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メール機能
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メールの種類について

SMS
ソフトバンク携帯電話どうしで、短いメッセージを送受信できます。

S!メール
ソフトバンク携帯電話やパソコン、インターネットメールに対応している携
帯電話などとの間で、画像や音楽を添付したメッセージを送受信できます。
●メールアドレスのアカウント名（@の前の部分）は変更することができま
す（P.10-24）。

インターネットメール（POP3／IMAP4）
パソコンで使用されているインターネットメール（POP3／IMAP4）に対
応しており、会社や自宅のパソコンと同じメールを送受信することができま
す。また、パソコンと同じように添付ファイルにも対応しています。
●インターネットメールを使用するには、事前にメールアカウントを設定す
る必要があります（P.8-8）。

●本端末のインターネットメールで送受信を行うと、本端末とメールサー
バーとで同期が行われ、「受信トレイ」や「削除済みアイテム」とメール
サーバーを同じ状態に保つように動作します。

補足
･ メッセージは全角または半角で70文字（すべて半角英数で入力した
場合は160文字）まで入力できます。ファイルを添付することはでき
ません。

補足
･ 件名、本文、メールアドレス、添付ファイルを合わせて最大300Kバ
イトまで送受信できます。添付ファイルは最大で20件まで添付する
ことができます。
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Exchange Serverによるメール
会社のExchange Serverのメールを使用する場合、ActiveSyncにて設定
を行います。設定方法については社内システム管理者にご確認ください。

パソコンとの同期によるOutlookメール
お手持ちのパソコンとActiveSyncで同期すると、本端末に「Outlookメー
ル」というアカウントが自動的に作成されます。「Outlook メール」は
ActiveSyncを使ってパソコンと同期するためのアカウントですので、この
アカウントでメールを受信することはできません。また、このアカウントか
ら送信したメールは、パソコンと同期したときにパソコン側のOutlookの送
信トレイに移動されます。
●パソコンとの同期対象の初期値は受信トレイのみですが、パソコン側の
Outlookで作成したフォルダなどを、本端末からの操作により同期対象に
設定することができます（スタート ＞ メッセージ ＞ Outlook ＞
Outlookメール ＞ メニュー ＞ フォルダ ＞ メニュー ＞ フォルダの管理
＞ 対象のフォルダを選んで、同期）。

注意
･ インターネットメールは、SMSやS!メールとは異なり、自動的にメー
ルは受信されません。メールサーバーとの同期を行う（ActiveSync
の同期とは異なります）ことによって、メールの受信が行われます。
･ 一定の間隔でメールサーバーに接続するように設定することで、擬似
的にメールを自動受信できますが、サーバーに接続するたびに料金が
かかる場合があります。
･ Exchange Serverでメール機能を使用する場合には、自動的にメー
ルを受信できます（P.10-3）。
･ インターネットメールは、送信するときもメールサーバーとの同期が
必要です。
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SMS／S!メールを作成する
SMS／S!メールを新規に作成して送信します。

1. スタート ＞ メッセージ ＞ SoftBank メール
フォルダ一覧画面が表示されます。 

2. 新規作成
3. メールの種類（S!メール／SMS）を選択

メール作成画面が表示されます。

4.「宛先の追加」（宛先入力欄）を選択
宛先画面が表示されます。

5. 宛先の入力方法を選択
連絡先から：連絡先から宛先を選びます。
送信履歴より：送信履歴から宛先を選びます。

S!メール SMS
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宛先直接入力：宛先を直接入力します。入力モードを「半角数字／記号
ロックモード」から変更した場合、元に戻すときは、半角モードのとき
にファンクションキー（ ）を2回連続して押します。
発着信履歴から：通話履歴から宛先を選びます。
S!メールで、宛先をCcやBccに設定したい場合は、宛先画面で対象の
宛先を反転表示 ＞ メニュー ＞ Ccに変更／Bccに変更を選択してく
ださい。

6.「件名」（件名入力欄）を選択し、件名を入力 ＞ 完了
SMSの場合は、件名を入力できません。

7.「本文」（本文入力欄）を選択し、本文を入力 
＞ 完了
本文を装飾したり、本文に情報を貼り付ける操作については、P.10-6
を参照してください。

8. 送信
メールが送信されます。

9. OK
■SMSとS!メールを切り替える場合
＞ メール作成画面 ＞ メニュー ＞ S!メールで送信またはSMSで送信
SMSを作成している場合は、S!メールのメール作成画面が、S!メール
を作成している場合は、SMSのメール作成画面が表示されます。

