
Gメール
　を極めるめる

スマホ編編
なぜGメールなのか

キャリア(通信会社)のサービスを使ってを使って使ってって
メール、連絡先、カレンダー等を利用連絡先、連絡先、カレンダー等を利用カレンダー等を利用を使って利用
すると身動きが取れなくなって後で痛身動きが取れなくなって後で痛きが取れなくなって後で痛取れなくなって後で痛れなくなって後で痛で痛痛
い目に遭います。目に遭います。に遭います。遭います。い目に遭います。ます。
Googleサービスを使ってに遭います。一本化するとフットすると身動きが取れなくなって後で痛フット
ワーク良く、端末、キャリアを渡り歩良く、端末、キャリアを渡り歩く、連絡先、カレンダー等を利用端末、連絡先、カレンダー等を利用キャリアを使って渡り歩り歩歩
けます。Cloudサービスを使ってで痛すので痛他のの
サービスを使ってと身動きが取れなくなって後で痛同期して大変便利に使えまして大変便利に遭います。使ってえま
すので痛お勧めです。勧めです。めで痛す。
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Gメールの特徴の特徴特徴

♥整理された受信トレイされた受信トレイ受信トレイトレイ
ソーシャルやプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からプロモーションのメールが取れなくなって後で痛カテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からに遭います。分類されるため、友だちや家族からされるため、連絡先、カレンダー等を利用友だちや家族からだちやプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族から家族からから
のメールを使って真っ先に読むことができます。っ先に遭います。読むことができます。むこと身動きが取れなくなって後で痛が取れなくなって後で痛で痛きます。
♥迷惑メール対策メールの特徴対策
Gメールで痛は、連絡先、カレンダー等を利用受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をに遭います。届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をく前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をに遭います。迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメールを使ってブロック良く、端末、キャリアを渡り歩すること身動きが取れなくなって後で痛で痛アカウントの安全をを使って
確保し不要なメールを排除します。し不要なメールを排除します。なメールを使って排除します。します。
♥15GBの特徴無料保存容量
容量節約のためにメールを削除する必要はありません。のために遭います。メールを使って削除します。する必要なメールを排除します。はあり歩ません。
♥複数のアカウントに対応の特徴アカウントに対応対応
Gメールアドレスを使ってと身動きが取れなくなって後で痛Gメール以外のアドレスのアドレスを使って(Outlook、連絡先、カレンダー等を利用Yahooメール、連絡先、カレンダー等を利用その他ののPOPメール
など)の両方を直接使用できます。を使って直接使って用で痛きます。

1.メールの作成と送信と身動きが取れなくなって後で痛送信1.メールの作成と送信と身動きが取れなくなって後で痛送信

①作成と送信そのものはシンプ
ルで痛簡単です。新規メーで痛す。新規メーメー
ルの作成と送信は右下にあるに遭います。ある
「作成」をタップしま作成と送信」を使ってタップしま
す。

②メール作成と送信画面が開くが取れなくなって後で痛開くく
ので痛「作成」をタップしまTo」に遭います。送信先を使って入
力し、後は必要に応じてし、連絡先、カレンダー等を利用後で痛は必要なメールを排除します。に遭います。応じてじて
「作成」をタップしま件名」と「本文」を入力」と身動きが取れなくなって後で痛「作成」をタップしま本文」を入力」を使って入力し、後は必要に応じて
します。

③「作成」をタップしまTo」の右側にあるに遭います。ある
「作成」をタップしまv」を使ってタップすると身動きが取れなくなって後で痛カー
ボンコピー(Cc))、連絡先、カレンダー等を利用ブライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をン
ドカーボンコピー(Bc)c))の
項目に遭います。が取れなくなって後で痛表示されます。されます。

④宛先(To)メールアドレスを使って
の入力し、後は必要に応じて部分に遭います。名」と「本文」を入力前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をの一部ま
たは全を部を使って入力し、後は必要に応じてすると身動きが取れなくなって後で痛候補
が取れなくなって後で痛ドロップダウンするので痛
リスを使ってトから宛先を使ってタップし
て確定します。します。

⑤ファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使って添付する場する場
合は、送信ボタンの左側は、連絡先、カレンダー等を利用送信ボタンの左側にある
に遭います。ある「作成」をタップしま　　」を使ってタッ
プ。「作成」をタップしまファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使って添付する場」
と身動きが取れなくなって後で痛「作成」をタップしまドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブから挿入」
から選択できます。で痛きます。

⑦Googleドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブから添付する場す
る場合は、送信ボタンの左側は「作成」をタップしまマイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ」を使って
タップします。
※書類されるため、友だちや家族から関係は、は、連絡先、カレンダー等を利用PDFファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をル
に遭います。変換して送ると受信側で確して送ると身動きが取れなくなって後で痛受信側にあるで痛確
実に開くことができます。に遭います。開くくこと身動きが取れなくなって後で痛が取れなくなって後で痛で痛きます。

「作成」をタップしまドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブからの挿入」はGoogleド
ライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブに遭います。保し不要なメールを排除します。存されているファイルをされてい目に遭います。るファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使って
共有設定します。すること身動きが取れなくなって後で痛に遭います。なるので痛、連絡先、カレンダー等を利用普通
に遭います。送信する場合は、送信ボタンの左側は「作成」をタップしまリンク良く、端末、キャリアを渡り歩を使って知ってって
い目に遭います。る全を員」にチェックを入れておき」に遭います。チェック良く、端末、キャリアを渡り歩を使って入れてお勧めです。き
ます。

