「 防災ネット あんあん 」 登録手順書
登録手続の前に
「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のトップ
ページにある「利用規約」および「免責事項」をお読み頂き、ご承諾された場合のみ登録手続き
を行ってください。
登録手続きを完了されますと、自動的に「利用規約」および「免責事項」についてご承諾頂いた
ものとみなさせていただきます。
なお、「利用規約」および「免責事項」は最新のものを適用します。

ご利用いただくためには
「防災ネット あんあん」からのメールが受信できない場合、お客様の端末にて迷惑メール対策
設定が行われている可能性があります。
以下の設定方法をご確認頂き、「esam.jp」からのメールを受信出来るように設定をお願い致しま
す。
なお、設定方法については、随時変更される可能性があります。設定方法に対し、ご不明の際は、
購入された販売店もしくは各携帯電話会社（キャリア）サイトにてご確認ください。

docomoモバイル（フィーチャー・フォン）のドメイン指定受信設定方法
1.携帯電話の「i-modeボタン」を押します。
2.メニューの中から「i-Menu」を選択します。
3.メール設定を選択します。
4.メール設定画面内下部の「詳細設定／解除」を選択します。
5.「認証」画面にて、iモードパスワードを入力し、「決定」を押します。
6.受信／拒否設定欄にて「設定を利用する」を選択し、「次へ」ボタンを押します。
7.メニューの中から「▼受信/拒否設定」の「設定」を選択して「次へ」を選択します。
8.「ステップ2の「受信メール設定」に進み、『＠esam.jp』を入力後、「登録」ボタンを押し、
設定完了です。

docomoスマートフォンのドメイン指定受信設定方法
1.「dメニュー」にアクセスし「お客様サポート」→「メール設定」へ移動します。
2.「詳細設定／解除」を選択します。
3.「認証画面」でspモードパスワードを入力して「決定」を選択します。
4.指定受信／拒否設定欄の「受信するメールの設定」ボタンを押します。
5.受信するメールの登録欄の「＋さらに追加する」ボタンを押します。
6.『＠esam.jp』を入力後、「確認する」ボタンを押します。
7.確認の上、「設定を確定する」を押し、設定完了です。

『防災ネット あんあん』 お問い合わせ先
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「 防災ネット あんあん 」 登録手順書
auモバイル（フィーチャー・フォン）のドメイン指定受信設定方法
1.携帯電話の「メールボタン」を押します。
2.メニュー最下部の「Eメール設定」を選択します。
3.メニューの中から「アドレス変更・その他」を選択します。
4.メニューの中から「迷惑メールフィルターの変更／確認へ」を選択します。
5.暗証番号を入力し「送信」ボタンを押します。
6.詳細設定欄の「受信リストに登録する」を押します。
7.「全て有効」を選択し、ページ下部の「次へ」を押します。
8.ページ中部の入力欄へ『＠esam.jp』を入力、直下の「ドメイン」ボタンを押し、
「登録」ボタンを押します。
9.設定確認画面にて間違いがないことを確認して「登録」ボタンを押して設定完了
です。

auスマートフォンのドメイン指定受信設定方法
1.画面下の「メール」のアプリを起動します。
2.「設定」を選択します。
3.「Eメール設定」を選択します。
4.「その他の設定」を選択します。
5.「パケット通信料が発生します」のメッセージが表示されたら、「ＯＫ」ボタンを押します。
6.「迷惑フィルター」を選択します。
7.「暗証番号」を入力し「送信」ボタンを押します。
8.個別設定欄の「受信リストに登録／アドレス帳受信設定をする」ボタンを押します。
9.設定欄にて「必ず受信」にチェック、キーワードに『＠esam.jp』と入力、「ドメイン一致」を選択
します。
10.「指定受信リスト有効・無効設定」にて「有効」を選択し「変更する」ボタンを押します。
11.内容を確認し「ＯＫ」ボタンを押します。

