博工高安心メール
登録のしかた
QRコード

１ ケータイ・パソコンから、下記アドレスあてに空メールを送信します。

hakko@gw.ansin-anzen.jp
※空メールとは・・・ 件名、本文を入れずに送信するメールのことです。
※スマートフォンでの空ﾒｰﾙ送信は件名に任意の１文字（「あ」等）を入力してください。
≪登録画面表示 サンプル≫

登録フォームが返信されます。
ここ(URL)をクリックしてください。

２

※返信がない場合は下記

をご参照ください。

「本登録画面へ」ボタンをクリック。
■登録者所属 *
○保護者
○教職員

出てきた登録画面（左図参照）の項目に
入力し、最後に「登録」ボタンを押して
下さい。

≪登録フォーム表示 サンプル≫
「博工高安心メールご登
録」
本メールは福岡市立博多工
業高等学校の「安心・安全
で心の通い合う学校づく
下記のURLを開き登録画面へ
お進みください。

http://gw.ansinanzen・・・・

※実名での登録がない場合はメールが配信されませんので、
必ずお名前等の入力をお願いします。
入力内容確認

キャンセル

このボタンを押し、内容を確認後、再度登録ボタンを押してください。

① ドメイン（ anzen.jp ）指定受信の設定をお願いします。
※メールアドレス指定ではありません。
② ＵＲＬ付メール受信許可の設定をお願いします。
※ＵＲＬ付メールを拒否していると返信が来ない場合があり ます。
③ auの場合「なりすまし規制」を「中」以下に設定して下さい。

ドメイン指定受信設定の
方法はこちら⇒⇒⇒
http://tmix.co.jp/mobile/domain/

《お客様サポート電話番号（フリー）》

※上記の設定方法がお分かりにならない場合
この用紙をお持ちになり携帯電話各ショップに、設定をお願いしてください。

一般電話などからの場合

◆ docomo（0120-800-000）

【携帯ショップスタッフの方へ】 上記設定および、
「空メール送信」 → web接続 → 「会員登録ページ」の表示と
会員登録までの確認をお願いします。

◆ au（0077-7-111）
◆ SoftBank（0800-919-0157）

「博工高安心メール」に
協力いただく協賛事業所募集中！
学校安心メールの
しくみ⇒⇒⇒
http://tmix.co.jp/kyousan/

子どもの見守り安心サービス
子供の居場所が分かり
保護者は安心！
詳しくはこちら⇒⇒

【博工高安心メール に協力いただいている協賛事業所】

●ゆめタウン 博多
上記以外でのお問い合わせは、メールで（qa@tmix.co.jp）へ、
tmix.co.jp のドメインからメールを受信できるよう設定し、
①学校名 ②お名前③電話番号 ④お問い合わせ内容を記入の上、（株）テクノミックスまでお問い合わせ下さい。

●テクノミックス(http://www.tmix.co.jp/)●
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