記載しておりますが、機種によってはカメラやQRコード読取機能が用意

されていないものがあります。

佐賀県庁ホームページ(携帯用)から簡単アクセス

以下の手順でメニューを遷移していくことで、佐賀県庁の携帯用ホームページから簡単にアクセスできます。

携帯電話の操作につきましては、携帯電話会社および機種毎に異なる場合があります
ので、操作方法を確認する場合は、お持ちの携帯電話の取扱説明書にて御確認下さい。

※

iメニュー メニューリスト 九州・沖縄メニュー タウン情報／行政

「防災ネット あんあん」登録ページ

※上記のメニュー遷移については予告なく変更されます。

「 防災ネット あんあん 」～簡単アクセス～

『『防災ネット防災ネット あんあんあんあん』 お問い合わせ先

佐賀県統括本部消防防災課

℡0952-25-7026

佐賀県庁

『ツール3』を選択

『バーコードリーダー』
を選択
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トップページ1

「利用規約」「免責事項」を
お読みになり、ご承諾のう
え、『かんたん登録』をク
リックして下さい。

URLに http://esam.jphttp://esam.jp を入力します。

画面イメージや操作方法は携帯電話会社
および機種により異なります。

左図のQRコードを携帯電話のカメラで読み取るとすぐにアクセスできます。

携帯電話からインターネット接続

QRコードからも簡単アクセス

登録画面へのアクセス ～ 『 かんたん登録 』 登録手順のご案内 ～

『空メールを送信』をクリッ
クして下さい。

空メールの送信2 

受付メールの受信4 

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あん
あん利用者登録

送信されてきたメールを開
きます。

メール本文の下方にある
URLのリンクをクリックして
下さい。

防災ネット あんあん
のご利用ありがとうご
ざいます。
下記のURLにアクセス
し、利用者登録を行っ
て下さい。
http://esam.jp/kantan
/*****************
******************

このメールは自動送
信されています。返信
しないで下さい。

新規メール
TO：kantan@esam.jp
SUB：

件名および本文の入力は
必要ありません。そのまま
メールを送信して下さい。

※機種によっては、件名や
本文が未入力では送信で
きない場合がありますので、
その場合は何らかの文字
を入力して送信して下さい。

メール送信が完了したら開
いている画面をすべて閉じ
て下さい。

かんたん登録の受付メー
ルが送信されて来ますの
で、それまでしばらくお待ち
下さい。

携帯メールの送信3 

送信

次頁へ

「 防災ネット あんあん 」 ～かんたん登録～

メール配信を希望する情
報を選択して下さい。
すべての情報を指定する
場合は『すべての情報』を
選択して下さい。

※『すべての情報』には市
町情報は含まれませんの
で、個別に選択する必要
があります。

情報種類の選択が終わり
ましたら『次へ』ボタンをク
リックして下さい。

情報種類の選択6 

メール配信を希望する地
域を選択して下さい。
県内全域を指定する場合
は『すべての地域』を選択
して下さい。

地域の選択が終わりまし
たら『次へ』ボタンをクリック
して下さい。

地域の選択5 
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以上で、かんたん登録の
手続きは終了です。
『登録が完了しました』をク
リックします。

しばらくすると、完了メール
が送信されてきます。

登録完了9 

登録完了後、しばらくする
と完了メールが送信されて
きます。
完了メールでは、

1.登録内容の確認
2.登録内容の変更
3.安否確認の設定

が行なえるように本文中に
リンクが設定されています。

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あん
あん利用者登録

ご登録ありがとうござ
います。
かんたん登録による
登録が完了しました。

登録内容を確認する
には、
http://esam.jp/status
/*****************
******************
へアクセスして下さい。

詳細登録で登録内容
を変更する場合は、
http://esam.jp/syous
ai/****************
******************
へアクセスして下さい。

続けて安否確認を設
定する場合は、
http://esam.jp/anpi/*
******************
******************
へアクセスして下さい。

完了メールについて

登録内容の確認

登録内容の変更

安否確認の設定

「 防災ネット あんあん 」 ～かんたん登録～

安否確認設定の登録を行
なうための画面が表示さ
れます。
登録方法につきましては、
安否登録設定の登録手順
書を参照して下さい。

登録確認8

地域の選択および情報種
類の選択で指定した内容
が確認表示されます。

内容に間違いなければ『完
了』ボタンをクリックして下
さい。

詳細登録で登録内容を変
更するか、登録を解除する
かを選択して下さい。
登録情報変更を選択する
と、かんたん登録にて登録
した内容を詳細に変更でき
ます。変更操作につきまし
ては、詳細登録の登録手
順書を参照して下さい。