softbankモバイル（フィーチャー・フォン）のドメイン指定受信設定方法
1.携帯電話の「Y!ボタン」を押します。
2.画面最下部「設定・申込」を選択します。
3.設定・変更「４メール設定」を選択します。
4.「１.メール設定（アドレス・迷惑メール等）」を選択します。
5.「迷惑メールブロック設定」を選択します。
佐賀県庁ホームページ(携帯用)から簡単アクセス
6.「個別設定」にチェックを入れ「次へ」を押します。
7.「５.受信許可・拒否設定」を選択します。
8.「受信許可リスト設定」を選択します。
9.「設定する」にチェックを入れます。
10.アドレス入力欄に『＠esam.jp』と入力し「後」にチェックを入れます。
11.画面最下部「設定する」ボタンを押します。

softbankスマートフォンのドメイン指定受信設定方法
1.「MySoftbank」にログインします。
2.「メール設定」を押します。
3.「迷惑メール対策」を押します。
4.許可するメールの登録欄の「登録する」を押します。
5.受信許可するメールアドレス欄に『＠esam.jp』と入力し、「後方一致」にチェックをいれ、
「次へ」を押します。
6.内容を確認し「登録する」を押し、設定完了です。

『防災ネット あんあん』 お問い合わせ先

佐賀県 政策部 危機管理・報道局 消防防災課
℡0952-25-7027
佐賀県 防災・安全・安心情報配信システム
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「 防災ネット あんあん 」～配信情報～
「防災ネット あんあん」では、受け取りたい地域および配信情報別に、受信する情報を選択することが可能です。
かんたん登録 ・・・ 希望する市町（複数可）、火災情報（複数可）と配信情報の種類を選択するだけで登録ができます。
詳細登録 ・・・・・ 希望する市町（複数可）と、配信情報の種類と項目、配信条件を細かく設定することができます。

かんたん登録
対象地域
防災情報：※1

市町単位

気象特別警報

詳細登録
市町単位
受け取りたい地域を選択
（一部の地域は旧市町村単位）

すべての気象特別警報

種類別に選択可

気象台が発表する気象特別警報

すべての気象警報

種類別に選択可

気象台が発表する気象警報

－

種類別に選択可

気象台が発表する気象注意報

震度４以上

震度４以上／震度３以上

津波情報

大津波警報・津波警報

大津波警報・津波警報
・津波注意報

台風情報

〇

〇

九州に接近するおそれのある台風に関する情報

河川情報

〇

〇

河川のはんらんに関する注意、警戒情報

危険のみ

危険のみ／警戒・危険

高温注意情報

〇

〇

県内の最高気温が３５度以上と予想した日に気象台
が発表する情報

竜巻注意情報

〇

〇

県内で発生するおそれのある竜巻の情報

府県気象情報（大雨、
台風）

〇

〇

県内に影響を及ぼすおそれのある大雨、台風に関する
気象情報、記録的短時間大雨情報

その他の防災情報

〇

〇

上記以外の防災に関する情報

不審者情報

〇

〇

声かけや変質者など不審者に関する情報

事件情報

〇

〇

子ども連れ去りや通り魔など事件に関する情報

迷い子（人）情報

〇

〇

早急に保護すべき迷い子、高齢者などの手配情報

その他の防犯情報

〇

〇

緊急情報

〇

〇

火災情報

〇

〇

火災の発生及び鎮火情報

口蹄疫情報

〇

〇

口蹄疫に関する情報

鳥インフルエンザ情報

〇

〇

高病原性鳥インフルエンザに関する情報

有明海情報

〇

〇

有明海の赤潮情報

玄界灘情報

〇

〇

玄界灘の赤潮情報

排水情報

〇

〇

有明海への排水予定情報(ノリ漁期)

