小林西安心メール 登録のしかた
◆「あんしんメール」ご登録方法は、アプリまたはメールアドレスのどちらでも登録できます◆

① 「あんしんメールアプリ」をインストール（無料）
② 「あんしんメールアプリ」を起動し、「新規登録」をクリック

1

【iPhone版】

【 Android版】

③ グループ画面の「追加（画面右上）」をクリック
④ 下記の登録用メールアドレスのQRコードの読み取りまたは

メールアドレスを直接入力し、「グループに登録」をクリック
⑤ 必要事項入力後「登録」をクリックし、グループ画面に登録した学校名が表示されると登録完了
QRコード

「小林西安心メール」登録用メールアドレス
※ アプリインストールによる個人情報の収集等は一切ありません

kbns@ansin-anzen.jp
1

右上記のQRコードでアプリが
インストールできない場合

2

3

←

直接入力の場合

必ず半角英数字入力

4

5
■登録者名（本人氏名）

【 iPhone版 】
… 「App Store」
【 Android版】
… 「Playストア」

※必須
テクノ太郎
■登録者所属
○○○@gw.ansin-anzen.jp

※必須
⦿保護者
〇教職員

から「あんしんメール」を
検索ください

①

下記の登録用メールアドレス (QRコードまたは直接入力）へ空メールを送信
QRコード

「小林西安心メール」登録用メールアドレス
※ スマートフォンで空メールを送信する際は、件名に任意の一文字(「あ」等)を入れて送信して下さい

kbns@ansin-anzen.jp
②
③
④
⑤
⑥
⑦

返信メール本文に記載のＵＲＬをクリック
「本登録画面へ」をクリック
表示された登録画面の項目を入力
「入力内容確認」をクリック
登録内容を確認し、「登録」をクリック
「登録完了」画面が表示されると登録完了

【ドメイン指定受信設定】

【ご注意】空メールを送っても返信が来ない場合
ドメイン（ anzen.jp ）指定受信の設定をお願いします
※メールアドレス指定ではありません
※ 設定ができない場合、この用紙をお持ちになり
各携帯電話ショップにて設定をお願いして下さい

≪②登録フォーム≫

←

直接入力の場合

必ず半角英数字入力

≪④登録画面表示 ≫

…からの緊急連絡・お知ら

＊は必須項目です。

せ事項・不審者情報などを

登録メールアドレス

配信いたします。

xxx@docomo.ne.jp
■登録者名 ＊

仮会員登録が完了しました。
下記のURLを開き登録画面
へお進みください。

http://gw.ansin-

入力内容確認

キャンセル

● 株式会社テクノミックス(http://tmix.co.jp/) ●
登録方法のお問い合わせは、
①学校名
②お名前
③電話番号
④お問い合わせ内容
をご記入の上、
株式会社テクノミックス qa@tmix.co.jp まで
メールにてお問い合わせください。

「小林西安心メール」協賛事業所
地域に密着して活動を行っている事業所様で、CSR（地域貢献）に、ご賛同・
ご協力いただける事業所様を１校につき４社募集（１業種１社限定）しております。

募集中

募集中

募集中

残り ４ 社募集中
募集中
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資料１
保護者の皆様

「無料で使える学校安心メール」の
協賛事業所募集について
○○の候、皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申しあげます。平素は本校の教育
活動に対し、多大なるご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、外出先でもスピーディーかつ確実に、学校やPTAからの情報を受け取れるよう一斉連絡
メールシステムを導入いたします。本メールシステムの運営は、CSR（地域貢献）の考えに基づき、
これから募集する地域の協賛事業所のご協力のもと、学校・PTA(保護者の方)は費用の負担なく全国
で４，０００近くの利用校を抱える株式会社テクノミックスの提供により運営を開始いたします。
病院・医院などの医療関係、不動産業、住宅メーカー、リフォーム会社、自動車・自転車販売、
整骨院、スーパーなどなど、地域に密着して活動を行っている事業所様で、CSRにご賛同・ご協力い
ただける事業所様を４社（１業種１社限定）募集いたします。学校安心メールへの協賛は地域貢献
に加えPR効果も見込めるとの事です。
学校安心メール協賛は保護者の皆様からのお申し込みが多いそうです。保護者の皆様や地域の皆
様において、ご協力いただける事業所様などございましたら、学校もしくはシステム提供会社の株
式会社テクノミックスまでご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。なお、学校安心
メール協賛についての詳しい情報は、以下のQRコードを読み取りご覧ください。または、インター
ネットより「学校安心メール 協賛」と検索し、「学校安心メール®協賛携帯サイト」をご覧くださ
い。
【学校安心メール®協賛携帯サイト】

【学校安心メール協賛事業所ご紹介(動画)】

または、YouTubeで
「学校安心メール」を検索

http://www.tmix.co.jp/kyousan
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資料２

学校安心メールⓇで"地域貢献"
学校安心メールⓇとは学校と保護者・地域の方を結び、
情報を共有するための一斉メール配信システムです。
弊社ではCSR（企業の社会貢献）の考えを取り入れ、
地域の信頼できる事業所様より協賛協力をいただくことで、
学校やPTAには学校安心メールを無料で提供しております。
地域に密着して、経済活動を行っている事業所様は、
学校安心メールに協賛協力することにより、
子どもたちの安心・安全を守り、心の通いあう学校づくりに
貢献するとともに、事業所様のピンポイントでの販売促進・
好感度アップなどの相乗効果が期待できます。

学校安心メールへ協賛協力いただくと

学校貢献＋協賛事業所様を５つの方法でPR！
★登録用プリント
保護者・職員向けの学校安心メールⓇ登録用配布プリントに、
協賛いただいている旨の告知をいたします。

★登録時の返信メール

学校安心メールⓇの登録を行う画面にて、協力いただいて
いる協賛事業所をお知らせします。

「学校安心メールⓇ」協賛中を
お知らせするステッカーを
配布いたします。

★学校新聞やPTA新聞

★協賛メールの配信

学校新聞やPTA新聞または学校が発行する広報などで、
協賛事業所のお知らせを行っていただいております。

協賛事業所決定時のメール・協賛事業所挨拶メール、
協賛告知メールを配信いたします。

■協賛費用(1校あたり)
◉初期登録費在校生数1～100名：１万円(税別)
◉初期登録費在校生数101名以上：２万円(税別)

★協賛ステッカー

初回のみ

詳しくはこちらをご覧ください 学校安心メール協賛企業ご紹介（動画）
↓↓↓
↓↓↓

※在校生数により月額協賛費は異なります(すべて税別)

1~50名まで1千円／51~100名まで2千円
101~200名まで3千円／201~400名まで4千円
以降1~100名増えるごとに千円増
901名以上 1万円(税別)上限

【学校安心メール®協賛携帯サイト】

または、YouTubeで

http://www.tmix.co.jp/kyousan 「学校安心メール」を検索
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