かんたん登録にて登録さ
れた内容が確認できます。
登録しなおす場合は、登録
手順を 初からやり直して
下さい。

※情報種類の選択画面に
て、『市町情報』を選択され
た場合にのみ、この画面
が表示されます。

市町情報を受け取りたい
地区を選択して下さい。

地区の選択が終わりまし
たら、『次へ』ボタンをクリッ
クして下さい。

市町情報の地区の選択7

トップページへ戻ります。
安否確認設定など、引続き
登録を行なう場合は、該当
するメニューを選択し、各
登録手順書に従って手続
きを行なって下さい。
終了する場合は画面を閉
じて下さい。

ご登録ありがとうございま
した。

トップページへ戻る10
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URLに http://esam.jphttp://esam.jp を入力します。

画面イメージや操作方法は携帯電話会社
および機種により異なります。

左図のQRコードを携帯電話のカメラで読み取るとすぐにアクセスできます。

携帯電話からインターネット接続

QRコードからも簡単アクセス

登録画面へのアクセス ～ 『 詳細登録 』 登録手順のご案内 ～

次頁へ

「利用規約」「免責事項」を
お読みになり、ご承諾のう
え、『詳細登録』をクリックし
て下さい。

トップページ1 

『空メールを送信』をクリッ
クして下さい。

空メールの送信2 

新規メール
TO：syousai@esam.jp
SUB：

件名および本文の入力は
必要ありません。そのまま
メールを送信して下さい。

※機種によっては、件名や
本文が未入力では送信で
きない場合がありますので、
その場合は何らかの文字
を入力して送信して下さい。

メール送信が完了したら開
いている画面をすべて閉じ
て下さい。

詳細登録の受付メールが
送信されて来ますので、そ
れまでしばらくお待ち下さ
い。

送信

携帯メールの送信3

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あん
あん利用者登録

送信されてきたメールを開
きます。

メール本文の下方にある
URLのリンクをクリックして
下さい。

防災ネット あんあん
のご利用ありがとうご
ざいます。
下記のURLにアクセス
し、利用者登録を行っ
て下さい。
http://esam.jp/syous
ai/****************
******************
このメールは自動送
信されています。返信
しないで下さい。

受付メールの受信4

メール配信を希望する地
域を選択して下さい。
県内全域を指定する場合
は『すべての地域』を選択
して下さい。

「佐賀市」 「唐津市」 「武雄
市」 「小城市」 「嬉野市」

「神埼市」につきましては、
さらに町村単位での選択も
可能です。
選択した市町には*マーク
が表示されます。

「佐賀市」を選択した場合
の画面例です。

メール配信を希望する町
村を選択して下さい。
ここでは「旧佐賀市」と「諸
富町」のみを選択している
例です。

町村の選択が終わりまし
たら『選択』ボタンをクリック
して下さい。もとの、地域の
選択画面へ戻ります。

希望する地域をすべて選
択し終わったら『次へ』ボタ
ンをクリックして下さい。

地域の選択5

「 防災ネット あんあん 」 ～詳細登録～
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メール配信を希望する情
報を選択して下さい。
すべての情報を指定する
場合は『すべての情報』を
選択して下さい。

※『すべての情報』には、
市町情報は含まれません
ので、個別に選択する必
要があります。

情報種類の選択が終わり
ましたら『次へ』ボタンを選
択してクリックして下さい。

情報種類の選択6 

※情報種類の選択画面に
て『すべての情報』または
『防災情報』を選択された
場合にのみ、この画面が
表示されます。

メール配信を希望する防
災情報の項目を選択して
下さい。
すべてを選択する場合は
『すべての種別』を選択し
て下さい。

防災情報項目の選択が終
わりましたら『次へ』ボタン
をクリックして下さい。

防災情報項目の選択7 

※情報種類の選択画面に
て『すべての情報』または
『防災情報』を選択された
場合にのみ、この画面が
表示されます。また、防災
情報項目の選択内容によ
り設定できる項目が異なり
ます。

メール配信の条件(基準)を
各防災情報項目毎に選択
して下さい。

防災情報項目の配信条件
の選択が終わりましたら
『次へ』ボタンをクリックして
下さい。

防災情報項目の配信条件10 

※情報種類の選択画面に
て『すべての情報』または
『防犯情報』を選択された
場合にのみ、この画面が
表示されます。

メール配信を希望する防
犯情報の項目を選択して
下さい。
すべてを選択する場合は
『すべての種別』を選択し
て下さい。

防犯情報項目の選択が終
わりましたら『次へ』ボタン
をクリックして下さい。

防犯情報項目の選択8 

トップページへ戻ります。
安否確認設定など、引続き
登録を行なう場合は、該当
するメニューを選択し、各
登録手順書に従って手続
きを行なって下さい。
終了する場合は画面を閉
じて下さい。