■メールの作成を中止する場合
＞ メール作成画面 ＞ メニュー ＞ 編集をキャンセル
作成途中の場合は、下書きフォルダに保存するかどうかの確認メッセー
ジが表示されます。

補足
･ 宛先の Cc、Bcc には、参考に送信したい相手を設定します。なお、
Bccに設定したアドレスは、Bccで送信した相手以外の送信者には表
示されません。
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本文を装飾したり、情報を貼り付ける
本文の内容を装飾したり、本文や件名に、定型文（よく使うテキストをあら
かじめ登録しておく機能）やお気に入りのURL、連絡先の情報などを貼り付
けることができます。

1. メール作成画面 ＞ 件名入力欄または本文入力欄を選択
2. メニュー ＞ 以下の項目から選択

※  SMS作成時または件名入力時には表示されません。

項目 説明

定型文 定型文に登録されている内容を貼り付けます。定型文
の内容を編集したり、新規に作成することもできま
す。

定型文として保存 本文の内容を定型文に保存します。

お気に入りを挿入 お気に入りに登録されているWebページのアドレス
（URL）を貼り付けます。

連絡先を挿入 連絡先の情報を貼り付けます。

予定を挿入 予定や仕事の情報を貼り付けます。

文字サイズ※ 文字サイズを変更します。

文字色※ 文字色を変更します。

文字背景※ 文字の背景色を変更します。

コピー／切り取り 本文の内容をコピーしたり、移動したりします。

貼り付け

キャンセル 入力した内容を破棄し、メール作成画面に戻ります。
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ファイルを添付する
S!メールに、動画や静止画などを添付して送信することができます。

1. S!メールのメール作成画面
2. メニュー ＞ 追加
3. 以下の項目から選択し、ファイルを添付

4. メール作成画面に添付されたファイルが表示される
動画／静止画／音楽ファイルを添付した場合は、メディア添付欄に表示
されます。
vCard／vCalendar／ファイルを選択を選択してファイルを添付した
場合は、ファイル添付欄に表示されます（ファイル添付欄はvCard／
vCalendar／ファイルを選択を選択した場合に表示されます）。

項目 説明

ビデオ 動画を添付します。

フォト 静止画を添付します。

オーディオ 音楽を添付します。

ビデオをキャプチャ カメラを起動し、その場で撮影した動画／静止画を添
付します。静止画をキャプチャ

録音する その場で録音した音声を添付します。

vCard 連絡先を添付します。

vCalendar 予定表を添付します。

ファイルを選択 その他のファイルを添付します。

メディア添付欄
ファイル添付欄
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添付ファイルを削除する

1. S!メールのメール作成画面
2. メディア添付欄またはファイル添付欄を選択

動画／静止画／音楽ファイルを削除する場合はメディア添付欄、それ以
外はファイル添付欄を選択してください。

3. 対象のファイルを反転表示
4. メニュー ＞ 削除

テンプレートを利用する
S!メールでは、テンプレートを利用し、簡単にメールを作成することができ
ます。

1. S!メールのメール作成画面
2. メニュー ＞ テンプレート ＞ テンプレートから新規作成
3. OK

テンプレートを利用すると、現在の入力内容は破棄されます。破棄した
くない場合は、キャンセルを選択してください（キャンセルを選択する
と、メール作成画面に戻ります）。

4. テンプレートを選択
テンプレートが適用されたメール作成画面が表示されます。

補足
･ ファイルによっては、メールに添付できない場合があります。
･ 動画／静止画／音楽ファイルは、S!メールのメール作成画面 ＞
「メディアの追加」（メディア添付欄）を選択しても添付できます。
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テンプレートを保存する
作成中のS!メールや受信したS!メールの内容を、テンプレートとして保存
することができます。

＜例：作成中のS!メールをテンプレートとして保存する場合＞

1. S!メールのメール作成画面
2. メニュー ＞ テンプレート ＞ テンプレートとして保存

現在入力されている内容がテンプレートとして保存されます。
件名入力欄に入力されている内容が、テンプレートのタイトルとなります。

3. OK

スライドを利用する
スライドとは、メールの本文と画像／動画などの添付ファイルを1つにまと
めたものです。S!メールでは複数のスライドを作成して送信することができ
ます。