光化学オキシダント・Ｐ
Ｍ２．５情報

〇

〇

県内で発令(解除)された光化学オキシダント注意報に
関する情報、県内でＰＭ２．５濃度が高くなると予想
される時の注意喚起及び取消情報

花粉情報

〇

〇

県内での花粉飛散に関する情報

紫外線指数情報

〇

〇

県内での紫外線に関する情報

熱中症指数情報

〇

〇

県内で予想される熱中症に関する情報

電力需給逼迫警報

ー

〇

逼迫警報、計画停電を伴う逼迫警報の情報

停電情報

ー

〇

停電戸数、停電率、復旧見込み等に関する情報

断水情報

ー

〇

断水に関する情報

〇

〇

防災に関する市町からの情報

気象警報
気象注意報
地震情報

土災害警戒情報

防犯情報：※1

海域環境情報：※1

生活情報

市町情報

県内で観測された地震に関する情報
県内に影響を及ぼすおそれのある津波の情報

土石流・がけ崩れ発生の危険度情報 警戒＜危険

振り込め詐欺等の手口や特徴など被害防止に有益な
情報
大規模事故、SARS等重大な感染症の発生、テロ発
生などの情報

※1：かんたん登録の場合、防災情報、防犯情報、海域環境情報を選択した際、配信情報は自動的に登録されます。

『防災ネット あんあん』 お問い合わせ先

佐賀県 政策部 危機管理・報道局 消防防災課
℡0952-25-7027
佐賀県 防災・安全・安心情報配信システム
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「 防災ネット あんあん 」 ～かんたん登録～
登録画面へのアクセス

～ 『 かんたん登録 』 登録手順のご案内

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。

～
携帯電話からインターネット接続
URLに http://esam.jp を入力します。
QRコードからも簡単アクセス
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。

1

2

トップページ

3

空メールの送信

携帯メールの送信

新規メール
TO：kantan@esam.jp
SUB：
「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。

『空メールを送信』をクリッ
クして下さい。

※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。

次に、利用規約と免責事
項についての確認が表示
されますので、ご承諾いた
だける場合は『同意する』
をクリックして下さい。

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。
送信

4

5

受付メールの受信

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

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。

6

地域の選択

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。

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。

情報種類の選択

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。

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。

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。

※『すべての情報』に市町
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。

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。

次頁へ

佐賀県 防災・安全・安心情報配信システム
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「 防災ネット あんあん 」 ～かんたん登録～
7

火災情報地域の選択

※情報種類の選択画面に
て、『すべての情報』または
『火災情報』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火
災情報地域を選択して下
さい。
すべてを選択する場合は
『すべての地域』を選択し
て下さい。

9

10 登録完了

登録確認

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。

火災情報地域の選択が終
わりましたら、『次へ』ボタ
ンをクリックして下さい。

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。

11 トップページへ戻る

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。

8

市町情報の地区の選択

※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。

佐賀県 防災・安全・安心情報配信システム
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「 防災ネット あんあん 」 ～かんたん登録～
完了メールについて

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。

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。

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
手順を最初からやり直して
下さい。

登録内容の確認

登録内容の変更

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。
安否確認の設定

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。

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。

佐賀県 防災・安全・安心情報配信システム
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「 防災ネット あんあん 」 ～詳細登録～
登録画面へのアクセス

～ 『 詳細登録 』 登録手順のご案内 ～

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。

携帯電話からインターネット接続
URLに http://esam.jp を入力します。
QRコードからも簡単アクセス
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。

1

2

トップページ

3

空メールの送信

「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。

『空メールを送信』をクリッ
クして下さい。

携帯メールの送信

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。

次に、利用規約と免責事
項についての確認が表示
されますので、ご承諾いた
だける場合は『同意する』
をクリックして下さい。

送信

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。

4

5

受付メールの受信

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

地域の選択

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。

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。

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」を選択した場合
の画面例です。

「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。

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。

メール配信を希望する町
村を選択して下さい。

パソコン・スマートフォンでアクセス
されている方は、9頁へ
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。

次頁へ
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「 防災ネット あんあん 」 ～詳細登録～
6

7

情報種類の選択

防災情報項目の選択

防犯情報項目の選択

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。

※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。

※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。

※『すべての情報』に市町
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。

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。

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。

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。

9

8

火災情報地域の選択

10 海域環境情報項目の選択

11 生活情報項目の選択

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

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

※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火
災情報地域を選択して下
さい。
すべてを選択する場合は
『すべての地域』を選択し
て下さい。

メール配信を希望する海
域環境情報の項目を選択
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。

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。

火災情報地域の選択が終
わりましたら『次へ』ボタン
をクリックして下さい。

海域環境情報項目の選択
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が終
わりましたら『次へ』ボタン
をクリックして下さい。

