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１．ふじさわメールマガジン配信サービスの概要 

ふじさわメールマガジン配信サービスは、利用登録をされた方へ藤沢市の行政情

報を電子メールで、携帯電話やパソコンに配信するものです。 

配信するメールマガジンは、複数のメールマガジンの中からご自身の気に入ったメ

ールマガジンを選択して受信できます。 

また、配信するメールマガジンの種類も今後順次増やしていきたいと考えています

ので、ぜひ、利用者登録をお願いします。 

 

 

２．ご利用にあたっての注意 

１．本サービスに登録いただく前に、必ず「ふじさわメールマガジン配信サービス利用

規約」をお読みになり、規約に同意のうえ利用を開始してください 

２．本サービスの利用は無料ですが、利用の際に発生する携帯電話等の通信料等は

すべて利用者の負担となります。 

３．携帯電話にて利用いただく場合、利用者の電波状況によっては情報の発信に障

害が発生することがありますので、あらかじめご了承ください。 

４．本サービスの利用にあたって登録いただいたメールアドレス及びパスワードについ

ては、利用者本人が責任を持って管理してください。 
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３．登録方法 

【携帯電話から QR コードで登録を行う場合】 

１．お手持ちの携帯電話で右の QR コード（二次元バーコード）

を読み取ってください。 

 

２．読み取りが完了すると、次のふじさわメールマガジン配信サービス登録用アドレ

スが表示されます。  mm@fujimm@fujimm@fujimm@fuji----anshin.netanshin.netanshin.netanshin.net    

 

３．メールアドレスが表示されましたら携帯電話の決定ボタンを押してください（以

下この操作を「クリックする」という）。 

 

４．送信メールの宛先欄に自動的にメールアドレスが入力されますので、そのまま

携帯電話の送信ボタンを押してください（件名・本文欄には何も入力しないでく

ださい）。 

 

５．しばらくすると、「「「「利用者登録開始利用者登録開始利用者登録開始利用者登録開始」」」」のメールが届きます。 

 

６．メールを開くと「「「「次次次次のリンクをクリックしてのリンクをクリックしてのリンクをクリックしてのリンクをクリックして、、、、利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録をはじめてくださいをはじめてくださいをはじめてくださいをはじめてください。」。」。」。」

と表示されますので、携帯電話の方向ボタンを下に押し、リンク（ｈｔｔｐで始まる文

字列）の色が変わったらクリックしてください。 

 

７．クリックするとインターネットに接続され「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録していただくにあたっしていただくにあたっしていただくにあたっしていただくにあたっ

てててて」」」」の画面が表示されますので、内容をよく読んで「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録にすすむにすすむにすすむにすすむ」」」」

という文字列をクリックしてください。 

→ ５ページの「利用者基本登録方法」へ 
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【QR コードが読めない携帯電話から登録を行う場合】 

１．メール作成画面を開き、宛先欄に次のふじさわメールマガジン配信サービス登

録用メールアドレスを入力してください。 

  mmmmmmmm＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉｎ．ｎｅｔ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉｎ．ｎｅｔ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉｎ．ｎｅｔ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉｎ．ｎｅｔ    

    

２．件名、本文とも何も入力しないで「「「「送信送信送信送信」」」」ボタンをクリックし、メールを送信します。 

 

３．しばらくすると、「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録」」」」のメールが届きます。 

      ※メールが届かない場合、電子メールの受信制限が設定されていることが考

えられます。メールの受信設定を確認していただき、infmminfmminfmminfmm＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉ

ｎ．ｎｅｔｎ．ｎｅｔｎ．ｎｅｔｎ．ｎｅｔからの電子メールを受信できるように設定した上で、最初から登録

をやり直してください。 

       設定の仕方が分からない方は、携帯電話の取扱説明書をご覧いただくか、

各携帯電話会社までお問い合わせください。 

 