「作成」をタップしまファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使って添付する場」と身動きが取れなくなって後で痛「作成」をタップしまドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブから挿入」が取れなくなって後で痛あり歩、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしまファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使って添付する場」
はスを使ってマホ内に保存されているファイルを指定でき、「ドライブから挿入」内に保存されているファイルを指定でき、「ドライブから挿入」に遭います。保し不要なメールを排除します。存されているファイルをされてい目に遭います。るファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使って指定します。で痛き、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしまドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブから挿入」
はGoogleドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ内に保存されているファイルを指定でき、「ドライブから挿入」に遭います。保し不要なメールを排除します。存されているファイルをされてい目に遭います。るファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルのURLが取れなくなって後で痛挿入されます。
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⑥入力し、後は必要に応じてが取れなくなって後で痛終了したら、右したら、連絡先、カレンダー等を利用右
上の「　　」をタップしの「作成」をタップしま　　」を使ってタップし
て送信します。



◆テキストの特徴入力

▼フリック良く、端末、キャリアを渡り歩入力し、後は必要に応じて
ひらが取れなくなって後で痛なで痛入力し、後は必要に応じてすると身動きが取れなくなって後で痛変
換して送ると受信側で確の「作成」をタップしま候補」が取れなくなって後で痛出ますのますの
で痛タップすると身動きが取れなくなって後で痛変換して送ると受信側で確され
ます。

変換して送ると受信側で確候補

▼英文」を入力字入力し、後は必要に応じて
この部分を使ってタップすれば
英文」を入力字に遭います。なり歩ます。

小文」を入力字・大文」を入力字の切り替えり歩替ええ

Bac)kspac)e

スを使ってペースを使って

Enter

▼数字・記号入力し、後は必要に応じて
この部分を使ってタップしま
す。絵文」を入力字はニコちゃん
マーク良く、端末、キャリアを渡り歩　　　から。

この部分を使ってタップ
すれば文」を入力字が取れなくなって後で痛大きく
なり歩ます

Gboardの画面が開く

◆音声入力

①「作成」をタップしまマイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をク良く、端末、キャリアを渡り歩」アイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコンを使って
タップすると身動きが取れなくなって後で痛、連絡先、カレンダー等を利用音声で文で痛文」を入力
字を使って入力し、後は必要に応じてで痛きます。

②音声で文で痛入力し、後は必要に応じてしても漢字
変換して送ると受信側で確の精度は高くなっては高くなってくなって
い目に遭います。ます。

音声入力の特徴コツ
・自然に普段話すように音声入に遭います。普段話すように音声入すように遭います。音声で文入
　力し、後は必要に応じてしてください目に遭います。。意識しすぎしすぎ
　ると身動きが取れなくなって後で痛正しく入力されないことしく入力し、後は必要に応じてされない目に遭います。こと身動きが取れなくなって後で痛
　が取れなくなって後で痛あり歩ます。
・学習機能でユーザーの声の特で痛ユーザーの声で文の特
　徴を学習します。を使って学習します。
・メモを使って基に音声入力すると失に遭います。音声で文入力し、後は必要に応じてすると身動きが取れなくなって後で痛失
　敗が少なくなります。が取れなくなって後で痛少なくなります。なくなり歩ます。
・「作成」をタップしま句読むことができます。点」「作成」をタップしま改行」は、連絡先、カレンダー等を利用すべ
　て入力し、後は必要に応じて後で痛、連絡先、カレンダー等を利用編集となります。と身動きが取れなくなって後で痛なり歩ます。

高くなって速メモ帳とは、アプリの起動が早く、シンプルメモ帳とは、アプリの起動が早く、シンプルと身動きが取れなくなって後で痛は、連絡先、カレンダー等を利用アプリの起動きが取れなくなって後で痛が取れなくなって後で痛早く、シンプルく、連絡先、カレンダー等を利用シンプル
で痛使ってい目に遭います。やプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からすい目に遭います。無料のメモアプリです。複雑な機能のメモアプリで痛す。複雑な機能な機能でユーザーの声の特
が取れなくなって後で痛搭載されていないため、高速に動作します。無されてい目に遭います。ない目に遭います。ため、連絡先、カレンダー等を利用高くなって速メモ帳とは、アプリの起動が早く、シンプルに遭います。動きが取れなくなって後で痛作します。無
料のメモアプリです。複雑な機能で痛イに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をンスを使ってトールすること身動きが取れなくなって後で痛が取れなくなって後で痛で痛き、連絡先、カレンダー等を利用無料のメモアプリです。複雑な機能で痛全をての
機能でユーザーの声の特を使って利用すること身動きが取れなくなって後で痛が取れなくなって後で痛で痛きます。

また、連絡先、カレンダー等を利用搭載されていないため、高速に動作します。無されてい目に遭います。る機能でユーザーの声の特は基に音声入力すると失本のメモ機能でユーザーの声の特のみ
で痛あるため、連絡先、カレンダー等を利用非常にシンプルで使いやすいアプリに遭います。シンプルで痛使ってい目に遭います。やプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からすい目に遭います。アプリ
と身動きが取れなくなって後で痛なってい目に遭います。ます。長文」を入力のテキスを使ってト入力し、後は必要に応じても可能でユーザーの声の特で痛
す。自動きが取れなくなって後で痛で痛保し不要なメールを排除します。存されているファイルを、連絡先、カレンダー等を利用同じ文」を入力章を何回でも送れます。を使って何回でも送れます。で痛も送れます。