次頁へ
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「 防災ネット あんあん 」 ～詳細登録～
12 防災情報項目の配信条件

13 夜間受信制限の選択

※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。

14 市町情報の地区の選択

※防災情報項目の配信条
件画面にて、『気象注意
報』のいずれかの項目を選
択された場合にのみ、この
画面が表示されます。

※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。

夜間（午後11時～午前6
時）の気象注意報を受信
するかどうかを選択して下
さい。

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。

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。

夜間受信制限の選択が終
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
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。

15 登録確認

16 登録完了

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。

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。

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。

しばらくすると、完了メール
が送信されて来ます。

17 トップページへ戻る

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。

１１頁へ
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「 防災ネット あんあん 」 ～詳細登録(パソコン)～
4

受付メールの受信

5

6

地域・情報の選択

登録確認

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あんあ
ん利用者登録
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/syousa
i/*****************
******************
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。

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。

地域・情報種類・項目・条件の詳細設定内容が確認表
示されます。
内容に間違いがなければ『登録する』ボタンをクリックし
て下さい。
修正を行いたい場合は『修正する』ボタンをクリックして
下さい。

7

登録完了

以上で、詳細登録の手続きは終了です。
しばらくすると、完了メールが送信されて来ます。
『ＴＯＰへ』をクリックしてトップページに戻ります。
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。

メール配信を希望する地域・情報種
類・項目・条件の詳細設定内容を選択
して下さい。
選択が終わりましたら『確認画面へ』
ボタンをクリックして下さい。

佐賀県 防災・安全・安心情報配信システム
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「 防災ネット あんあん 」 ～詳細登録～
完了メールについて

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。
詳細登録による登録
が完了しました。

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。

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。

登録内容の確認

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。

登録内容の変更

詳細登録にて登録された
内容が確認できます。

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。
安否確認の設定

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。

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。
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「 防災ネット あんあん 」 ～安否確認設定～
登録画面へのアクセス

～ 『 安否確認設定 』 登録手順のご案内

～

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。

携帯電話からインターネット接続
URLに http://esam.jp を入力します。
QRコードからも簡単アクセス
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。

1

2

トップページ

「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。

3

空メールの送信

携帯メールの送信

新規メール
TO：anpi@esam.jp
SUB：

『空メールを送信』をクリッ
クして下さい。

※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。

次に、利用規約と免責事
項についての確認が表示
されますので、ご承諾いた
だける場合は『同意する』
をクリックして下さい。

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。

（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。

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
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/*
*******************
***************

送信

5

受付メールの受信

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。

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。

メールアドレスの登録

6

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。

登録確認

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。

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。

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。

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。

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。

次頁へ
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「 防災ネット あんあん 」 ～安否確認設定～
7

8

登録完了

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。

トップページへ戻る

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。

(注) 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。

完了メールについて

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。

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。

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。

安否の連絡先の変更が行
なえます。

登録内容の変更

佐賀県 防災・安全・安心情報配信システム
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「 防災ネット あんあん 」 ～安否確認設定～
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 ～

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。

1

2

配信メールの受信

3

安否情報登録

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

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
○○からのメールです。 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。
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。

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。

安否通知の完了

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。

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。

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

4

トップページへ戻る

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。

安否通知メール

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。

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。

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。
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「 防災ネット あんあん 」 ～登録解除～
登録画面へのアクセス

～ 登録解除手順のご案内 ～

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。

携帯電話からインターネット接続
URLに http://esam.jp を入力します。
QRコードからも簡単アクセス
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。

1

2

トップページ

『登録解除』をクリックして
下さい。

3

空メールの送信

『空メールを送信』をクリッ
クして下さい。

携帯メールの送信

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。

送信

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。

登録完了メールから登録解除を行う

4

完了メールの受信

受信メール
FROM：noreply@esam.jp
SUB：防災ネット あんあ
ん登録解除
防災ネット あんあん
の登録解除が完了し
ました。

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

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。

登録解除を選択すると、上
記②の画面へ進みます。

詳細登録で登録内容
を変更する場合は、
http://esam.jp/syousa
i/*****************
*****************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。
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