STEP 3

1

管理者登録が完了し、登録完了メールが届きます。
ケータイからの場合

登録完了メール

パソコンからの場合

From：
photocommunication-accou
nt@otayori-docomo.com

管理者情報
管理者登録が完了し、管理者ﾛｸﾞｲﾝID・管
理者ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが発行されました。お
便りﾌｫﾄｻｲﾄにﾛｸﾞｲﾝする際に必要となり
ますので、
このﾍﾟｰｼﾞを画面ﾒﾓし、大切に
保管してください。

管理者情報

ログイン時に必要なIDです
※IDは1度だけ変更できます。

管理者ログインID

管理者ﾛｸﾞｲﾝID
●●●●●●●
管理者ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
●●●●●●●●

件名：[お便りフォト]管理者
登録完了のお知らせ

●●●●●●●

管理者ログインパスワード

ログイン時に必要なパスワードです。
※パスワードは何度でも変更できます。
より安全にご利用いただくため、
定期的に変更されることをお勧めします。

お便りフォトサービスの利用
登録ありがとうございます。
あなたの登録情報は以下の
通りです。
ご確認ください。

●●●●●●●●
お便りフォトサイトログイン画面には、
こちらからアクセスして下さい。

お便りﾌｫﾄｻｲﾄのご利用ｲﾒｰｼﾞ
お便りﾌｫﾄｻｲﾄに管理者がﾛｸﾞｲﾝすること
で、参加者招待やﾌｫﾄﾊﾟﾈﾙ遠隔設定などの
機能をご利用いただけます。

To：空メール送信元アドレス

管理者登録が完了し、管理者ログインID・管理者ログインパスワードが発行されました。お便りフォトサイトにログインする際に
必要となりますので、大切に保管してください。

お便りフォトサイト
URL：http://otayori-docomo.com
お便りフォトサイトのご利用イメージ

お便りフォトサイトに管理者がログインすることで、参加者招待やフォトパネル遠隔設定などの機能をご利用いただけます。

ログインID:（ログインIDを記
載）
ログインパスワード：安全の
ため記載していません。

なお、お便りﾌｫﾄﾊﾟﾈﾙｱﾄﾞﾚｽと、管理者ﾒｰﾙ
ｱﾄﾞﾚｽは以下の通りです。
管理者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽから写真添付ﾒｰﾙを送る
ことで、お便りﾌｫﾄﾊﾟﾈﾙに写真を表示する
ことができます。
お便りﾌｫﾄﾊﾟﾈﾙｱﾄﾞﾚｽ
●●●●●●●@otayori-docomo.com
管理者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
●●●●@docomo.ne.jp
※既に別のﾌｫﾄﾊﾟﾈﾙで利用しているﾛｸﾞｲ
ﾝIDをお持ちの方は、お便りﾌｫﾄｻｲﾄﾛｸﾞｲﾝ
画面から
「ﾛｸﾞｲﾝID統合」を選択し、上記
の管理者ﾛｸﾞｲﾝIDとお持ちのﾛｸﾞｲﾝIDを統
合することで最大5台のﾌｫﾄﾊﾟﾈﾙを1ﾛｸﾞｲﾝ
IDで管理いただけます。

お便りフォトパネルアドレス
：
（お便りフォトパネルアドレ
スを記載）
※写真添付メールを送信する
場合は、このアドレスを指定
してください。

なお、お便りフォトパネルアドレスと管理者メールアドレスは以下の通りです。
管理者メールアドレスから写真添付メールを送ることで、お便りフォトパネルに写真を表示することができます。

ﾛｸﾞｲﾝ
ご利用規約
ご注意事項
お客様の個人情報に関するﾌﾟﾗｲﾊﾞｼ
ｰﾎﾟﾘｼｰ
ｻｲﾄご利用にあたって

かんたん設定ガイド フォトパネル 03（Francfranc）

お便りフォトパネルアドレス

お便りフォトサイトへはこち
らからアクセスし、
ご利用ください。

写真添付メールの宛先となるメールアドレスです。
※お便りフォトパネルアドレスは1度だけ変更できます。
●●●●●●●@otayori-docomo.com

管理者メールアドレス

お便りフォトパネルに写真を送ることができるアドレスです。
●●●●@docomo.ne.jp

お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー

事前にかんたんな「初期設定」が必要となりますので、
本ガイド記載の手順にしたがい「初期設定」を行ってください。

はじめに必ずお読みください。

本メールの送信元アドレスは
、送信専用です。
ご返信いただ
いても対応できませんので、
ご了承ください。

› お便りフォトサイトログイン画面へ
ご注意事項

お便りフォトサービスのご利用開始にあたり、

http://otayori-docomo.com/

※既に別のフォトパネルで利用しているログインIDをお持ちの方は、お便りフォトサイトログイン画面から「ログインID統合」を
選択し、上記の管理者ログインIDとお持ちのログインIDを統合することで最大5台のフォトパネルを1ログインIDで管理いただけ
ます。

ご利用規約

お便りフォトサービスをご契約いただき、まことにありがとうございます。

サイトご利用にあたって

※管理者ログインID・ログインパスワードは、
お便りフォ
トサイトにログインする際に必要となりますので、
大切に保管してください。
※ログインパスワードは、
他人に知られないように十分ご注意ください。万一ログインパスワードが他人に知られ悪用された場合、
その損害については
当社は一切の責任を負いかねます。