◆音声で文入力し、後は必要に応じては高くなって速メモ帳とは、アプリの起動が早く、シンプルメモ帳とは、アプリの起動が早く、シンプルで痛入力し、後は必要に応じてしてからGメール
やプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からLINEで痛送るように遭います。すること身動きが取れなくなって後で痛を使ってお勧めです。勧めです。めします。

高くなって速メモ帳とは、アプリの起動が早く、シンプルメモ帳とは、アプリの起動が早く、シンプル(アプリ)が取れなくなって後で痛便利

アプリを使ってGooglePlayから
イに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をンスを使ってトールしてください目に遭います。
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Gboardは、連絡先、カレンダー等を利用Googleが取れなくなって後で痛開く発した多言語に対応したキーボードアプリです。した多言語に対応したキーボードアプリです。に遭います。対応じてしたキーボードアプリで痛す。900以上の「　　」をタップしの言
語に対応したキーボードアプリです。に遭います。対応じてし、連絡先、カレンダー等を利用Android・iPhone両方を直接使用できます。で痛利用で痛きます。今回でも送れます。Google日本語に対応したキーボードアプリです。入力し、後は必要に応じてと身動きが取れなくなって後で痛統合は、送信ボタンの左側さ
れ新しい目に遭います。機能でユーザーの声の特も追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換にされました。比較的新しい目に遭います。単です。新規メー語に対応したキーボードアプリです。で痛も早く、シンプルめに遭います。反映されて予測変換にされて予測変換して送ると受信側で確に遭います。
表示されます。されます。

ここを使ってタップして
音声で文入力し、後は必要に応じてします



◆絵文字の活用の特徴活用

①ここのニコちゃんマー
ク良く、端末、キャリアを渡り歩を使ってタップします。

②絵文」を入力字は数多くあり歩ます。「作成」をタップしま絵文」を入力字検索」も活用してみてください。絵文字をタッ」も活用してみてください目に遭います。。絵文」を入力字を使ってタッ
プすると身動きが取れなくなって後で痛自動きが取れなくなって後で痛で痛入力し、後は必要に応じてされます。

2.メールの返信・転送2.メールの返信・転送

①着信したメールに遭います。
「作成」をタップしま返信」、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしま転送」は、連絡先、カレンダー等を利用
1タップで痛可能でユーザーの声の特で痛す。
メールを使って開くくと身動きが取れなくなって後で痛本文」を入力の最
後で痛部に遭います。「作成」をタップしま返信」、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしま全を員」にチェックを入れておき
に遭います。返信」、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしま転送」が取れなくなって後で痛あ
り歩、連絡先、カレンダー等を利用タップすると身動きが取れなくなって後で痛選択できます。コ
マンドが取れなくなって後で痛開くきます。

返信　　全を員」にチェックを入れておきに遭います。返信　　転送　

②メールを使って開くい目に遭います。た状態でで痛
表示されます。される右上の「　　」をタップしの矢印アア
イに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコンも「作成」をタップしま返信」で痛、連絡先、カレンダー等を利用縦
三点アイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコンは「作成」をタップしま返信」
「作成」をタップしま転送」「作成」をタップしまスを使ってターを使って付する場け
る」「作成」をタップしま印ア刷」「送信者を」「作成」をタップしま送信者をを使って
ブロック良く、端末、キャリアを渡り歩」のメニューが取れなくなって後で痛
選択できます。可能でユーザーの声の特で痛す。

③「作成」をタップしま〇〇さんを使ってブロック良く、端末、キャリアを渡り歩」を使って
タップすると身動きが取れなくなって後で痛、連絡先、カレンダー等を利用メールの送信
者をを使って迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメール扱いにするもい目に遭います。に遭います。するも
ので痛、連絡先、カレンダー等を利用ブロック良く、端末、キャリアを渡り歩した送信者をか
らメールが取れなくなって後で痛届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をくと身動きが取れなくなって後で痛受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を
に遭います。表示されます。されずに遭います。迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメールに遭います。
格納されます。されます。

3.下にある書き3.下にある書き

①Gメールは新規メーメール
作成と送信、連絡先、カレンダー等を利用返信、連絡先、カレンダー等を利用転送などを使って
行うと身動きが取れなくなって後で痛自動きが取れなくなって後で痛保し不要なメールを排除します。存されているファイルをされ、連絡先、カレンダー等を利用未
送信のメールは「作成」をタップしま下にある書
き」に遭います。保し不要なメールを排除します。存されているファイルをされてい目に遭います。ま
す。宛先やプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族から件名」と「本文」を入力、連絡先、カレンダー等を利用本文」を入力が取れなくなって後で痛
未記入で痛も下にある書きに遭います。保し不要なメールを排除します。存されているファイルを
保し不要なメールを排除します。存されているファイルをされてお勧めです。り歩再編集となります。す
る場合は、送信ボタンの左側は「作成」をタップしまメニュー」か
ら「作成」をタップしま下にある書き」を使って選択できます。しま
す。