４．メールを開くと「「「「次次次次のリンクをクリックしてのリンクをクリックしてのリンクをクリックしてのリンクをクリックして、、、、利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録ををををはじはじはじはじめてめてめてめてくださいくださいくださいください。」。」。」。」

とありますので、携帯電話の方向ボタンを下に押し、リンク（http で始まる文字列）

の色が変わったら、クリックしてください。 

 

５．クリックすると、インターネットに接続され「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録していただくにあたっしていただくにあたっしていただくにあたっしていただくにあたっ

てててて」」」」の画面が表示されますので、内容をよく読んで「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録にすすむにすすむにすすむにすすむ」」」」と

いう文字列をクリックしてください。  

→ ５ページの「利用者基本登録方法」へ 
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【パソコンから登録を行う場合】 

１．メールソフトを起動させ、新規のメール作成画面を開き、宛先欄に次のふじさわメ

ールマガジン配信サービス登録用メールアドレスを入力してください。 

  mmmmmmmm＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉｎ．ｎｅｔ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉｎ．ｎｅｔ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉｎ．ｎｅｔ＠ｆｕｊｉ－ａｎｓｈｉｎ．ｎｅｔ    

    

２．件名、本文とも何も入力しないで「「「「送信送信送信送信」」」」ボタンをクリックし、メールを送信します。 

 

３．しばらくすると、「「「「利用者基本登録開始利用者基本登録開始利用者基本登録開始利用者基本登録開始」」」」のメールが届きます。 

 

４．メールを開くと「「「「次次次次のリンクをクリックしてのリンクをクリックしてのリンクをクリックしてのリンクをクリックして、、、、利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録ををををはじはじはじはじめめめめてくださいてくださいてくださいてください。」。」。」。」

と、表示されますので、リンク（http で始まる文字列）の色が変わったら、クリックし

てください。 

 

５．クリックするとインターネットに接続され「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録していただくにあたっしていただくにあたっしていただくにあたっしていただくにあたっ

てててて」」」」の画面が表示されますので、内容をよく読んで「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録にすすむにすすむにすすむにすすむ」」」」と

いう文字列をクリックしてください。  

→ ５ページの「利用者基本登録方法」へ 
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【利用者基本登録方法】 

１．本サービスの登録手続き

について説明しています。

内容を良く読み、一番下の

「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録にすすにすすにすすにすす

むむむむ」」」」という文字列をクリックし

てください。 

２．利用規約を読み、ご理解

の上で一番下の「「「「同意同意同意同意すすすす

るるるる」」」」をクリックしてください。

同意同意同意同意いただけないいただけないいただけないいただけない方方方方はごはごはごはご利利利利

用用用用できませんできませんできませんできません。。。。 

３．表示されているご自身のメ

ールアドレスを確認して、パ

スワード（半角英数を８文字

以上）を入力してください。

確認のため２度入力し、配配配配

信信信信をををを希望希望希望希望するメールマガジするメールマガジするメールマガジするメールマガジ

ンにチェックンにチェックンにチェックンにチェックして、最後に

「「「「確認確認確認確認」」」」を押してください。 

   

４．登録した情報を確認して

「「「「登録登録登録登録」」」」をクリックしてくださ

い。 

５．「利用者基本登録完了」の

画面が表示され、「「「「利用者利用者利用者利用者

基本登録完了基本登録完了基本登録完了基本登録完了」」」」のメールが

届きます。 
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６．「「「「利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録利用者基本登録がががが完了完了完了完了しましたしましたしましたしました。」。」。」。」と 

メールが届いたら、リンク（http で始まる文

字列）をクリックしてください。 

７．「「「「ふじさわメールマガジンふじさわメールマガジンふじさわメールマガジンふじさわメールマガジン配信配信配信配信サービストッサービストッサービストッサービストッ

ププププ」」」」が表示されます。次にアクセス（接続）

できるようにこの画面を、必必必必ずブックマークずブックマークずブックマークずブックマーク

（（（（おおおお気気気気にににに入入入入りりりり））））にににに登録登録登録登録してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。携帯電

