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モバイルメールの使い方 

 

➢ １ モバイルメールとは 

 

携帯電話を利用して、メールホスティングのメールを送受信することができるサービスで

す。 

別途ⅰモード付加機能使用料およびパケット通信料等が必要です。 

モバイルメールの特長は次の通りです。 

 

(1) 手軽に携帯電話からメールをチェック 

通信圏内からならいつでもメールの送受信ができます。 

(2) 指定したメールだけ参照／削除が可能 

メールホスティング上のメールタイトル、送信者、送信日付を一覧表示します。 

一覧表示上の必要なメールのみ指定して読むことができます。 

一覧表示上で不要なメールは、読まずに削除することができます。 

 

尚、モバイルメールをご利用いただくにあたり、以下の点にご注意ください。 

 

(1) １回のログイン時、接続時間に限度があります。 

接続限度時間を過ぎた場合、全ての機能を中断してログイン画面に戻りますので、再

度ログインしなおしてください。接続限度時間はサービス固定です。（最大 60分間）*1 

(2) モバイルメールの画面上、全てのカタカナは半角表示されます。これは携帯電話の表

示サイズを考慮して、半角カタカナで表示しているためであり、半角カタカナの入力を

推奨するものではありません。 

一般的に半角カタカナの使用は推奨されていませんので、メール送信時および署名編

集時にはご注意ください。 

(3) モバイルメールでは添付ファイルの送受信ができません。 

受信したメールに添付ファイルがある場合、添付ファイルを開くことはできません。 

メール一覧およびメール参照時に、添付ファイルが存在することを通知しますので、パ

ソコン等で別のメーラから参照してください。 

(4) 全てのメーラから送信される、全てのメールの参照を保証することはできません。 

メール本文を表示できない場合（文字化け、添付ファイルとして除外等）もありえます。 

メール一覧上にあるメールをモバイルメールで参照できない場合は、当該メールをメー

ルホスティングに残したまま、パソコン等で別のメーラから参照してください。 

(5) HTML 形式のみのメールを参照することはできません。 

(6) 分割メールを参照することはできません。 

(7) メール本文がエンコードされたメールを正しく参照できない場合があります。 
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*1：接続限度時間は予告なく変更される場合があります。 

➢ ２ モバイルメール利用方法 

 

 

 

 

(1) モバイルメールへのログイン 

モバイルメールログインページにアクセスします。 

 https://www.bizmail.nifty.com/hosting/cgi-bin/i/ipop.cgi  

《ログイン画面》が表示されます。 

 

 

「サービス利用ＩＤ」と「パスワード」を入力します。 

※半角／全角、大文字／小文字を区別しますので入力

に注意してください。 

 

 

 

 

 

ログイン ⇒ 《ログイン通知画面》が表示されます。 

（「サービス利用ＩＤ」と「パスワード」が正しい場合のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2：誤入力許容回数は予告なく変更される場合があります。 

[メイン] ⇒ 《モバイルメールメイン画面》が表示されま

す。 

 

 

 

 

 参考 

ログイン画面で入力する「サービス利用ＩＤ」と「パス

ワード」には、メールホスティングの「メールアドレス」

と「パスワード」を入力します。 

 ご注意 

「サービス利用ＩＤ」と「パスワード」の入力を許容回

数以上続けて間違えた場合、30 分間モバイルメールを

ご利用いただけません。 

表示されたメッセージに指定された時刻以降、正しい

「サービス利用ＩＤ」と「パスワード」を入力して再度

ご利用ください。 

誤入力許容回数はサービス固定です。（最大 10 回）*2 
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(2)モバイルメールメイン画面 

 

メールホスティング上の最新メール№がデフォルト表示さ

れます。 

１～最新メール№までの半角数字を指定して詳細表示を

選択すると、指定したメールの《参照画面》が表示されま

す。 

メールホスティング上に１件もメールがない場合は、 

「メールは届いていません。」と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

[先頭ページ] ⇒ メール№１からの《メール一覧画面》が

表示されます。 

[最終ページ] ⇒ 最新メール№が含まれる《メール一覧

画面》が表示されます。 

[新規作成] ⇒ 新規メールの《作成画面》が表示されま

す。 

[署名編集] ⇒ 個人署名情報の《編集画面》が表示さ

れます。 

[ログアウト] ⇒ モバイルメールを終了し、《ログイン画

面》に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*3：ページあたりのメール件数は予告なく変更される場合があります。 

