よい子ネット に登録しよう！
※別途、通信料がかかります
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http://yoiko-net.jp
にアクセスし、
登録したい園を
探します。。
携帯・スマート
フォンは「モバ
イル」、パソコ
ンは「パソコ
ン」を選んでく
ださい。

右側中ほどにある「新規登録・
変更・確認・退会はこちら」か
ら進み、メールアドレスの入力
を行って下さい。

トップページ下部にある
「新規登録」をクリックすると
メールが立ち上がりますので
そのままお送りください。
※「新規登録」を
クリックしてもメールが
立ち上がらない場合は、
「メーラーが起動しない場合は
こちら」をクリックして
お手続きください。

QRコード読取アプリをご利用の場合
こちらのQRコードでもアクセスできます

ラジオ関西園
└モバイル／パソコン
東川崎園
└モバイル／パソコン
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よい子ネットから、下記のよう
なメールが返信されますので、
本文内のURLをクリックしてく
ださい。

From

* info@xxx.xxxx.xxx

Sub.

3

利用規約の画面になりますので、
お読みになり、「同意する」を
選択してください。次の画面で
下記サンプルのようなメール受
信希望グループ選択画面になり
ますので希望のグループを選択
して「次へ」進みます。

仮登録完了メール

「ラジオ関西園」への仮登録ありがとうご
ざいます。
下記のURLより続けて本登録をお願いい
たします。
※仮登録の有効期限は仮登録完了時よ
り7日間です。
SSL対応携帯電話はこちらから
https://ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ/.....

グループの選択
□ お知らせ
□ひよこ組
□ うさぎ組
□ ぞう組
...
次へ

6
情報を入力します。
※このページはサンプルです。
園によって入力項目が変わりま
す。また、このページが表示さ
れない園もございます。

ご登録の園の情報以外にも、防
犯情報などの受信の登録が同時
に可能です。

個人情報入力画面

下記の配信システムからメールを受
け取ることが出来ます。

氏名

○防犯・防災情報メールを受け取る
地域の子どもに関する防犯情報など

お子様のお名前

次へ
戻る

○園以外の情報メールを受け取らな
い
次へ
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7
登録内容を確認します。

登録が完了しました。

●よくある質問●
☆メールアドレスを変えたときはどうすればいいの？
→再度、新規登録を行って下さい。

下記の内容で登録しますか？
■グループ
ひよこ組
■個人情報
氏名
関西はなこ
お子様のお名前
たろう
■種別
子供に関する防犯情報
■地域
○○警察署管内
△△警察署管内
登録
戻る

完了画面
登録が完了しました。

9
よい子ネットから、登録完了
メールが届きます。

From

* info@xxx.xxxx.xxx

Sub.

3

本登録完了メール

ご登録ありがとうございました。
「ラジオ関西園」へのメール登録が完了
しました。

☆メール受信をやめたいときはどうすればいいの？
→登録している園のサイトへアクセスし、トップページ下部
の「登録内容の変更・退会」から退会手続をして下さい。
☆③のメールが来ない！
→お使いの携帯電話で受信拒否(パソコンからのメール、
URLつきのメール、アドレス帳登録以外のメールアドレスか
らのメール等）の設定がされている場合があります。
購入時から設定されていることもありますので、今一度ご確
認下さい。ドメインの許可をする場合は「yoiko-net.jp」を
許可して下さい。
※これらの設定方法については、お手持ちの携帯電話の
マニュアルを参照下さい。
☆本当に無料ですか？
→はい。無料です。ただし、メールを受信したりインター
ネットに接続する際の通信料はかかります。

よい子ネット 変更・退会
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1
登録の園のページにアクセスしましょう。
QRコード読み取り機能の付いている携帯電
話の場合。QRコードを読み取って、園の
ページにアクセスして下さい。
※QRコード読取機能の
ない携帯電話は、
http://yoiko-net.jpを
直接入力して、
登録したい園のページに
アクセスして下さい。

登録したい園のモバイル用サイトへアクセス
し、トップページ下部にある「登録内容の変更・
退会」をクリックして下さい。自動的にメール画
面が表示されますので、何も入力や削除をせずそ
のままメールを送信して下さい。
※自動的にメールが立ち上がらない時は
「メーラーが起動しない場合はこちら」
をクリック
して下さい。

3よい子ネットから、メールが返信されます
ので、
本文内のURLにアクセスして下さい。
※下図は携帯画面のサンプルですが、
パソコンでも同じ文面が届きます。

From

* info@xxx.xxxx.xxx

Sub.
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登録内容確認・退会受付メール

下記のURLより登録内容の確認(もしくは
退会)手続きを行って下さい。
SSL対応携帯電話はこちらから
https://ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ/.....

http://yoiko-net.jp
にアクセスして下さい。

登録したい園のパソコン用サイトへアクセスし、
「新規登録・変更・確認・退会はこちら」から「登
録内容の変更・退会」を選び、メールアドレスを入
力して下さい。

SSL非対応携帯電話はこちらから
http://ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ/.....