ご登録ありがとうございま
した。

登録完了14 

以上で、詳細登録の手続
きは終了です。
『登録が完了しました』をク
リックします。

しばらくすると、完了メール
が送信されて来ます。

登録完了13

「 防災ネット あんあん 」 ～詳細登録～

※情報種類の選択画面に
て『すべての情報』または
『生活情報』を選択された
場合にのみ、この画面が
表示されます。

メール配信を希望する生
活情報の項目を選択して
下さい。
すべてを選択する場合は
『すべての種別』を選択し
て下さい。

生活情報項目の選択が終
わりましたら『次へ』ボタン
をクリックして下さい。

生活情報項目の選択9 

※情報種類の選択画面に
て、『市町情報』を選択され
た場合にのみ、この画面
が表示されます。

市町情報を受け取りたい
地区を選択して下さい。

地区の選択が終わりまし
たら、『次へ』ボタンをクリッ
クして下さい。

市町情報の地区の選択11 

地区および情報種類・項
目・条件の詳細設定の内
容が確認表示されます。

内容に間違いなければ『完
了』ボタンをクリックして下
さい。

登録確認12
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「 防災ネット あんあん 」 ～詳細登録～

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あん
あん利用者登録

登録完了後、しばらくする
と完了メールが送信されて
来ます。
完了メールでは、

1.登録内容の確認
2.登録内容の変更
3.安否確認の設定

が行なえるように本文中に
リンクが設定されています。

ご登録ありがとうござ
います。
詳細登録による登録
が完了しました。

登録内容を確認する
には、
http://esam.jp/status
/*****************
******************
へアクセスして下さい。

詳細登録で登録内容
を変更する場合は、
http://esam.jp/syous
ai/****************
******************
へアクセスして下さい。

続けて安否確認を設
定する場合は、
http://esam.jp/anpi/*
******************
******************
へアクセスして下さい。

安否確認設定の登録を行
なうための画面が表示さ
れます。
登録方法につきましては、
安否登録設定の登録手順
書を参照して下さい。

完了メールについて

登録内容の確認

登録内容の変更

安否確認の設定

詳細登録にて登録された
内容が確認できます。

詳細登録で登録内容を変
更するか、登録を解除する
かを選択して下さい。
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URLに http://esam.jphttp://esam.jp を入力します。

画面イメージや操作方法は携帯電話会社
および機種により異なります。

左図のQRコードを携帯電話のカメラで読み取るとすぐにアクセスできます。

携帯電話からインターネット接続

QRコードからも簡単アクセス

登録画面へのアクセス ～ 『 安否確認設定 』 登録手順のご案内 ～

安否の連絡先すべての
メールアドレスを設定して
下さい。

メールアドレスの設定が終
わりましたら『次へ』ボタン
をクリックして下さい。

メールアドレスの登録5 

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あん
あん利用者登録

送信されてきたメールを開
きます。

メール本文の下方にある
URLのリンクをクリックして
下さい。

防災ネット あんあん
の安否確認をご利用
ありがとうございます。
下記のURLにアクセス
し、安否確認設定を
行って下さい。
http://esam.jp/anpi/*
******************
******************

このメールは自動送
信されています。返信
しないで下さい。

受付メールの受信4 

『空メールを送信』をクリッ
クして下さい。

空メールの送信2 

新規メール
TO：anpi@esam.jp
SUB：

件名および本文の入力は
必要ありません。そのまま
メールを送信して下さい。

※機種によっては、件名や
本文が未入力では送信で
きない場合がありますので、
その場合は何らかの文字
を入力して送信して下さい。

メール送信が完了したら開
いている画面をすべて閉じ
て下さい。

安否確認設定の受付メー
ルが送信されて来ますの
で、それまでしばらくお待ち
下さい。

送信

携帯メールの送信3 

次頁へ

安否の連絡先となるメール
アドレスが確認表示されま
す。

内容に間違いなければ『完
了』ボタンをクリックして下
さい。

登録確認6 

「利用規約」「免責事項」を
お読みになり、ご承諾のう
え、 『安否確認設定』をク
リックして下さい。

（注）
安否確認を利用するには、
「地震情報」「その他の防
災情報」「緊急情報」を受
信することが必要です。

トップページ1 

「 防災ネット あんあん 」 ～安否確認設定～
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トップページへ戻ります。
引続き登録を行なう場合
は、該当するメニューを選
択し、各登録手順書に従っ
て手続きを行なって下さい。
終了する場合は画面を閉
じて下さい。

ご登録ありがとうございま
した。

トップページへ戻る8 

以上で、安否確認設定の
手続きは終了です。
『登録が完了しました』をク
リックして下さい。

しばらくすると、完了メール
が送信されて来ます。

登録完了7 

登録完了後、しばらくする
と完了メールが送信されて
来ます。
完了メールでは、登録内容
の変更が行なえるように本
文中にリンクが設定されて
います。

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災メール あん
あん安否確認設定

安否確認設定が完了
しました。

以下の方々へ通知し
ます。
・aaa@*****.ne.jp
・bbb@*****.ne.jp
・ccc@*****.com

登録内容を変更する
場合は、
http://esam.jp/anpi/*
******************
******************
へアクセスして下さい。

