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メール配信登録手順① ＱＲコードを読み取れる場合

１．QR登録用紙に記載さ
れているQRコードを読み
取ります。

３．「登録のお願いメール」が配信されます（受信におよ
そ１分～２分程度かかります）。受信後、メール本文に記
載されているＵＲＬから、利用者情報登録画面へアクセ
スできます。⇒手順②へ

※登録手続は、およそ５分～１０分程度で完了します。
※手続き開始の前に、「school@secomsuru.jp」からのメールを受信できるよう、迷惑メール対策設定をご確認ください。

件名：【登録のお願い】○○幼稚園メー
ル連絡網サービスへの登録について
-----------------------
本文：〇〇幼稚園

以下のURLをクリックし、利用情報の登
録を行ってください
https://www.secomsuru.jp/mtomo/***
***

=======================
■送信元
○○幼稚園
〒***-***
電話***-***-***

受信したメール内
のURLをクリックし
ます。

２．【空メール送信】リンクを
押すと自動的にメール送信画
面が表示されます。

登録のお願いメール

宛先・件名・本文を変
更せずに、そのままメ
ールを送信します。

サンプル

ＱＲコード
登録用紙
について

ＱＲコードはグループ単位（例えば、クラス単位、方面単位、保護者会など）
で異なる内容になっています。

２枚のＱＲ登録用紙が配布された場合は、それぞれＱＲコードを読み取りし、
空メール送信の送信操作が必要です。

（カッコ内）にグループ名
が記載されています。

QRコードを読み取ります
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メール配信登録手順① ＱＲコードを読み取れない場合

１．「school@secomsuru.jp」
へ空メールを送信します。

3．QR登録用紙に記載されているキーコードを入力し

【ログイン】ボタンをクリックします。
⇒手順②へ

※登録手続は、およそ５分～１０分程度で完了します。
※手続き開始の前に、「school@secomsuru.jp」からのメールを受信できるよう、迷惑メール対策設定をご確認ください。
※ＱＲコードが読み取れる場合は、メール登録手順②へお進みください。

■件名：
【登録のお願い】○○幼稚園メール連
絡網サービスへの登録について
-----------------------
■本文：
登録手順に従って利用者情報の登録を
行ってください。
https://www.secomsuru.jp/mtomo/***
*******

■登録手順
1.上記の登録URLをクリック
2.メール連絡網登録用紙に記載されて
いるキーコードを入力
3.【ログイン】ボタンをクリック
4.利用者情報画面より、利用者情報の
入力
5.【登録】ボタンをクリック

2．「登録のお願いメール」が配信されま
す（およそ１分～２分程度かかります）。
受信後、メール本文に記載されているＵ
ＲＬから、キーコード入力画面へアクセス
することができます。

登録のお願いメール

school@secomsuru.jp

空メールを送信します。

ＱＲ
登録用紙
について

キーコードはグループ単位（例えば、クラス単位、方面単位、保護者会など）
で異なる内容になっています。

２枚のＱＲ登録用紙が配布された場合は、２つのキーコードを登録します。
（２、３、４、５の手順を２回行う）

（カッコ内）にグループ名
が記載されています。

QR登録用紙に記載されている
キーコードを入力します。
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メール配信登録手順②

４．URLからアクセスすると
サービスのご利用にあたって
の確認事項が表示されます。
内容を確認した上でチェック
をし、確認ボタンをクリックし
ます。

５．登録に必要な項目(必須項目)を入力または選択し、【登録内容確認】ボタンを
クリックすると確認画面が表示されます。⇒手順③へ
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メール配信登録手順③

件名：【登録完了通知】○○幼稚園メール
連絡網サービス
-----------------------
本文：〇〇幼稚園
山田 太郎様

メール連絡網サービスへの登録が完了し
ました。
ご登録内容は以下の通りです。

■登録内容
お名前：山田 太郎
ふりがな：やまだ たろう
・
・
■登録内容の確認・変更または過去に受
信したメールの参照を行う場合は、以下の
URLリンクをクリックしてください。
https://www.secomsuru.jp/mtomo/******

６．登録確認画面で【登録】ボ
タンを押すと登録完了画面が
表示されます。(登録された
メールアドレスへ登録完了
メールが配信されます。)

登録完了メール

７．登録完了画面が表示され
ましたら、登録完了になりま
す。
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連絡メールの内容確認