スライドを作成する

1. S!メールのメール作成画面
2. メニュー ＞ オプション ＞ スライド ＞ 追加

新規のスライドが作成されます。

補足
･ 宛先入力欄の内容は、テンプレートとして保存されません。

表示中のスライド／
全スライド数
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3. 本文や添付ファイルを追加

スライドについて設定する

1. S!メールのメール作成画面
2. メニュー ＞ オプション ＞ スライド ＞ 古いアイテムの
整理
スライドの設定画面が表示されます。

3. メニュー ＞ 以下の項目から選択

■スライドを並べ替える場合
1.スライドの設定画面 ＞ 移動するスライドを選ぶ
2.決定ボタン
選択されたスライドが赤く囲まれます。

3.ナビゲーションボタン（上下左右）で、移動先に移動
4.決定ボタン

項目 説明

挿入 スライドを挿入します。

選択 スライドを選択します。

持続時間の自動調整 スライドの持続時間（次のスライドに移行するまでの
時間）を自動調整します。

持続時間 スライドの持続時間を手動で設定します。

削除 スライドを削除します。
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作成したS!メールを確認する
S!メールでは、作成したメールの内容を確認（プレビュー）できます。

1. S!メールのメール作成画面
2. メニュー ＞ メールのプレビュー

メール確認画面が表示され、本文の内容や添付ファイルの内容を確認で
きます。

■スライドを作成している場合
＞ メール確認画面 ＞ 再生
スライドが再生されます。

■添付ファイルや本文情報を確認する場合
＞ メール確認画面 ＞ メニュー ＞ 再生
添付ファイルや本文の情報を確認したり、ファイルとして保存したりす
ることができます。

その他の設定
メール送信時の設定を行うことができます。

1. メール作成画面
2. メニュー ＞ オプション ＞ 送信オプション

SMSの場合は、メニュー ＞ 送信オプションを選択してください。

3. それぞれの値を設定 ＞ 完了
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SMS／S!メールを受信する

SMS／S!メール画面の見かた
■SMS／S!メール一覧画面

■SMS／S!メール詳細画面

■S!メールのメッセージ詳細画面

③送信元／宛先

④受信日時／送信日時
⑤サイズ

①メールの状態

受信ボックスの場合

②件名

⑦本文

受信メールの場合

⑥送信元
②件名

⑫受信日時
⑬送信日時

⑥送信元

受信メールの場合

⑧宛先

②件名
⑩カテゴリ
⑪期間
⑤サイズ

⑨宛先(Cc/Bcc)
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①メールの状態

：SMSの場合に表示されます。
：添付ファイルが存在する場合に表示されます。

②件名
SMSの場合は本文

③送信元／宛先
受信メールの場合は送信元、送信メールの場合は送信先

④受信日時／送信日時
受信メールの場合は受信日時、送信メールの場合は送信日時

⑤サイズ
⑥送信元
送信メールの場合は非表示

⑦本文
⑧宛先
受信メールの場合は送信元の送信先、送信メールの場合は送信先
受信メールの場合は宛先が複数人いるときのみ表示

⑨宛先（Cc／Bcc）
送信メールの場合はBccも表示

⑩カテゴリ
⑪期間
スライドの再生時間

⑫受信日時
送信メールの場合は非表示

⑬送信日時
受信メールの場合は送信元の送信日時、送信メールの場合は送信日時

アイコン 説明
／ ／ 未読メール
／ ／ 既読メール
／ ／ 返信済メール
／ ／ 転送済メール
／ ／ ／ サーバーメールボックスに一時保存のS!メール

（未読／既読／返信済み／転送済み）（P.10-19）
送信待ちS!メール
送信エラーS!メール
配信確認済みSMS
USIMカードに保存されているSMS
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SMS／S!メールを読む

新着メールを確認する

1. メールを受信すると、メールを受信したことを示す画面
が表示される

2. 表示
SMS／S!メール詳細画面が表示されます。

メールの内容を確認する

1. スタート ＞ メッセージ ＞ SoftBank メール
2. フォルダを選択

SMS／S!メール一覧画面が表示されます。

3. 対象のメールを選択
SMS／S!メール詳細画面が表示されます。

補足
･ SMSの場合、受信日時、送信日時には本端末で設定した日付と時刻が
表示されます。
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メール一覧画面のメニュー
SMS／S!メール一覧画面では、メニューを押すことにより、以下の機能を
利用できます。
■SMS／S!メール一覧画面（受信ボックス）