②再編集となります。するメールを使ってタッ
プし、連絡先、カレンダー等を利用更に「ペンアイコン」に遭います。「作成」をタップしまペンアイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコン」
を使ってタップすると身動きが取れなくなって後で痛編集となります。が取れなくなって後で痛可能でユーザーの声の特に遭います。
なり歩ます。
上の「　　」をタップし部のゴミ箱アイコンをタッ箱アイコンをタッアイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコンを使ってタッ
プすると身動きが取れなくなって後で痛下にある書きを使って破棄、連絡先、カレンダー等を利用メー
ルのアイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコンは未読むことができます。に遭います。、連絡先、カレンダー等を利用縦三
点アイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコンで痛は「作成」をタップしまラベルを使って変
更に「ペンアイコン」」「作成」をタップしま重要なメールを排除します。マーク良く、端末、キャリアを渡り歩を使って付する場ける」
「作成」をタップしま印ア刷」「送信者を」「作成」をタップしま迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメール報告」」
のメニューが取れなくなって後で痛選択できます。可能でユーザーの声の特で痛す。

返信
　　　縦三点マーク良く、端末、キャリアを渡り歩

ペンアイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコン

ゴミ箱アイコンをタッ箱アイコンをタッ
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絵文」を入力字を使って検索」も活用してみてください。絵文字をタッ



4.メールの送信予約のためにメールを削除する必要はありません。4.メールの送信予約のためにメールを削除する必要はありません。

①送信を使って予約のためにメールを削除する必要はありません。する場合は、送信ボタンの左側は右
上の「　　」をタップしの縦三点マーク良く、端末、キャリアを渡り歩を使ってタップ
します。

②「作成」をタップしま送信日時を設定を」を使って設定します。を使って」
タップします。

③「作成」をタップしま日付する場と身動きが取れなくなって後で痛時を設定を」間を選択」をを使って選択できます。」を使って
タップ。

④「作成」をタップしま日付する場」と身動きが取れなくなって後で痛「作成」をタップしま時を設定を」間を選択」を」を使って指
定します。して、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしま送信日時を設定を」を使って設
定します。」を使ってタップして完了したら、右で痛
す。

5.アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブで痛メールを使って非表示されます。に遭います。する方を直接使用できます。法5.アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブで痛メールを使って非表示されます。に遭います。する方を直接使用できます。法

アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブに遭います。より歩受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を上の「　　」をタップしで痛非表示されます。に遭います。されたメールは「作成」をタップしますべてのメール」と身動きが取れなくなって後で痛い目に遭います。うフォル
ダで痛閲覧できます。 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めので痛きます。 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めのらかに遭います。重要なメールを排除します。なメールは受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をに遭います。残しておいて、重要度が低めのしてお勧めです。い目に遭います。て、連絡先、カレンダー等を利用重要なメールを排除します。度は高くなってが取れなくなって後で痛低めのめの
メールはアーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブに遭います。回でも送れます。し、連絡先、カレンダー等を利用不要なメールを排除します。なメールは削除します。が取れなくなって後で痛基に音声入力すると失本で痛す。

①受信した不要なメールを排除します。なメール
は、連絡先、カレンダー等を利用左右どちらかに遭います。スを使ってワ
イに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をプすると身動きが取れなくなって後で痛アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ化するとフット
で痛きます。

②メールの一覧できます。 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの画面が開くで痛
アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブのボタンを使って
タップすること身動きが取れなくなって後で痛で痛、連絡先、カレンダー等を利用アー
カイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ化するとフットすること身動きが取れなくなって後で痛も可能でユーザーの声の特
で痛す。

アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ
ボタン

左右に遭います。スを使ってワイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をプ

6.アーカイブで消えたメールを表示するで消えたメールを表示する消えたメールを表示するえた受信トレイメールの特徴を表示する表示するする

アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ化するとフットしたメール
は受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をの表示されます。から
消えますが、削除とはえますが取れなくなって後で痛、連絡先、カレンダー等を利用削除します。と身動きが取れなくなって後で痛は
違ってってGメールから消えますが、削除とはされ
ること身動きが取れなくなって後で痛はあり歩ません。
検索」も活用してみてください。絵文字をタッすれば、連絡先、カレンダー等を利用アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ
化するとフットしたメールを使って見つけるつける
こと身動きが取れなくなって後で痛が取れなくなって後で痛で痛きます。

また、連絡先、カレンダー等を利用メニュー→「作成」をタップしますべ
てのメール」を使って開くくと身動きが取れなくなって後で痛、連絡先、カレンダー等を利用
アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブい目に遭います。てい目に遭います。ない目に遭います。
メールと身動きが取れなくなって後で痛一緒にアーカイに遭います。アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を
ブされたメールも表示されます。さ
れます。

Gmailで痛は受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を（メイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をン）を使いやすくするため、読み終わっを使って使ってい目に遭います。やプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からすくするため、連絡先、カレンダー等を利用読むことができます。み終わっ
たメールは基に音声入力すると失本的に遭います。すべてアーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブすること身動きが取れなくなって後で痛を使ってお勧めです。勧めです。めします。
Gmailのアーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ機能でユーザーの声の特と身動きが取れなくなって後で痛は受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を（メイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をン）を使いやすくするため、読み終わっに遭います。メールを使って表示されます。さ
せない目に遭います。ための機能でユーザーの声の特で痛す。

※読み終わったメールはアーカイブみ終わったメールはアーカイブ終わったメールはアーカイブわった受信トレイメールの特徴はアーカイブアーカイブで消えたメールを表示する
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7.迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメールは自動きが取れなくなって後で痛的に遭います。削除します。7.迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメールは自動きが取れなくなって後で痛的に遭います。削除します。

Gメールの大きな特徴を学習します。の
一つが取れなくなって後で痛強力し、後は必要に応じてなスを使ってパムフィ
ルターで痛、連絡先、カレンダー等を利用煩わしい迷惑わしい目に遭います。迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を
メールから解放されまされま
す。