 参考 

メール№は固定ではありません。その時点、最も古いも

のからの通番になります。 

途中のメールを削除すると、それ以降のメール№は振り

直されます。 

 参考 

データ転送量および操作性を考慮して、メール一覧は分

割表示（ページ処理）されます。１ページに表示可能な

メール件数はサービス固定です。5 件/ページ)*3 

ex. 5 件／ページで 12 件のメールが存在する場合 

《メール一覧画面》１ページ：メール№ 1～ 5 

《メール一覧画面》２ページ：メール№ 6～10 

《メール一覧画面》３ページ：メール№11～12 

がそれぞれ一覧表示されます。 
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(3)受信メール一覧画面 

 

 

「メール毎に、題名/送信日時/送信者メールアドレスを表

示します。 

その際、題名の末尾に（添付）と表示されているメールは、

添付ファイル付きであることを意味します。 

メール№を選択すると、該当するメールの《参照画面》が表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

「ページ№」を選択してページを選択すると、指定されたペ

ージの《メール一覧画面》が表示されます。 

[前の一覧] ⇒ 表示中の前ページの《メール一覧画面》が

表示されます。先頭ページの場合は表示されません。 

[次の一覧] ⇒ 表示中の次ページの《メール一覧画面》が

表示されます。最終ページの場合は表示されません。 

[メイン] ⇒ 《モバイルメールメイン画面》が表示されます。 

 

 画面先頭の削除モードチェックボックスをチェックして、 

メール№を選択すると、該当するメールの《削除確認画面》

が表示されます。 

[削除する] ⇒ 該当するメールがホスティング上から削除

され、《メール一覧画面》が再表示されます。 

その際、削除されたメールは次のように表示され、削除済

みであることを示します。 

★   題 名   (削除) 

（削除直後に表示される《メール一覧画面》のみ） 

該当するメール№は表示されません。 

[キャンセル] ⇒ 《メール一覧画面》に戻ります。 

 

 

 

 ご注意 

一度削除されたメールは復元することはできません。 

削除する場合は十分ご注意ください。 

 ご注意 

送信者が意図的にファイルを添付した場合以外に、メー

ルの構造上添付ファイルとみなされる場合があります。 

ex. HTML 形式でのメール送信の場合 他 
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(4)メール参照画面 

 

指定されたメールのメール№／表示ページ№、ヘッダ情報

（題名／日付／From／To）およびメール本文を表示しま

す。 

但しヘッダ情報が表示されるのは先頭ページのみです。 

２ページ目以降、本文の続きから表示されます。 

 

 

 

 

 

 

*4：ページあたりの行数は予告なく変更される場合があります。 

添付ファイル付きの場合、各ページの本文末尾に（添付フ

ァイルあり）が表示されます。 

添付ファイル本体を開くことはできません。別のメーラで確

認してください。 

[前のページ] ⇒ 表示中のメールの前ページを表示しま

す。先頭ページには表示されません。 

 [次のページ] ⇒ 表示中のメールの次ページを表示しま

す。最終ページには表示されません。 

 [一覧] ⇒ 表示中のメールが含まれる《メール一覧画面》

を表示します。 

[前のメール] ⇒ 表示中のメールの直前のメール№の《参

照画面》を表示します。先頭のメール（メール№=1）には表

示されません。 

[次のメール] ⇒ 表示中のメールの直後のメール№の《参

照画面》を表示します。最新のメールには表示されません。 

[削除] ⇒ 表示中のメールの《削除確認画面》が表示され

ます。削除後は、削除したメールが含まれていた《メール一

覧画面》を表示します。 

《削除確認画面》で[キャンセル]を選択すると、当該メール

の《参照画面》に戻ります。 

返信 ⇒ 表示中のメールの送信者宛の《返信画面》が表

示されます。その際、引用チェックボックスをチェックしてお

くと、《返信画面》の本文欄に当該メール本文がデフォルト

表示されます。 

 参考 

データ転送量および操作性を考慮し、サイズの大きいメ

ールは分割表示（ページ処理）されます。 

１ページに表示可能なメール行数はサービス固定です。 

（20 行/ページ）*4 

表示行数ではありませんのでご注意ください。 
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転送 ⇒ 表示中のメールの《転送画面》が表示されます。 

[メイン] ⇒ 《モバイルメールメイン画面》が表示されます。 

 

(5)メールの新規作成 

 