項目 説明

全文受信 サーバーメールボックスに一時保存されているメー
ルを受信します（P.10-19）。

返信 メールを返信／転送します（P.10-18）。

全員に返信

転送

削除 メールを削除します（P.10-23）。

その他 以下の項目から選択します。

フォルダへ移動 メールを他のフォルダに移動しま
す（P.10-22）。

開封済みにする
／未開封にする

メールの未開封／開封済みを変更
します。

送信者に電話す
る

送信元に電話番号をかけます。

アドレスの保存 送信元のアドレスを利用して、連
絡先として保存したり、インター
ネットメールを作成したりできま
す。

SIMにコピー SMSをUSIMカードにコピーしま
す（P.10-23）。

すべて削除 フォルダ内のメールをすべて削除
します（P.10-23）。

フォルダの表示 受信ボックス内のフォルダを表示します（P.10-21）。

詳細表示 S!メールのメッセージ詳細画面を表示します
（P.10-12）。
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■SMS／S!メール一覧画面（送信済みボックス）

メール詳細画面のメニュー
SMS／S!メール詳細画面では、メニューを押すことにより、以下の機能を
利用できます。

■SMS／S!メール詳細画面（受信ボックス）

※1 S!メールのときのみ表示されます。
※2 SMSのときは、表示は表示されず、連絡先の詳細が表示されます。

項目 説明

編集＆再送信 メールを再編集します。

アドレスの保存 宛先のアドレスを利用して、連絡先として保存した
り、インターネットメールを作成したりできます。

詳細表示 S!メールのメッセージ詳細画面を表示します
（P.10-12）。

削除 メールを削除します（P.10-23）。

すべて削除

項目 説明

再生※1 添付ファイルや本文の情報を確認したり、ファイルと
して保存したりすることができます。

返信 メールを返信します（P.10-18）。

文字サイズ 文字サイズを変更します。

テンプレートとし
て保存※1

S!メールのテンプレートとして保存します
（P.10-9）。

表示※2 以下の項目から選択します。

メッセージの詳細※1 S!メールのメッセージ詳細画
面を表示します（P.10-12）。

連絡先の詳細※2 送信元や宛先の詳細情報を確
認します（SMSの場合は送信
元の情報のみ）。
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■SMS／S!メール詳細画面（送信済みボックス）

※1 S!メールに音楽ファイルを添付しているときや、スライドを作成して
いるときに表示されます。

※2 S!メールのときのみ表示されます。
※3 SMSのときは、表示は表示されず、連絡先の詳細が表示されます。
※4 SMSのときのみ表示されます。

項目 説明

停止※1 音楽ファイルの再生を停止します。

編集※2 メールを再編集します。

再生※2 添付ファイルや本文の情報を確認したり、ファイルと
して保存したりすることができます。

文字サイズ 文字サイズを変更します。

表示※3 以下の項目から選択します。

添付ファイル※2 ファイル添付欄に添付した
ファイルの情報を確認します。

メッセージの詳細※2 S!メールのメッセージ詳細画
面を表示します（P.10-12）。

連絡先の詳細※3 宛先の詳細情報を確認します。

状況表示※4 SMSの送信状況を確認します。

補足
･ 文字サイズで設定した内容は、詳細画面を終了するとお買い上げ時の
設定に戻ります。
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添付ファイルを確認／保存する
1. S!メール詳細画面
2. メニュー ＞ 再生
3. 対象の添付ファイルを反転表示 ＞ 開くまたは再生
■添付ファイルを保存する場合
＞ 対象の添付ファイルを反転表示 ＞ メニュー ＞ 保存またはファイル
を保存

■静止画や音楽ファイルを連絡先に割り当てる場合
＞ 対象の添付ファイルを反転表示 ＞ メニュー ＞ 連絡先に割り当て

SMS／S!メールを返信／転送する
1. SMS／S!メール一覧画面（受信ボックス）
2. メニュー ＞ 返信
3. 返信の種類を選択

S!メール：S!メールとして返信します。
引用付きS!メール：S!メールとして、元のメールの内容を引用して返
信します（元のメールがS!メールのときのみ選択可能です）。
SMS：SMSとして返信します。
引用付きSMS：SMSとして、元のメールの内容を引用して返信しま
す（元のメールがSMSのときのみ選択可能です）。