メールを使って開くい目に遭います。た状態でで痛、連絡先、カレンダー等を利用
右上の「　　」をタップしの縦三点アイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコンを使って
タップすると身動きが取れなくなって後で痛「作成」をタップしま迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメー
ル」の報告」」メニューが取れなくなって後で痛
あり歩、連絡先、カレンダー等を利用タップすると身動きが取れなくなって後で痛該当
メールの送信者をからの送
信されるメールが取れなくなって後で痛次回でも送れます。か
ら直接迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメールに遭います。格納されます。
されます。

迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をメールのメールは
30日間を選択」をの保し不要なメールを排除します。存されているファイルを期して大変便利に使えま間を選択」をを使って終
了したら、右すると身動きが取れなくなって後で痛自動きが取れなくなって後で痛的に遭います。削除します。
されます

8.メールアドレスを使ってを使ってブロック良く、端末、キャリアを渡り歩する方を直接使用できます。法8.メールアドレスを使ってを使ってブロック良く、端末、キャリアを渡り歩する方を直接使用できます。法

①メールを使って開くきます。

②メールの右上の「　　」をタップしに遭います。ある縦三
点マーク良く、端末、キャリアを渡り歩を使ってタップします。

③「作成」をタップしま○○さんを使ってブロック良く、端末、キャリアを渡り歩」
を使ってタップします。

※ブロック良く、端末、キャリアを渡り歩すると身動きが取れなくなって後で痛、連絡先、カレンダー等を利用次から
この方を直接使用できます。からのメールは届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をか
なくなり歩まする

9.カテゴリーを使って変更に「ペンアイコン」する方を直接使用できます。法9.カテゴリーを使って変更に「ペンアイコン」する方を直接使用できます。法

①メールを使って開くきます。

②メールの右上の「　　」をタップしに遭います。ある縦三
点マーク良く、端末、キャリアを渡り歩を使ってタップします。

③「作成」をタップしま移動きが取れなくなって後で痛」を使ってタップしま
す。

④SNSの場合は、送信ボタンの左側は「作成」をタップしまソー
シャル」、連絡先、カレンダー等を利用広告」宣伝の場の場
合は、送信ボタンの左側は「作成」をタップしまプロモーション」
を使ってタップします。
それぞれに遭います。振り分けられり歩分けられ
ます。

10.必要なメールを排除します。なメールは検索」も活用してみてください。絵文字をタッで痛探すす10.必要なメールを排除します。なメールは検索」も活用してみてください。絵文字をタッで痛探すす

Gmailの特徴を学習します。のひと身動きが取れなくなって後で痛つと身動きが取れなくなって後で痛して「作成」をタップしま必要なメールを排除します。なメールは検索」も活用してみてください。絵文字をタッし
て呼び出す」というコンセプトがあります。び出す」というコンセプトがあります。出ますのす」と身動きが取れなくなって後で痛い目に遭います。うコンセプトが取れなくなって後で痛あり歩ます。
「作成」をタップしま差出ますの人の名前」やメール内容の「キーワード」をの名」と「本文」を入力前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を」やプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からメール内に保存されているファイルを指定でき、「ドライブから挿入」容の「作成」をタップしまキーワード」を使って
使ってって検索」も活用してみてください。絵文字をタッすること身動きが取れなくなって後で痛で痛メールを使って呼び出す」というコンセプトがあります。び出す」というコンセプトがあります。出ますのすこと身動きが取れなくなって後で痛が取れなくなって後で痛で痛きま
す。アーカイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブされたメールも検索」も活用してみてください。絵文字をタッ対象です。で痛す。

◆メールの特徴を表示する探すときは検索機能を使うすときはアーカイブ検索機能を使うを表示する使うう

差出ますの人の名前」やメール内容の「キーワード」をの名」と「本文」を入力前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をやプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族から
キーワードで痛検索」も活用してみてください。絵文字をタッ

該当したメールが取れなくなって後で痛
一覧できます。 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの表示されます。されます

5

癖付する場けが取れなくなって後で痛
大切り替えで痛す



11.受信したメールアドレスを使ってを使って連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルに遭います。登録11.受信したメールアドレスを使ってを使って連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルに遭います。登録

①受信したメールを使って開くい目に遭います。
て、連絡先、カレンダー等を利用上の「　　」をタップし部の送信者をアイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコ
ンを使ってタップします。

②「作成」をタップしま友だちや家族からだち追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換に」のアイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を
コンを使ってタップします。

③「作成」をタップしま1回でも送れます。のみ」を使ってタップし
ます。

④「作成」をタップしま「作成」をタップしま新しい目に遭います。連絡先を使って作
成と送信」を使ってタップします。

⑤連絡先を使って編集となります。して「作成」をタップしま保し不要なメールを排除します。
存されているファイルをします。」これで痛連絡
帳とは、アプリの起動が早く、シンプルに遭います。保し不要なメールを排除します。存されているファイルをされました。

姓名」と「本文」を入力は必ず漢字に遭います。して
頭にひらがなで一字に遭います。ひらが取れなくなって後で痛なで痛一字
入れると身動きが取れなくなって後で痛あい目に遭います。うえお勧めです。
順に並びます。に遭います。並びます。び出す」というコンセプトがあります。ます。

⑥連絡先に遭います。は、連絡先、カレンダー等を利用は行で痛あ
い目に遭います。うえお勧めです。順に並びます。に遭います。並びます。んで痛い目に遭います。ま
す。探すしやプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からすくなり歩ます
し、連絡先、カレンダー等を利用検索」も活用してみてください。絵文字をタッも便利で痛す。

