
配信サービス配信サービス 問役場総務課　危機管理係
　電話 41－1111（内線 2207）

「辰野町メール配信サービス」は、火災・地震・気象警報、熊の出没などの
防災情報や緊急情報を、携帯電話やパソコンにメール配信するサービスです。
※登録は無料ですが、受信にかかる通信料は利用者負担となります

tt@emp.ikkr.jp に、空メール（件名・本文に何も入力しないメール）で送信します。
QRコード読み取り機能が付いている携帯電話をお持ちの方は、右のQRコードを
読み取ることで簡単に空メールが送信できます。

仮登録完了メールが届かない場合は登録
ができません。
迷惑メール等が来ないように設定してい
る場合がありますので、受信ドメインに
「soumu@town.tatsuno.nagano.jp」を
加えてください。

　なお、受信制限の解除の方法につきま
しては、携帯電話会社毎に方法が異なり
ますので、お手持ちの取扱説明書などを
ご覧ください。 

！

！
災害時などで緊急にお知らせ
する場合には、すべての登録
者に一斉にメールを配信する
場合があります携帯電話の登録方法

パソコンの登録方法

『登録の確認・変更・解除』方法

1空メールを送る

tt@emp.ikkr.jp　に、空メール（件名・本文に何も入力しないメール）で送信します。

①http://www.ikkr.jp/tt/　にアクセスする。
②「仮登録」を選択し、メールアドレスを入力する。
③以降の手順は、「携帯電話の登録」の②からの手順と
同様です。  
※「登録の確認・変更・解除」は、①のアドレスにアク
セスし、「変更・削除」を選択し、メールアドレスを
入力してください。

1空メールを送る

メール本文のURL から登録画面にアクセスします。
2仮登録完了メールが届く

最初に「エリア」の配信を希望する項目にチェックを入れ、「次へ」を選択します。
次に「カテゴリ」の配信を希望する項目にチェックを入れ、「次へ」を選択します。

4配信を希望するメニューを選択

メールアドレス登録：
エリア選択

□辰野町からの重要なお知らせ
□消防からのお知らせ
□学校情報（保護者向け）
□辰野東小学校
□辰野西小学校
□辰野南小学校
□川島小学校
□両小野小学校
□辰野中学校
□保育園情報（保護者向け）
□中央保育園

次へ

メールアドレス登録：
サービス利用規約

サービスのご案内
・このサービスをご利用になるには
soumu@town.tatsuno.nagano.jp から
のメール受信を可能にしてください。
・このサービスを…

同意する

 同意しない

サービス利用規約が表示されます。

確認事項を読んでいただき、画面下
の 「同意する」を選択してください。

メールアドレスが変わった
場合は新しいメールアドレ
スを入力してください。

これで登録が完了しました。

3サービス利用規約の確認

ご注意ください

SSLとは、インターネット上で通信を暗号化する技術です。SSLを利用してパソコンとサーバ間の通信データを暗号化すること
で、第三者によるデータの盗聴や改ざんなどを防ぐことができます。SSL対応・非対応は機種により異なりますのでお手持ちの取
扱説明書などでご確認ください。

エリア ※複数選択可能

辰野町からの重要なお知らせ  
消防からのお知らせ   
  辰野東小学校
  辰野西小学校
  辰野南小学校
  川島小学校
  両小野小学校
  辰野中学校

  中央保育園
  羽北保育園
  新町保育園
  平出保育園
  小野保育園
  東部保育園
  子育て支援センター
  上水道
  下水道
  町内道路

【件名】
辰野町メール配信サービス仮登録完了
【本文】
辰野町メール配信サービスにご登録
ありがとうございます。
仮登録が完了いたしましたので、下
記 URL から本登録の手続きを行って
ください。
※仮登録の有効期限は仮登録完了時
より７日間です。

SSL 対応携帯電話はこちらから
https://www.ikkr.jp/app/user/2/・・

SSL 非対応携帯電話はこちらから
https://www.ikkr.jp/app/user/2/・・

登録した内容を確認
し、「登録」を選択し
ます。
修正する場合は「修正」
を選択します。

5登録内容の確認

学校情報
（保護者向け） 

保育園情報
（保護者向け）  

くらしの情報
（水道・道路情報）  

カテゴリ ※複数選択可能

緊急情報（災害や火災発生情報など）
学校からのお知らせ（保護者向け）
保育園からのお知らせ（保護者向け）
くらしの情報（水道・道路情報）

メールアドレス確認：
登録内容の確認

アドレス：
****@***.ne.jp

エリア：
*********
*********

カテゴリ：
*********
*********

登録
 修正

しばらくすると本登録が
完了したことをお知らせ 
するメールが届きます。

6本登録完了メールが届く

【件名】
辰野町メール配信サービス本登録完了

【本文】
辰野町メール配信サービスにご登録
ありがとございます。

変更や削除、登録の確認を行う場合
は、再度空メールを送信してくださ
い。
tt@emp.ikkr.jp

メール本文のURLから登録画面にアクセスします。

SSL 対応・非対応は機種により異なりますので
お手持ちの取扱説明書などでご確認ください。

2変更登録メールが届く
該当の項目を選択して、変更等を行ってください。
3登録情報の変更

登録情報変更：
登録内容変更メニュー

メールアドレス変更

登録内容の確認

登録サービスの解除

【件名】
辰野町メール配信サービス登録情報
変更
【本文】
辰野町メール配信サービスのご利用
ありがとうございます。

下記 URL から登録情報変更が行えま
す。

SSL 対応携帯電話はこちらから
https://www.ikkr.jp/app/user/・・

SSL 非対応携帯電話はこちらから
https://www.ikkr.jp/app/user/・・

メールアドレス変更

エリア・カテゴリを追加し
たい場合に行ってください。

登録内容の確認

配信サービス全ての登録を
解除します。

登録サービスの解除
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