話のブックマークへの登録については、そ

れぞれの取扱説明書をご覧ください。 

  

 

※利用者基本登録情報入力の際に必ず「メルマガ一覧」で受信したいメールマガジン

を選択してください。 

※防犯情報や子育て支援のメールマガジンを選択すると、追加情報の登録が必要な

ため、登録用メールが送られてきます。それぞれ基本登録をしてください。 
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４．メールマガジンの追加 

ブックマーク（お気に入り）から接続すると「ふじさわメールマガジン配信サービストッ

プページ」が表示されます。 

 

１．「「「「サービスサービスサービスサービス登録登録登録登録」」」」をクリックします。 ２．追加登録（受信）したいメールマガジ

ンをチェックして、「「「「設定設定設定設定」」」」を押して

ください。 

  

 

※防犯情報や子育て支援のメールマガジンを選択すると、追加情報の登録が必要な

ため、登録用メールが送られてきます。それぞれ基本登録をしてください。 
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４．しばらくすると、「「「「メメメメ

ールマガジンールマガジンールマガジンールマガジン登録確登録確登録確登録確

認認認認メールメールメールメール」」」」が届きま

す。本文の URLURLURLURL（http

で始まる文字列）をク

リックしてログイン（接

続）してください。 

５．「「「「登録登録登録登録しましたしましたしましたしました。」。」。」。」と表示

されます。 

６．ふじさわメールマガジン 

配信サービスのトップ 

ページに、チェックした 

メールマガジンが追加 

されます。 
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５．基本情報の設定 

個人設定や各メールマガジンの受信方法の設定や、配信停止などができます。「ふ

じさわメールマガジン配信サービストップページ」から設定するメールマガジンを選

択してください。 

（広報ふじさわダイジェストを選択した場合） 

 

  

１． 配信情報一覧 

   過去に配信されたメールマガジンを見ることができま

す。 

 

２． 個人設定 

   パスワードの変更や受信時間の設定、メールマガジンの

配信停止、ふじさわメールマガジン配信サービス全体か

らの退会（廃止）ができます。 

 

３． 地図 

   施設や住所を検索し、その周辺地図を表示することが

できます。 

 

４． ふじさわメールマガジン配信サービス 

   メールマガジン配信サービスのトップページに戻ります。 
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１． 配信情報一覧 

過去に配信された情報を見ることができます。 

 

１．配信日時と、タイトル、本

文に含まれる文字とで絞り

込むことができます。 

すべてを対象にする場合

は、「「「「表示表示表示表示」」」」ボタンをクリック

します。 

 

２．タイトルの一覧が表示さ

れ、タイトルをクリックする

と、その記事の詳細が表示

されます。 

３．位置情報や写真が添付さ

れている場合は、リンクが

表示されますので、リンクを

クリックすると、位置情報や

写真が見られます。 
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２．個人設定 

パスワード、受信時間等を変更することができます。また、各メールマガ

ジンの配信停止や、退会も個人設定から行うことができます。 

 

１．個人設定を変更する前に、パスワードを入

力し、「「「「送信送信送信送信」」」」ボタンを押します。 

 

２．個人設定画面が表示されます。 
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□メールアドレス、パスワードの変更 

１．個人設定の「「「「基本情報設基本情報設基本情報設基本情報設

定定定定」をクリックします。メール

アドレスを変更したい場合

は「「「「メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス設定設定設定設定」」」」

を、パスワードを変更した

い場合は 「「「「 パ スワー ドパ スワー ドパ スワー ドパ スワー ド 設設設設

定定定定」」」」をクリックしてください。 

２．（メールアドレス設定） 

変更するメールアドレスを

ユーザ ID に入力すると、

変更されたメールアドレス

に確認メールが届きますの

で、メールにある URL に接

続してください。 

３．（パスワード設定） 

現在のパスワードを「古い

パスワード」に入力し、新し

い パ スワー ド２回 入 力し

て、「「「「変更変更変更変更」」」」を押してくださ

い。 

   