4
URLにアクセスしますと、左図のような画面になります。空メールを送ったアドレスの現在の登録状況が確認出来ますので、変更が必要な部分
は変更しましょう。

A
この部分では、②で送ったメールアドレスが登録しているグループを確認し、変更す
ることができます。変更する場合は「変更する」をクリックして、丌要になったグ
ループからはチェックを外す・または必要なグループにチェックをつけましょう。

登録変更メニュー画面
■グループ 変更する
ひよこ組

B

■個人情報 変更する
氏名：関西はなこ

お子様のお名前：たろう
■その他情報メール

C

＜配信システム＞防犯情報
メール受信を止める
●種別 変更する
子どもに関する情報
●地域
○○警察署管内
△△警察署管内
退会する

D

この部分では、②で送ったメールアドレスが登録している個人情報を確認し、変更す
ることができます。変更する場合は「変更する」をクリックして、丌要になった情報
を削除する・または必要になった情報を登録しましょう。
※郵便番号の入力がある場合は半角数字で途中に「-」(ハイフン)を入れて下さい。

この部分では、②で送ったメールアドレスが登録しているその他情報メール(例：防犯
メールなど)の受信設定を行います。左図見本では、既に受信している場合の画面です。
受信をしていない場合は、「メール受信を止める」の部分が「メール受信を開始す
る」になります。
●種別、●地域では、現在の登録状況が表示されます。変更する場合は「変更する」
をクリックして、丌要になった情報や地域のチェックを外す・または必要な情報や地
域にチェックをつけましょう。

卒園や、引越しなどでよい子ネットをご利用にならない場合は、「退会する」をク
リックして下さい。確認画面→完了画面が出てきますので、そのままクリックして処
理を完了させて下さい。

☆②のメールを何度送っても「新規登録」のメールが来る場合！
→ご登録をされていない園からの手続きを行っていると考えられます。
再度http://yoiko-net.jp/にアクセスし、園名を確認の上、
登録している園からのお手続きをお願いします。

『よい子ネット』からのメールを受信するための

迷惑メール対策の設定方法（携帯電話用）
『よい子ネット』からのメールが届かない場合、主にはご利用のスマートフォン・携帯電話
の迷惑メール対策の登録設定が原因と考えられます。
『よい子ネット』からのメールを受信できるように下記の手順で迷惑メール対策の登録設定
を行ってください。

迷惑メール対策設定方法（NTTドコモ）
「i-mode」ﾎﾞﾀﾝを押す
→ 「メール設定」を選択
→ 「詳細設定/解除」を選択
→ 認証画面にてiモードパスワードを入力し、「決定」を選択
→ ▼受信／拒否設定で「設定」をチェックし、「次へ」を選択
→ ステップ4の「受信設定」を選択
→ 個別に受信したいドメインまたはアドレス入力欄に「yoiko-net.jp」と入力し、「登録」を選択

迷惑メール対策設定方法（au）
「Ｅメール」ﾎﾞﾀﾝを押す
→ 「迷惑メールフィルター」を選択
→ 迷惑メールフィルター設定の「設定・確認する」を選択
→ 暗証番号を入力し、「送信」を選択
→ 詳細設定の「受信リスト設定」を選択
→ 「有効/リスト編集する」をチェックし、「次へ」を選択
→ 入力欄に「yoiko-net.jp」を入力し、「ドメ」（ドメイン一致）をチェックし、「登録」を選択
→ 設定確認で「登録」を選択

迷惑メール対策設定方法（SoftBank）
「Y!」ﾎﾞﾀﾝを押す
→ 「設定・申込」を選択
→ 「メール設定」を選択
→ 「メール設定（アドレス・迷惑メール等）を選択
→ 「迷惑メールブロック設定」を選択
→ 個別設定をチェックし、「次へ」を選択
→ 「受信許可・拒否設定」を選択
→ 「受信許可リスト設定」を選択
→ 利用設定を「設定する」にチェックをいれ、入力欄に「yoiko-net.jp」を入力し、「後」（後方一致）に
チェックをいれ、ページ最下部の「設定する」を選択

【補足】
※１ お使いの機種によって、設定方法が異なる場合がございます。
※２ 設定メニューの内容は携帯各社により随時変わる場合があります。
※３ お手続きの詳細は、ご利用中の携帯電話会社各社のホームページや、ご利用端末のマニュアルなどをご確認
いただくか、ショップにお尋ねください。
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