4. 件名や本文などを入力しメール送信
■メールの送信元およびCcに入っている人全員に返信する場合
＞ SMS／S!メール一覧画面（受信ボックス） ＞ メニュー ＞ 全員に返
信

■転送する場合
＞ SMS／S!メール一覧画面（受信ボックス） ＞ メニュー ＞ 転送

補足
･ 受信メールのメール詳細画面でもメールを返信することができます。
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S!メールの続きを受信する
以下のいずれかに当てはまる場合、送られてきたS!メールはサーバーメール
ボックスに一時保存され、メッセージの一部がお客様のソフトバンク携帯電
話に送信されます。
･ 送受信モード（P.10-24）を「手動」に設定しているとき
･ 送受信モードを「ホームネットにて自動的に（電話番号の場合だけ）」 に設
定している場合に、宛先がメールアドレスのメールが送られてきたとき
･ 国際ローミング中のとき

1. SMS／S!メール一覧画面（受信ボックス） ＞ 対象の
メールを反転表示

2. メニュー ＞ 全文受信
メールの受信がはじまります。
受信が終わると、メールを受信したことを示す画面が表示されます。

メールリストを取得する
サーバーメールボックスに一時保存されているメールの一覧（メールリスト）
を取得することができます。

1. フォルダ一覧画面
2. サーバーメール一覧 ＞ はい

メールリストの取得がはじまります。

3. OK
メールリスト画面が表示され、サーバーメールボックスに一時保存され
ているメールを一覧で確認できます。
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メールリストを利用する
取得したメールリストを利用して、サーバーメールボックス内のメールの受
信、転送、削除などを行うことができます。

1. メールリスト画面
2. メニュー ＞ 以下の項目から選択

■複数のメールを受信または削除する場合
1.メールリスト画面
2.対象のメールを反転表示 ＞ チェック
チェックの数だけ同様の操作を繰り返します。

3.メニュー ＞ 全文受信または削除

項目 説明

メールリストの読み
込み

メールリストを更新します。

全文受信 反転表示したメールを受信します。

すべてをダウンロー
ド

すべてのメールを受信します。

削除 反転表示したメールを削除します。

すべて削除 すべてのメールを削除します。

転送 反転表示したメールを他の宛先に転送します。

詳細表示 反転表示したメールのメッセージ詳細画面を表示し
ます（P.10-12）。

メールボックスボ
リューム

サーバーメールボックスの使用状況を確認します。



10-21

SMS／S!メールを管理する

フォルダの表示
受信ボックスでは、相手や内容などによってフォルダに分類したり、アドレ
スや件名をもとに自動的にメールを振り分けることができます。

1. フォルダ一覧画面 ＞ 受信ボックス
2. メニュー ＞ フォルダの表示

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

フォルダを追加する

1. 受信ボックスフォルダ一覧画面
2. 新規作成

フォルダが作成されます。

フォルダの名前を変更する

1. 受信ボックスフォルダ一覧画面
2. 対象のフォルダを反転表示
3. メニュー ＞ 名前の変更
4. 名前を入力 ＞ 完了

自動振り分けを設定する
受信時に、あらかじめ指定した条件で、指定したフォルダにメールを自動的
に振り分けることができます。

補足
･「一般」フォルダの名前は変更できません。
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1. 受信ボックスフォルダ一覧画面
2. 対象のフォルダを反転表示
3. メニュー ＞ メール振り分け設定
4. 自動振り分けのルールを設定

連絡先からの新規アドレス：自動振り分けをするアドレスを連絡先から
選択します。
新しいアドレス：自動振り分けをするアドレスを手動で入力します。
新しい件名：自動振り分けをするメールの件名を手動で入力します。

5. 完了

メールを他のフォルダに移動する

1. フォルダ一覧画面 ＞ 受信ボックス
2. 対象のメールを反転表示
3. メニュー ＞ その他 ＞ フォルダへ移動
4. 移動先のフォルダを反転表示 ＞ 完了
■複数のメールを移動する場合
1.受信ボックス
2.対象のメールを反転表示 ＞ チェック
チェックの数だけ同様の操作を繰り返します。