2

設定の流れ

フォトパネルに以下の「登録完了」の画面（3/3画面）が表示されます。
お便りフォトサイトにログインしてお楽しみください。

STEP 1

フォトパネルの電源を入れ、
画面に表示されたメールアドレスに、
空メールを送信

お便りフォトサイトはこちらから

http://otayori-docomo.com/

STEP 2

タイトル：登録完了のお知らせ

※初期設定完了後にSTEP1-1の画面
（1/3画面）
を削除する方
法は、
別冊の
「取扱説明書」32ページをご覧ください。
※詳しいサービスのご利用方法は、別冊の「ご利用ガイドブックお便りフォトサービス編」
をご覧ください。
● 本ガイ
ド掲載の設定方法や登録内容などは、
予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。
● 本ガイ
ドに掲載されているロゴ、商品名、
サービス名は、各社の商標または登録商標です。
● 本ガイ
ドから許可なく、転記、複写することを固く禁じます。

お便りフォトサ ービスに
関するお問 い合わせ

メールが返信されるので、
本文に記載されたURLに接続し、
「ご利用規約」と「ご注意事項」に同 意

●画面は実際とは異なる場合があります。

本ガイドの内容は2011年3月現在のものです。

2011.3

STEP 3

初期設定が完了

ドコモ お便りフォトサポートセンター

0120 - 130 - 360

受付時間 午前9：00〜午後8：00（ 年中無休）※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

詳しくは中 面をご覧ください。

STEP 1

1

STEP 2

フォトパネルにFOMAカードが挿入されていることを確認し、
フォトパネル本体裏面の電源を入れると、
フォトパネルに以下の画面（1/3画面）
を含んだ
スライドショーが開始します。

1

登録に必要なメールが返信されるので、
メール本文に記載されているURLに接続してください。
「登録用URLのお知らせ」メール

ドメイン指定受信設定やURL
From：
photocommunication-acco
unt@otayori-docomo.com
To：管理者メールアドレ
ス１（空メール送信元アド
レス）
件 名：[ お 便りフォト] 登 録
用URLのお知らせ

スライドショーの開始

仮登録が完了しました。
７２時間以内に、以下のリ
ンクから、お 便りフォトサ
ービスの本登録を行ってく
ださい。
お便りフォトサービス登録
ページ：
http://（ お便りフォトサイ
トへの登録のためのURLを
記載）

2

電波が届いていることが確認できると以下の画面（2/3画面）が表示されます。

2

は、返信メールが届かないことがあり
ます。メールが 届 かない場 合には、
「＠otayori-docomo.com」からの
URL付きメールを受信できるようにして、
再度空メールを送信してください。

ご利用規約とご注意事項をご確認のうえ、
よろしければ「登録」を選択してください。
パソコンからの場合

ケータイからの場合

利用者登録（管理者）

利用者登録（管理者）

お便りﾌｫﾄｻｰﾋﾞｽをご契約いただき、誠に
ありがとうございます。
お便りﾌｫﾄｻｰﾋﾞｽは、ｹｰﾀｲやﾊﾟｿｺﾝから写真を
送るだけで、離れた場所に置かれたお便
りﾌｫﾄﾊﾟﾈﾙ上に写真を表示させることが
できたり、お便りﾌｫﾄｻｲﾄにｱｸｾｽしてお便
りﾌｫﾄﾊﾟﾈﾙの各種設定を遠隔操作で行う
ことができるｻｰﾋﾞｽです。

スライドショーの開始

サンプル

迷惑メール対策の設定をされている方

本メールの送信元アドレス
は 送信専用です ご返信い

※画面が表示されるまでに、
しばらく時間がかかることがあります。

●●●●●●●@otayori-docomo.com

付 きメー ル 拒 否 設 定 などの

お便りフォトサービスをご契約いただき、誠にありがとうございます。
お便りフォトサービスは、ケータイやパソコンから写真を送るだけで、離れた場所に置かれたお便りフォトパネル上に写真を表示させる
ことができたり、お便りフォトサイトにアクセスしてお便りフォトパネルの各種設定を遠隔操作で行うことができるサービスです。

ご利用イメージ

ご利用規約とご注意事項をご確認の上、
よろしければ同意して登録ﾎﾞﾀﾝを押して
ください。
管理者登録が完了し、お便りﾌｫﾄｻｲﾄの管
理者ﾛｸﾞｲﾝID・管理者ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが発行
されます。

タイトル：管理者登録について

同意して 登録

メールアドレス

ご利用規約
ご注意事項
お客様の個人情報に関するﾌﾟﾗｲﾊﾞｼ
ｰﾎﾟﾘｼｰ
ｻｲﾄご利用にあたって

QRコード

ご利用規約 と
ご注意事項 をご確認の上、
よろしければ同意して登録するボタンを押してください。
管理者登録が完了し、お便りフォトサイトの管理者ログインID・管理者ログインパスワードが発行されます。

› 同意して登録する

ご利用規約

3

ワンポイントアドバイス
1

ご注意事項

お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー

表示されているメールアドレスに空メールを送信してください。
（ケータイからQRコードを読み取ると、かんたんにメールを送信できます。）

「ホームボタン」
をタッチします。

2

サイトご利用にあたって

●画面は実際とは異なる場合があります。

STEP1-2の画面（2/3画面）が表示された後、設定の途中でスライドショーが開始してしまったら・・・

「フォトサイト」
を選択し
OKボタンをタッチします。

3

「ドコモからのお知らせ」を選択し
OKボタンをタッチします。

4

「2/3画面」を選択し

STEP1-2の画面（2/3画面）が

OKボタンをタッチします。

●●●●●●●@otayori-docomo.com

再度表示されます。

サンプル

タイトル：管理者登録について

●●●●●●●@otayori-docomo.com

タイトル：管理者登録について

ホームボタン

OKボタン

OKボタン

OKボタン

サンプル