宛先（To：メールアドレス）は必ず入力してください。 

半角カンマで区切って複数件のメールアドレスを指定する

ことができます。Ｘ 

題名（Subject）を入力してください。題名を省略した場合、

サービス固定で「NO SUBJECT」で送信されます。 

差出人（From）には「サービス利用ＩＤ」がデフォルトで設定

されます。メールアドレスを複数お持ちの場合はプルダウン

メニューで切り替えできます。（直接入力はできません） 

本文（Body）を入力してください。 

 

署名チェックボックスをチェックして送信すると、送信時に各

自の署名情報がメール本文の末尾に付加されます。（署名

情報がある場合のみ有効） 

Cc、Bcc、返信元は必要に応じてメールアドレスを入力して

ください。返信元とは「reply to」のことです。 

共に半角カンマで区切って複数件のメールアドレスを指定

することができます。 

自分宛チェックボックスをチェックして送信すると、Bcc の宛

先に自動的にご自身のメールアドレスが加えられます。 

 

送信 ⇒ 記述した内容でメールを送信します。 

《送信通知画面》を表示します。 

リセット ⇒ 全ての入力欄を初期状態に戻します。 

[メイン] ⇒ 《モバイルメールメイン画面》が表示されます。 

 

 

 

 参考 

宛先（TO）、Cc、Bcc に異常文字（；＆＊‘｜）が含

まれている場合、メール送信できません。 
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(6)メールの返信 

 

宛先（To：メールアドレス）には当該メールの送信者がデフ

ォルト表示されています。必ず入力してください。 

半角カンマで区切って複数件のメールアドレスを指定する

ことができます。 

題名（Subject）には当該メールの題名の先頭に「RE：」を付

加した文字列がデフォルト表示されています。 

その際、半角空白は半角アンダーラインに置換されます。 

差出人（From）には「サービス利用ＩＤ」がデフォルトで設定

されます。メールアドレスを複数お持ちの場合はプルダウン

メニューで切り替えできます。（直接入力はできません） 

本文（Body）を入力してください。 

《参照画面》で引用チェックボックスをチェックした場合、当

該メール本文がデフォルト表示されます。その際、各行の

先頭には > が付加されます。 

署名チェックボックスをチェックして送信すると、送信時に各

自の署名情報がメール本文の末尾に付加されます。（署名

情報がある場合のみ有効） 

Cc、Bcc、返信元は必要に応じてメールアドレスを入力して

ください。 

共に半角カンマで区切って複数件のメールアドレスを指定

することができます。 

自分宛チェックボックスをチェックして送信すると、Bcc の宛

先に自動的にご自身のメールアドレスが加えられます。 

 

送信 ⇒ 記述した内容でメールを送信します。 

《送信通知画面》を表示します。 

リセット ⇒ 全ての入力欄を初期状態に戻します。 

[メイン] ⇒ 《モバイルメールメイン画面》が表示されます。 
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(7)メールの転送 

 

宛先（To：メールアドレス）は必ず入力してください。 

題名（Subject）には当該メールの題名の先頭に「FWD：」を

付加した文字列がデフォルト表示されています。 

その際、半角空白は半角アンダーラインに置換されます。 

差出人（From）には「サービス利用ＩＤ」がデフォルトで設定

されます。メールアドレスを複数お持ちの場合はプルダウン

メニューで切り替えできます。（直接入力はできません） 

本文（Body）を入力してください。 

 

 

署名チェックボックスをチェックして送信すると、送信時に各

自の署名情報がメール本文の末尾に付加されます。（署名

情報がある場合のみ有効） 

Cc、Bcc、返信元は必要に応じてメールアドレスを入力して

ください。 

共に半角カンマで区切って複数件のメールアドレスを指定

することができます。 

自分宛チェックボックスをチェックして送信すると、Bcc の宛

先に自動的にご自身のメールアドレスが加えられます。 

 

送信 ⇒ 記述した内容でメールを送信します。 

《送信通知画面》を表示します。 

リセット ⇒ 全ての入力欄を初期状態に戻します。 

[メイン] ⇒ 《モバイルメールメイン画面》が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 参考 

転送時、作成画面上の本文欄に当該メールの本文は表示

されません。 

送信される際、入力したメール本文の後ろに展開されま

す。添付ファイル付きの場合、添付ファイルデータは展

開されません。 
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(8)署名情報の編集 

 

「サービス利用 ID」毎に署名情報の登録ができます。 

既に署名情報を登録されている場合、既存情報がデフォル

ト表示されます。 

 

 

更新 ⇒ 入力された情報で署名情報が登録されます。 

キャンセル ⇒ 入力欄を初期状態に戻します。 

[メイン] ⇒ 《モバイルメールメイン画面》が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*5：署名情報の最大長は予告なく変更される場合があります。 