3.メニュー ＞ フォルダへ移動
4.移動先のフォルダを反転表示 ＞ 完了

補足
･「一般」フォルダには、自動振り分けのルールは設定できません。
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SMS／S!メールを削除する
1. フォルダ一覧画面 ＞ フォルダを選択
2. 対象のメールを反転表示
3. メニュー ＞ 削除 ＞ はい
■複数のメールを削除する場合
1.フォルダ一覧画面 ＞ フォルダを選択
2.対象のメールを反転表示 ＞ チェック
対象のメールの数だけ同様の操作を繰り返します。

3.メニュー ＞ 削除 ＞ はい
■フォルダ内のメールをすべて削除する場合
1.フォルダ一覧画面＞フォルダを選択
2.メニュー ＞ すべて削除
受信ボックスの場合は、メニュー ＞ その他 ＞ すべて削除となりま
す。

3.表示されている文字列を入力欄に入力 ＞ はい

SMSをUSIMカードにコピーする
受信したSMSをUSIMカードにコピーすることができます。

1. フォルダ一覧画面 ＞ 受信ボックス
2. 対象のSMSを反転表示
3. メニュー ＞ その他 ＞ SIMにコピー
4. OK
■USIMカードから本体メモリにコピーする場合
＞ 対象のSMSを反転表示 ＞ メニュー ＞ その他 ＞ 携帯にコピー ＞
OK
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SMS／S!メールのオプション設定
SMS／S!メールに関する全般的な設定を行います。

1. フォルダ一覧画面 ＞ 設定
2. 以下の項目を設定

メールアドレスの変更
メールアドレスのアカウント名（@の前の部分）をお好きな文字列に変更で
きます。

●ご契約時には、ランダムな英数字が設定されています。

1. スタート ＞ Internet Explorer
2. お気に入り
3.「My SoftBank for X Series」を反転表示 ＞ 移動

インターネットに接続します。

4.「変更・申込」を選択
5.「オリジナルメール設定」欄の「ログイン」を選択

以降は、画面の指示に従って操作してください。

項目 説明

一般設定 並び順や署名など、SMS、S!メールに共通な設定を
行います。

S!メールの設定 送受信モード、送受信の試行回数など、S!メールに関
する設定を行います。

SMSの設定 SMSレポートなどSMSに関する設定を行います。

バージョン情報 SoftBank メールのバージョン情報を表示します。

（例：変更前）
□□□□□□□□□□□@softbank.ne.jp

（例：変更後）
「お好みのアカウント名」@softbank.ne.jp
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インターネットメールを作成する
インターネットメールを新規に作成して送信します。

1. スタート ＞ メッセージ ＞ Outlook
2. インターネットメールのアカウントを選択
3. メニュー ＞ 新規

メール作成画面が表示されます。

4. 宛先入力欄を選び、宛先を入力
宛先入力欄を選び決定ボタンを押すと、連絡先から選択することができ
ます。
Cc、Bccを利用する場合は、ナビゲーションボタンで上方向にスクロー
ルするとCc、Bcc入力欄が表示されます。

5. 件名入力欄を選び、件名を入力
6. 本文入力欄を選び、本文を入力
7. 送信

アカウントの設定で［送信］をクリックしたときに送受信を実行するに
チェックを付けている場合のみ送信と同時に送受信が行われます。
チェックを外している場合は、メールは送信トレイに保存され、次に送
受信を行うまでは送信されません。

■ファイルを添付する場合
＞ メール作成画面 ＞ メニュー ＞ 挿入 ＞ 画像／ボイスメモ／ファイル
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■マイ テキスト（よく使うテキストをあらかじめ登録しておく機能）を
利用する場合
＞ メール作成画面 ＞ 件名入力欄または本文入力欄を選ぶ ＞ メニュー
＞ マイテキスト ＞ 入力するテキストを反転表示 ＞ 挿入
あらかじめ登録されているテキストを編集することもできます。

■メールの作成を中止する場合
＞ メール作成画面 ＞ メニュー ＞ メッセージの取り消し
作成途中の場合は、下書きフォルダに保存するかどうかの確認メッセー
ジが表示されます。