■件名：
ご回答内容の確認(○○幼稚園)
-------------------------------
■本文：
○○幼稚園
山田 太郎様

代表様より以下の回答をいただきました。
--------------------------------
【メール内容】
■件名：保護者会 日程調整の件
■本文：

--------------------------------
【ご回答内容】
■登録内容の確認・変更または過去に受
信したメールの参照を行う場合は、以下の
URLリンクをクリックしてください。
https://www.secomsuru.jp/mtomo/******

代表者の方が【登録】ボタンを押すと、
代表者及び同報通知先のメールアド
レス宛てに報告の内容がメール配信さ
れます。

報告完了メール

■件名：
保護者会 日程調整の件
-----------------------
■本文：
○○幼稚園
山田 太郎様

以下のURLをクリックし、内容をご確認ください。
https://www.secomusurujp/mtomo/***********
****

=======================
■登録内容の確認・変更または過去に受信した
メールの参照を行う場合は、以下のURLリンクを
クリックしてください。
https://www.secomsuru.jp/mtomo/******

※連絡メールの確認・報告を行います。過去に受信しているメール内容の確認、およびアンケート項目の回答も可能です。

※開封確認ありの連絡メール(※例のようにＵＲＬをクリックし、

内容を確認するメール）は、代表者しか報告できません。同報
通知先の方は、代表者が報告した内容を確認できます。
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基本情報の確認・変更
※メール配信登録手順②でご登録いただいたメールアドレスなどの確認または変更を行うことができます。

■件名：
保護者会 日程調整の件
-----------------------
■本文：
○○幼稚園
山田 太郎様

以下のURLをクリックし、内容をご確認く
ださい。
https://www.secomusurujp/mtomo/***
************

=======================
■登録内容の確認・変更または過去に
受信したメールの参照を行う場合は、以
下のURLリンクをクリックしてください。
https://www.secomsuru.jp/mtomo/***
***

連絡メール

１．配信されたメールに記載さ
れているURLからアクセスしま
す。

２．【基本情報確認・変更】ボタ
ンを押すとパスワード確認画
面が表示されます。

手順④へ

メール配信登録手順②でご登録いただいた
パスワードをご入力ください。

パスワードをお忘れの場合、下記の【パス
ワードを忘れた場合はこちら】リンクをクリッ
クしてください。

３．メール配信登録手順②で登録
した内容が表示され、確認・変更
が可能です。
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基本情報の確認・変更 手順④ パスワードを忘れた場合

■件名：
【パスワード通知】○○幼稚園メール
連絡網サービス
-------------------------------
■本文：
○○幼稚園
山田 太郎様

メール連絡網サービスへのログインパ
スワードをお送りします。

■パスワード
ｘｘｘｘｘｘｘｘ

※ログイン後は、安全の為パスワード
の変更をお勧めいたします。
・
・

パスワード通知メール

代表者または同報通
知先にご登録済のメー
ルアドレスを入力してく
ださい。

１．代表者または同報通知
先にご登録済のメールアドレ
スを入力し【登録内容確認】
ボタンをクリックします。

２．パスワードを送信する
メールアドレスを選択し【メー
ル送信】ボタンをクリックしま
す。

３．選択されたメールアド
レス宛にパスワードが通
知されます。

パスワード通知後は、メール本文に記載されているＵＲＬ
からログインし、安全の為パスワードの変更を行ってくだ
さい。
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よくある質問一覧 P. 10

よくある質問一覧

Q1.QR登録用紙から空メールを送信したが、メールが届きません

A1.迷惑メール設定についてご確認をお願いいたします。
本サービスより送信するメールのアドレスは、「school@secomsuru.jp」です。

Q2.受信したメールの URLからアクセスしても、「アクセスの有効期限が過ぎました」と表示されて操作ができま
せん

A2. ご利用ブラウザの「Cookieの受入設定」と「Java Script設定」が有効になっているかご確認をお願いいた
します。ご利用の機種などによって操作方法は異なりますので、詳細につきましては、各携帯電話事業者など
へご確認ください。

Q4.園から配信されたアンケートに対して報告ができません

A4.代表者に配信されたメールのURLからアクセスした場合のみ、回答が可能になります。

Q3.兄弟で登録するにはどうすればいいですか？

A3.お名前を連名にして登録をお願いいたします。