◆連絡帳をインストールしょうを表示するインストールの特徴しょう
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お勧めです。気に入りの連絡先はに遭います。入り歩の連絡先は
常にシンプルで使いやすいアプリに遭います。一番上の「　　」をタップしに遭います。表示されます。され
ます

お勧めです。気に入りの連絡先はに遭います。入り歩マーク良く、端末、キャリアを渡り歩

Googleの「作成」をタップしま連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプル」アプリは、連絡先、カレンダー等を利用Googleから提供されされ
てい目に遭います。るアプリで痛す。ブラウザから開くい目に遭います。た場合は、送信ボタンの左側、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしま連
絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプル」で痛はなく「作成」をタップしま連絡先」と身動きが取れなくなって後で痛い目に遭います。う名」と「本文」を入力前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をと身動きが取れなくなって後で痛なってい目に遭います。ま
す。「作成」をタップしま連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプル」に遭います。姓名」と「本文」を入力やプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からメールアドレスを使ってを使って登録して
お勧めです。けば、連絡先、カレンダー等を利用Gmailで痛メールを使って作成と送信する際に、宛先（に遭います。、連絡先、カレンダー等を利用宛先（To）を使いやすくするため、読み終わっ
へ連絡帳に登録した情報を簡単に呼び出すことがで連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルに遭います。登録した情報を使って簡単です。新規メーに遭います。呼び出す」というコンセプトがあります。び出す」というコンセプトがあります。出ますのすこと身動きが取れなくなって後で痛が取れなくなって後で痛で痛
きます。Googleプレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をから「作成」をタップしまGoogle連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプル」と身動きが取れなくなって後で痛入力し、後は必要に応じて
してイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をンスを使ってトールしてください目に遭います。。

連絡先を使ってバック良く、端末、キャリアを渡り歩アップして、連絡先、カレンダー等を利用ご利用のすべてのデバイ利用のすべてのデバイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を
スを使ってで痛同期して大変便利に使えまで痛きます
• 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めのGoogle 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めのアカウントの連絡先を使ってク良く、端末、キャリアを渡り歩ラウドに遭います。安全をに遭います。　
バック良く、端末、キャリアを渡り歩アップで痛きます
• 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めのどのデバイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をスを使ってからで痛も 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めのGoogle 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めのアカウントの連絡　
　先に遭います。アク良く、端末、キャリアを渡り歩セスを使ってで痛きます

連絡先を使って整理して、常に最新の状態を維持できますして、連絡先、カレンダー等を利用常にシンプルで使いやすいアプリに遭います。最新の状態でを使って維持できますで痛きます
• 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの連絡先を使ってアカウント別に分類されるため、友だちや家族から（例: 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの仕事用、連絡先、カレンダー等を利用個人の名前」やメール内容の「キーワード」を用）を使いやすくするため、読み終わっに遭います。　
　表示されます。で痛きます
• 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの連絡先を使って追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換にして、連絡先、カレンダー等を利用電話すように音声入番号、連絡先、カレンダー等を利用メールアドレスを使って、連絡先、カレンダー等を利用　
　写真っ先に読むことができます。などの情報を使って簡単です。新規メーに遭います。編集となります。で痛きます
• 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの修正しく入力されないこと候補の提案機能でユーザーの声の特に遭います。より歩、連絡先、カレンダー等を利用新しい目に遭います。連絡先の追　　
　加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換に、連絡先、カレンダー等を利用重複する連絡先の統合は、送信ボタンの左側などを使って簡単です。新規メーに遭います。行えます

◆連絡帳をインストールしょうとはアーカイブ

連絡帳をインストールしようを見直そうインストールを見直そうしよう!



12.グループを使って作成と送信して一斉送信する方を直接使用できます。法12.グループを使って作成と送信して一斉送信する方を直接使用できます。法 Google連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルが取れなくなって後で痛無い目に遭います。場合は、送信ボタンの左側は、連絡先、カレンダー等を利用GooglePlay
からイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をンスを使ってトールする必要なメールを排除します。が取れなくなって後で痛あり歩ます。

①連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルを使って開くい目に遭います。てメ
ニューを使ってタップします。

②「作成」をタップしまラベルを使って作成と送信」を使って
タップします。

③ラベルの名」と「本文」を入力前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をを使って入力し、後は必要に応じてし
ます。「作成」をタップしまOK」を使ってタップ。

④「作成」をタップしま連絡先を使って追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換に」また
は右下にあるの⊕を使ってタップしてく
ださい目に遭います。。

⑤ラベルに遭います。追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換にされまし
た。友だちや家族からだち追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換にアイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をコン
を使ってタップしてメンバーを使って
追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換にします。

⑥新しい目に遭います。ラベルが取れなくなって後で痛で痛きま
した。 13.グループに遭います。メール発した多言語に対応したキーボードアプリです。信するに遭います。は13.グループに遭います。メール発した多言語に対応したキーボードアプリです。信するに遭います。は

①連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルアプリを使って開くい目に遭います。て
「作成」をタップしまメニュー」を使ってタップし
ます。

②グループ名」と「本文」を入力を使ってタップ。

③グ右上の「　　」をタップしの縦三点マーク良く、端末、キャリアを渡り歩か
ら「作成」をタップしまメールを使って送信」を使ってタッ
プします。
④「作成」をタップしま送信」を使ってタップ。
⑤Gメールの画面が開くに遭います。なり歩ま
すので痛、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしま件名」と「本文」を入力」「作成」をタップしま内に保存されているファイルを指定でき、「ドライブから挿入」容」
を使って入力し、後は必要に応じてして送信します。