■メールの作成途中で保存する場合
＞ メール作成画面 ＞ メニュー ＞ 下書きに保存
下書きフォルダに保存されます。

メールのオプション

1. メール作成画面 ＞ メニュー ＞ メッセージのオプション
2. 以下の項目を設定

補足
･ 宛先の Cc、Bcc 入力欄には、参考に送信したい相手のアドレスを入
力します。なお、Bcc入力欄に入力したアドレスは、Bccで送信した
相手以外の送信者には表示されません。

項目 説明

優先度 メールの優先度（低／標準／高）を設定します。

セキュリティ デジタル署名を登録しているとき、暗号化や署名を設
定します。

アクセス許可 アクセス制限（アクセス制限なし／転送禁止／ユー
ザーの選択）を設定します。

言語 言語（文字コード）を設定します。
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インターネットメールを受信する

インターネットメールを送受信する
インターネットメールは、自動的に受信されないため、手動で送受信を行う
必要があります。
●送受信を行うと、以下のように動作します。
･ 本端末とメールサーバーとで同期が行われ、「受信トレイ」や「削除済
みアイテム」とメールサーバーが同じ状態になります。
･「送信トレイ」に保存されたメールが送信されます。

1. スタート ＞ メッセージ ＞ Outlook
2. インターネットメールのアカウントを選択
3. メニュー ＞ 送受信

メールの送信および受信を行います。
受信したメールは受信トレイに入ります。
送信トレイの中のメールが送信されます。

インターネットメール画面の見かた

■インターネットメール一覧画面
②フォルダ内の未読
　メールの件数
③送信元／宛先
④件名①メールの状態
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■インターネットメール詳細画面

①メールの状態
 ：未読メール
 ：未読メール（受信していないメッセージや添付ファイルあり）
 ：未読メール（添付ファイルあり）
 ：既読メール
 ：既読メール（受信していないメッセージや添付ファイルあり）
 ：既読メール（添付ファイルあり）
 ／ ：受信していないメッセージや添付ファイルを次回送受信時に
　　　　　  ダウンロード（未読／既読）（P.10-30）

②フォルダ内の未読メールの件数
③送信元／宛先
受信メールの場合は送信元、送信メールの場合は送信先
送信メールで宛先にCcがある場合は、Ccでの送信先も表示

④件名
⑤宛先
受信メールの場合は送信元の送信先、送信メールの場合は送信先
宛先にCcがある場合は、Ccでの送信先も表示

⑥送信日時
受信メールの場合は送信元の送信日時、送信メールの場合は送信日時

⑦送信元
⑧添付ファイル
添付ファイルがある場合には、ファイル名と容量を表示

⑨本文

⑤宛先
⑥送信日時
⑦送信元
④件名
⑧添付ファイル

⑨本文
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インターネットメールを読む
1. スタート ＞ メッセージ ＞ Outlook
2. インターネットメールのアカウントを選択

インターネットメール一覧画面が表示されます。
フォルダを変更する場合は、メニュー ＞ フォルダを選択し、対象の
フォルダを選択してください。

3. 対象のメールを選択
インターネットメール詳細画面が表示されます。

■未読／開封済みを変更する場合
＞ インターネットメール一覧画面 ＞ 対象のメールを反転表示 ＞ メ
ニュー ＞ 開封済みにする／未読にする
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メールのすべての内容／添付ファイルを受信する
インターネットメール詳細画面に「メッセージと添付ファイルをすべて取得す
る」と表示されている場合は、受信していないメッセージや添付ファイルが存在
しています。すべてを受信するためには、手動で設定する必要があります。

1. インターネットメール一覧画面 ＞ 対象のメールを選択

2. メニュー ＞ メッセージのダウンロード

インターネットメール詳細画面の「メッセージと添付ファイルをすべて
取得する」という表示が、「次回接続して電子メールを受信するときに、
メッセージとすべての添付ファイルをダウンロードします。」に変わり
ます。

3. メニュー ＞ 送受信
操作1、2を実行したメールのすべてのメッセージ／添付ファイルを受信し
ます。
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文字の大きさを変更する
受信したメールの文字の大きさを変更できます。