 

 参考 

署名情報は最大長を超えて登録することはできません。 

最大長はサービス固有です。（最大 2000Byte）*5 

ex. 最大長 2000 バイトの場合 

日本語であれば 1000 文字まで 

半角英数字であれば 2000 文字まで可能 

但し、署名情報もメール本文の一部として送信されます

ので長すぎるとデータ転送に支障が生じる可能性があ

ります。 

簡潔な署名情報をお勧めします。 
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➢ ３ モバイルメールエラーメッセージ 

１ 入力エラー サービス利用 ID を入力してください。 

【状況】 モバイルメールログイン画面 

• 「サービス利用 ID」を入力せずにログイン

を選択した場合 

【対処】 

• 正しく「サービス利用 ID」を入力してログインし

てください。 

２ 入力エラー サービス利用 ID に異常な文字が入力されてます。 

【状況】 モバイルメールログイン画面 

• 「サービス利用 ID」に使用不可能な文字

（； > < & * ‘ | /）を入力した場合 

【対処】 

• 正しく「サービス利用 ID」を入力してログインし

てください。 

３ 入力エラー パスワードを入力してください。 

【状況】 モバイルメールログイン画面 

• 「パスワード」を入力せずにログインを選

択した場合 

【対処】 

• 正しく「パスワード」を入力してログインしてくだ

さい。 

４ 認証エラー 

（パスワードエラ

ー） 

 

パスワードの入力を連続 n 回失敗したため、サービス利用 ID を 

xx 分間使用停止とします。ロック解除時刻  (YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss) 

認証に失敗しました 

【状況】 モバイルメールログイン画面 

• 「サービス利用 ID」／「パスワード」の入力

を誤入力許容回数以上間違えた場合 

【対処】 

• 表示されているロック解除時刻以降、正しい

「サービス利用 ID」／「パスワード」を入力して

再度ログインしてください。 

５ 接続エラー サーバへの接続に失敗しました。 

【状況】 全機能 

• メールサーバへ接続できなかった場合 

【対処】 

• しばらく時間をおいて再度アクセスしてくださ

い。 

６ エラー 現在、モバイルメールはご利用いただけません。時間を置いて再度

ログインしてください。 

【状況】 全機能 

• メールサーバへ接続できなかった場合 

【対処】 

• しばらく時間をおいて再度アクセスしてくださ

い。 

７ エラー 認証に失敗しました。 

【状況】 全機能 

• 入力された「サービス利用 ID」で、メール

ホスティングサービスおよびモバイルメー

ルサービスが利用できない場合 

【対処】 

• ご契約内容を確認してください。 
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８ 入力エラー メッセージ番号が範囲外です。 

【状況】 モバイルメールメイン画面 

• 入力されたメール№が存在しない場合 

【対処】 

• メニューからメイン画面に戻って最新メール№

を確認してください。 

• １～最新メール№の範囲内でメール№を入力

して詳細表示を選択してください。 

９ 認証エラー すでにログアウトしています。 

【状況】 メール送信／署名編集 

• ログイン時より接続限度時間経過してい

る場合 

【対処】 

• 再度ログインしてください。 

１０ 入力エラー 宛先を入力してください。 

【状況】 メール送信 

• 宛先（To）を省略した場合 

【対処】 

• 宛先（To）を入力してください。 

１１ 入力エラー 宛先(To)に異常な文字が入力されてます。 

【状況】 メール送信 

• 宛先（To）に使用不可な文字（；＆＊‘｜）

を入力した場合 

【対処】 

• 正しい宛先（To）を入力してください。 

１２ 入力エラー Cc に異常な文字が入力されてます。 

【状況】 メール送信 

• Cc に使用不可な文字（；＆＊‘｜）を入力

した場合 

【対処】 

• 正しい Cc を入力してください。 

１３ 入力エラー Bcc に異常な文字が入力されてます。 

【状況】 メール送信 

• Bccに使用不可な文字（；＆＊‘｜）を入力

した場合 

【対処】 

• 正しい Bcc を入力してください。 

１４ 接続エラー SMTP サーバに接続できません。 

【状況】 メール送信 

• メールサーバへ接続できなかった場合 

【対処】 

• しばらく時間をおいて再度アクセスしてくださ

い。 

１５ 入力エラー 署名には xxxxBytes 以上保存できません。 

【状況】 署名編集 

• 最大長以上の署名情報を登録しようとし

た場合 

【対処】 

• 文字数を減らして登録してください。 

 