連絡先の選択できます。も可能でユーザーの声の特
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14.大容量ファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使ってGメールで痛送る方を直接使用できます。法14.大容量ファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使ってGメールで痛送る方を直接使用できます。法

Gメールで痛ファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルを使って添付する場して送信で痛きるのは25MBまで痛で痛す。動きが取れなくなって後で痛画などの大容量のファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルは、連絡先、カレンダー等を利用
一旦Googleドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブに遭います。アップロードしてリンク良く、端末、キャリアを渡り歩を使ってメールに遭います。添付する場(入力し、後は必要に応じて)する必要なメールを排除します。が取れなくなって後で痛あり歩ます。
ク良く、端末、キャリアを渡り歩ラウドサービスを使ってを使って利用しますので痛容量の問題で相手に迷惑をかけることもありません。で痛相手に迷惑をかけることもありません。に遭います。迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をを使ってかけること身動きが取れなくなって後で痛もあり歩ません。

◆Googleドライブで消えたメールを表示するから送る場合送る場合る場合

①動きが取れなくなって後で痛画を使ってGoogleドライに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をブ
に遭います。アップロードします。
ファイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をルの右下にあるの縦三点
マーク良く、端末、キャリアを渡り歩を使ってタップします。

②「作成」をタップしまリンク良く、端末、キャリアを渡り歩を使ってコピー」を使って
タップします。リンク良く、端末、キャリアを渡り歩が取れなくなって後で痛
ク良く、端末、キャリアを渡り歩リップボードに遭います。コピー
されました。

③「作成」をタップしまGメールを使って開くい目に遭います。て本
文」を入力を使って長押しして「貼り付しして「作成」をタップしま貼り付り歩付する場
け」を使ってタップすればリン
ク良く、端末、キャリアを渡り歩が取れなくなって後で痛張り付きました。り歩付する場きました。

④相手に迷惑をかけることもありません。に遭います。メールが取れなくなって後で痛と身動きが取れなくなって後で痛どき
ました。青い文字部分をい目に遭います。文」を入力字部分を使って
タップすれば動きが取れなくなって後で痛画が取れなくなって後で痛開くき
ます。

15.Gメールから直接カレンダーやプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族から連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルに遭います。連動きが取れなくなって後で痛させる方を直接使用できます。法15.Gメールから直接カレンダーやプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族から連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルに遭います。連動きが取れなくなって後で痛させる方を直接使用できます。法

①左上の「　　」をタップしのメニュー　　　を使って
タップ。最下にある部に遭います。Googleア
プリが取れなくなって後で痛あり歩ます。

②「作成」をタップしまカレンダー」を使ってタッ
プすると身動きが取れなくなって後で痛、連絡先、カレンダー等を利用カレンダーが取れなくなって後で痛
表示されます。されます。

③受信したメールを使ってコ
ピーしてカレンダーのメ
モ欄に貼り付けます。に遭います。貼り付り歩付する場けます。

④「作成」をタップしま連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプル」を使ってタップす
ると身動きが取れなくなって後で痛、連絡先、カレンダー等を利用連絡帳とは、アプリの起動が早く、シンプルが取れなくなって後で痛表示されます。され
ます。
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16.設定します。を使って使ってい目に遭います。こなそう16.設定します。を使って使ってい目に遭います。こなそう

◆全般設定と個別設定と個別設定と個別設定

①Gメールの設定します。は特に遭います。
編集となります。が取れなくなって後で痛必要なメールを排除します。な個所は無は無
く、連絡先、カレンダー等を利用デフォルテのままで痛
しようしても差し支えはえは
あり歩ません。ただメール
着信通知ってが取れなくなって後で痛表示されます。されない目に遭います。
場合は、送信ボタンの左側は確認が必要です。が取れなくなって後で痛必要なメールを排除します。で痛す。
「作成」をタップしま設定します。」はメニューの最
下にある部に遭います。あり歩ます。

②設定します。の内に保存されているファイルを指定でき、「ドライブから挿入」容は全を般設定します。
と身動きが取れなくなって後で痛アドレスを使って個別に分類されるため、友だちや家族から設定します。が取れなくなって後で痛あ
り歩ます。

③全を般設定します。は「作成」をタップしまGメー
ル」の「作成」をタップしま通知って」やプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族から「作成」をタップしまスを使って
レッド表示されます。」の有効化するとフットな
どの項目に遭います。が取れなくなって後で痛あり歩ます。
基に音声入力すると失本的に遭います。はこのままで痛良く、端末、キャリアを渡り歩
い目に遭います。で痛しょう。

④Gアドレスを使っての個別に分類されるため、友だちや家族から設定します。
に遭います。は、連絡先、カレンダー等を利用「作成」をタップしま受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を」と身動きが取れなくなって後で痛
「作成」をタップしま通知って」「作成」をタップしま全を般」などの
項目に遭います。が取れなくなって後で痛あり歩ます。

◆カテゴリーの特徴表示する

①　　メニューを使ってタップ。

②下にある部の「作成」をタップしま設定します。」を使ってタップ。

③自分のアカウントを使ってタップ。

④「作成」をタップしま受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をのカテゴリー」
を使ってタップ。

⑤「作成」をタップしまソーシャル」「作成」をタップしまプロモー
ション」に遭います。✔を使って入れます。

◆「署名」は必須はアーカイブ必須!