完了メールについて

登録内容の変更

安否の連絡先の変更が行
なえます。

安否の連絡先として設定されている方々へは、ご自信のメールアドレスではなく、当システムのメールアドレスで安否通知メールが配信されます。
連絡先の中には、迷惑メール対策としてメール受信制限を設定されている方もいらっしゃると思われますので、連絡先へ必ず noreply@esam.jp から

安否通知メールが送信されてくることを予め御連絡をお願い致します。

(注)

「 防災ネット あんあん 」 ～安否確認設定～
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連絡先へ登録された方々
へは、左図の受信メールイ
メージの内容で送信されま
す。

※メール差出人のメールア
ドレスは、ご自信のメール
アドレスではなく、システム
のメールアドレスとなりま
す。

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：佐賀県防災・安
全・安心情報配信シス
テム[防災ネット あん
あん]より安否確認
メールを自動送信しま
した。

これは、佐賀県防災・
安全・安心情報配信
システム[防災ネット
あんあん]より自動送
信された安否確認
メールです。

送信者：
佐賀 太郎

状態：
無事です。

コメント：
○○小学校グランドに
避難してます。

------------------
このメールは自動送
信されています。返信
されても届きませんの
でご注意下さい。

安否通知メール

引き続き、連絡先へ安否状況を知らせるためのメール送信方法について記述いたします。

左図の受信メールイメージ
のように、重大な事案が発
生した場合に、安否確認
のリンク付きでメールが配
信されてきますので、メー
ル本文の下方にあるURL
をクリックして下さい。

配信メールの受信1 

受信メール
FROM：mailerr@esam.jp
SUB：大規模事故の発
生

○○からのメールで
す。

本日○○時頃に□□
にて大規模な××事
故が発生しました。付
近にお住まいの方は
避難をお願いします。

登録情報の変更を行
いたい場合はこちら
http://esam.jp/syous
ai/****************
******************

安否情報を伝えるに
は、下記のURLにアク
セスして下さい。
http://esam.jp/anpi/*
******************
******************

安否確認 ～ 連絡先への安否通知メールの送信手順のご案内 ～

安否通知用の画面が表示
されますので、『あなたの
お名前』『状態』『コメント』
を入力して『送信』ボタンを
クリックして下さい。

入力した内容で、各連絡先
へ安否通知メールが自動
送信されます。

安否情報登録2 

以上で、安否通知メールの
送信手順は終了です。
『送信が完了しました』をク
リックして下さい。

安否通知の完了3 

トップページへ戻ります。

終了する場合は画面を閉
じて下さい。

トップページへ戻る4 

「 防災ネット あんあん 」 ～安否確認設定～



佐賀県 防災・安全・安心情報配信システム Copyright©2008 佐賀県- 11 -

URLに http://esam.jphttp://esam.jp を入力します。

画面イメージや操作方法は携帯電話会社
および機種により異なります。

左図のQRコードを携帯電話のカメラで読み取るとすぐにアクセスできます。

携帯電話からインターネット接続

QRコードからも簡単アクセス

登録画面へのアクセス ～ 登録解除手順のご案内 ～

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あん
あん登録解除

以上で、登録解除の手続
きは終了です。

ご利用ありがとうございま
した。

防災ネット あんあん
の登録解除が完了し
ました。

完了メールの受信4 

『登録解除』をクリックして
下さい。

トップページ1 

『空メールを送信』をクリッ
クして下さい。

空メールの送信2 

新規メール
TO：ureg_saga@esam.jp
SUB：

件名および本文の入力は
必要ありません。そのまま
メールを送信して下さい。

※機種によっては、件名や
本文が未入力では送信で
きない場合がありますので、
その場合は何らかの文字
を入力して送信して下さい。

メール送信が完了したら開
いている画面をすべて閉じ
て下さい。

登録解除の完了メールが
送信されて来ますので、そ
れまでしばらくお待ち下さ
い。

送信

携帯メールの送信3 

「 防災ネット あんあん 」 ～登録解除～

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あん
あん利用者登録

ご登録ありがとうござ
います。
かんたん登録による
登録が完了しました。

登録内容を確認する
には、
http://esam.jp/status
/*****************
******************
へアクセスして下さい。

詳細登録で登録内容
を変更する場合は、
http://esam.jp/syous
ai/****************
******************
へアクセスして下さい。

続けて安否確認を設
定する場合は、
http://esam.jp/anpi/*
******************
******************
へアクセスして下さい。

登録解除を選択すると、上
記②の画面へ進みます。

完了メールから登録解除を行う