□受信方法設定 

メールを受け取る時間と方法を変更することができます。 

  

個人設定の「「「「受信設定受信設定受信設定受信設定」」」」をクリックしてください。 

次の二つの方法で、情報を受信することができます。 

 

〇リアルタイム配信 

指定の時間内に配信された情報は、直ちに届きます。 

指定時間外の場合は、指定時間になると配信されま

す。 

 

〇ダイジェスト配信 

配信があった場合に一日一回、タイトルだけを受信

することができます。 

「本文をつける」を選択した場合は、タイトルと本

文の始めから８０文字までが表示されます。 
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□配信停止 

選んだメールマガジンの配信を停止します。他のメールマガジンは受信可能で、

利用者の基本情報も削除されません。 

 

１． 個人設定の「「「「配信停止配信停止配信停止配信停止」」」」

をクリックします。 

２． パスワードを入力し、「「「「配配配配

信停止信停止信停止信停止」」」」のボタンをクリッ

クします。 

 

３．「「「「はいはいはいはい」」」」をクリックします。 ４．「配信を停止しました。」と

表示され、配信が停止され

ます。 
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□パスワードを忘れた場合 

   パスワードを忘れた場合、次の操作によってご自身のパスワードを知ることができ

ます。 

 

１．各メールマガジンの個人

設定の「「「「パスパスパスパスワードをワードをワードをワードを忘忘忘忘れれれれ

てしまったてしまったてしまったてしまった方方方方はこちらはこちらはこちらはこちら」」」」をク

リックしてください。 

２．メールアドレスを入力し

「「「「送信送信送信送信」」」」ボタンをクリックして

ください。 

３．次の画面が表示され、メ

ールが届きます。 

   

４．メールが届いたら、URL

（ｈｔｔｐで始まる文字列）を

クリックしてください。 

５．メールアドレスとパスワード

が表示されます。 
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６．地図を使っての情報検索 

住所検索や施設検索で地図を表示して、周辺の施設を見ることができます。 

 

１．各メールマガジンのトップ

ページの「「「「地図地図地図地図」」」」をクリック

します。 

２．地図メニューが表示されま

す。「「「「住所検索住所検索住所検索住所検索」」」」では、選

択した住所の周辺地図を

表示します。 

「「「「施設検索施設検索施設検索施設検索」」」」では、選択し

た施設を中心とした地図を

表示します。 

 

３．（施設検索の場合） 

・矢印をクリックすると、その方向に地図が移動します。 

・「「「「広域広域広域広域」」」」または「「「「詳細詳細詳細詳細」」」」をクリックすることで、地図を拡大・縮

小することができます。 

・地図上に施設アイコンが表示され、地図範囲内にある施設

情報のリストが表示されます。 

・リストの「「「「中心表示中心表示中心表示中心表示」」」」アイコンアイコンアイコンアイコンをクリックすると、その施設を中

心に地図が表示されます。 

・リスト横の「「「「詳細表示詳細表示詳細表示詳細表示」」」」アイコンをクリックすると、詳細情報が

表示されます。 
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７．退会 

ふじさわメールマガジン配信サービスから退会します。また、利用者基本情報もこ

のシステムから削除されます。 

 

１．メールマガジン配信サー

ビスのトップページから「「「「退退退退

会会会会」」」」をクリックします。 

１．各メールマガジンの個人

設定からでも「「「「退会退会退会退会」」」」をクリ

ックできます。 

２．パスワード入力欄にパスワ

ード入力し、「「「「退会退会退会退会」」」」をクリッ

クします。 

 

 

  

３．退会の確認をします。「「「「はははは

いいいい」」」」をクリックします。 

４．「「「「退会退会退会退会しましたしましたしましたしました。」。」。」。」と表示さ

れ、このサービスのすべて

から退会となりました。 
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