1. インターネットメール一覧画面 ＞ メールを選択
2. メニュー ＞ 表示 ＞ 文字サイズ ＞ 文字サイズを選択

メールの言語（文字コード）を変更する
文字化けなどが発生している場合、言語（文字コード）を変更できます。

1. インターネットメール一覧画面 ＞ メールを選択
2. メニュー ＞ 表示 ＞ 言語
3. 対象の言語を選択 ＞ 完了

添付ファイルを確認／保存する
1. 対象のメールを表示
2. 添付ファイルを選択

添付ファイルのアイコンは、ファイルの種類により異なります。

3. 処理方法についての確認メッセージが表示
4. メニュー ＞ 名前を付けて保存

ファイルの内容を確認（表示や再生）する場合は、開くを押してくださ
い。

5. 名前や保存先を設定 ＞ 保存
ファイルの保存先が表示されます。

6. OK
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インターネットメールを返信／転送する
1. 対象のメールを表示 ＞ メニュー ＞ 返信
2. 返信の種類を選択

返信：メールの送信元に返信します。
全員へ返信：メールの送信元およびCcに入っている人全員にメールを
返信します。
転送：受信したメールを他の人に転送します。

3. 件名や本文を入力しメール送信

本端末とパソコンで同じメールを受信したとき
本端末とパソコンなどで同じメールを受信したときは、本端末の「受信トレ
イ」からメールが削除されます。

1. 本端末でインターネットメールを受信
2. パソコンなどで同じメールを受信

メールサーバーからメールが削除されます（パソコンなどで、メール受
信時にメールサーバーからメールを削除するよう設定している場合）。

3. 本端末のインターネットメールで送受信を行う
メールサーバーと本端末とで同期が行われ、メールサーバーから削除さ
れたメールが、本端末の「受信トレイ」からも削除されます。

補足
･ 返信メールの作成画面で送信者のメッセージの編集を選択すると、元
のメッセージを編集しながらメールを作成できます。元のメッセージ
を引用しながら返事を書く場合に便利です。

補足
･ 本端末で受信する前にパソコンなどでメールを受信したときなど、既
にメールサーバーからメールが削除されている場合は、本端末ではそ
のメールを受信できません。
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インターネットメールを管理する

フォルダの表示
1. インターネットメール一覧画面 ＞ メニュー ＞ フォルダ

フォルダ一覧画面が表示されます。

インターネットメールを他のフォルダに移動する
1. インターネットメール一覧画面 ＞ 対象のメールを反転
表示

2. メニュー ＞ 移動
3. 移動先のフォルダを選択

インターネットメールを削除する
1. インターネットメール一覧画面 ＞ 対象のメールを反転
表示

2. 削除 ＞ はい
削除したメールは「削除済みアイテム」に移動されます。ただし、「下
書き」フォルダのメールを削除した場合は、完全に削除されます。

メールサーバーからもメールを削除する
インターネットメールは、本端末でメールを受信してもメールサーバーには
メールが残っています。パソコンで同じメールを受信したときはメールサー
バーからも削除されます（P.10-32）が、本端末からメールサーバーのメー
ルを削除するには、「削除済みアイテム」からメールを削除する必要がありま
す。

1. 本端末でインターネットメールを受信
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2. 受信したメールを削除し「削除済みアイテム」に移動
3. インターネットメール一覧画面 ＞ メニュー ＞ ツール
＞ ［削除済みアイテム］を空に ＞ はい
メールが「削除済みアイテム」から削除されます。

4. 本端末のインターネットメールで送受信を行う
メールサーバーと本端末とで同期が行われ、「削除済みアイテム」から
削除されたメールが、メールサーバーからも削除されます。

インターネットメールのオプション設定
メールに関する全般的な設定を行います。

1. インターネットメール一覧画面 ＞ メニュー ＞ ツール
＞ オプション

2. 以下の項目を設定

項目 説明

表示設定 インターネットメール一覧画面に日付と時刻を表示
するかどうかや、メッセージの並び順、メッセージを
移動／削除した後の動作を設定します。

送信設定 返信時の元のメッセージの扱いや、送信済みアイテム
のコピーについて設定します。

署名 メールの種類（アカウント）ごとに署名の設定をしま
す。

アカウントの設定 メールアカウントについての設定をします。

新しい電子メールア
カウント

新しいアカウントを追加します（P.8-8）。

セキュリティ設定 デバイス外部のURLまたはリンク先に移動する前に
警告メッセージを表示するかどうかを設定します。
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その他 Outlookを起動する際にアカウントを選択するかど
うかや、インターネットメール一覧画面からメールを
削除するときに警告メッセージを表示するかどうか
を設定します。

項目 説明