①　　メニューを使ってタップ

②「作成」をタップしま設定します。」を使ってタップ。

③自分のアカウントを使ってタッ
プ。

④「作成」をタップしまモバイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をル署名」と「本文」を入力」を使ってタッ
プ。

⑤必要なメールを排除します。事項を使って入力し、後は必要に応じてします。
名」と「本文」を入力前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全を、連絡先、カレンダー等を利用電話すように音声入番号、連絡先、カレンダー等を利用メールア
ドレスを使っては最低めの表示されます。するよう
に遭います。しましょう。

・ソーシャルの特徴とはアーカイブ
SNS(Fac)ebook、連絡先、カレンダー等を利用YouTube、連絡先、カレンダー等を利用
Instagram他の)からのメール

・プロモーションとはアーカイブ
セールやプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からク良く、端末、キャリアを渡り歩ーポンなどのマーケッティン
グメール等を利用、連絡先、カレンダー等を利用広告」宣伝の場のメールで痛す。 9



◆通知

①「作成」をタップしま設定します。」を使ってタップ。
②自分のアカウントを使って
タップ。
③「作成」をタップしま受信トレイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をの通知って」
を使ってタップ

④ラベル通知ってと身動きが取れなくなって後で痛新着メール
ご利用のすべてのデバイと身動きが取れなくなって後で痛に遭います。通知ってするに遭います。✔を使って入れ
ます。

⑤「作成」をタップしま通知ってを使って管理して、常に最新の状態を維持できますする」を使って
タップすると身動きが取れなくなって後で痛通知っての表示されます。は
ON、連絡先、カレンダー等を利用詳細設定します。で痛は「作成」をタップしま音」を使って
タップすると身動きが取れなくなって後で痛音の種類されるため、友だちや家族からも選
べます。

⑥好きな通知音を選べまきな通知って音を使って選べま
す。選んだら「作成」をタップしまOK」を使ってタッ
プします。
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詳細設定します。

お勧めです。勧めです。めで痛す

※これからスを使ってマートフォンで痛の連絡手に迷惑をかけることもありません。段はGmail又ははアーカイブLINEに遭います。しよう

◆フリーメールと身動きが取れなくなって後で痛は、連絡先、カレンダー等を利用Googleやプロモーションのメールがカテゴリ別に分類されるため、友だちや家族からYahoo!が取れなくなって後で痛提供されしてい目に遭います。るWebメールで痛す。こで痛はGメールを使って
　お勧めです。勧めです。めします。他ののGoogleサービスを使ってと身動きが取れなくなって後で痛連動きが取れなくなって後で痛もで痛きますし、連絡先、カレンダー等を利用端末の種類されるため、友だちや家族からを使って変えてもそのま
　ま使ってえて大変便利で痛す。

キャリアメールは、連絡先、カレンダー等を利用携帯会社が取れなくなって後で痛提
供されしてい目に遭います。る携帯電話すように音声入用のEメールで痛
キャリアと身動きが取れなくなって後で痛契約のためにメールを削除する必要はありません。すると身動きが取れなくなって後で痛無料のメモアプリです。複雑な機能で痛使って用
で痛きます。
しかし、連絡先、カレンダー等を利用携帯会社を使って乗り換えるとり歩換して送ると受信側で確えると身動きが取れなくなって後で痛
使ってえなくなり歩ます。又Gメールなど
の受信が取れなくなって後で痛で痛きない目に遭います。ケースを使ってが取れなくなって後で痛多い目に遭います。。

キャリアメールアドレスを使っての例



17.他ののメールアカウントのメールを使って受信で痛きるように遭います。するに遭います。は17.他ののメールアカウントのメールを使って受信で痛きるように遭います。するに遭います。は

※PCで痛の操作に遭います。
なり歩ます

他ののメールアカウントのメールを使って受信で痛きるように遭います。するために遭います。は、連絡先、カレンダー等を利用メールを使って受信するためのアカウ
ント(POPアカウント)を使って追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換にする必要なメールを排除します。が取れなくなって後で痛あり歩ます。POPアカウントの設定します。情報に遭います。つい目に遭います。ては使って用してい目に遭います。
るプロバイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をダーから提供されされてい目に遭います。る情報を使って使って用します。

①　　→「作成」をタップしますべての設定します。の表示されます。」を使ってク良く、端末、キャリアを渡り歩リック良く、端末、キャリアを渡り歩
します。

②上の「　　」をタップし部の「作成」をタップしまアカウントと身動きが取れなくなって後で痛イに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をンポート」で痛、連絡先、カレンダー等を利用他の
のメールアドレスを使ってを使って追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換に」を使ってク良く、端末、キャリアを渡り歩リック良く、端末、キャリアを渡り歩します。

③「作成」をタップしまメールアドレスを使って」ボック良く、端末、キャリアを渡り歩スを使ってに遭います。、連絡先、カレンダー等を利用メールを使って受信するアカウ
ントのメールアドレスを使ってを使って入力し、後は必要に応じてして「作成」をタップしま次のスを使ってテップ」を使ってク良く、端末、キャリアを渡り歩リッ
ク良く、端末、キャリアを渡り歩します。

追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換にするメールアドレスを使ってを使って入力し、後は必要に応じてします

④「作成」をタップしまSMTPサーバー」「作成」をタップしまユーザー名」と「本文」を入力」を使って確認が必要です。して「作成」をタップしまパスを使ってワー
ド」「作成」をタップしまポート」に遭います。使って用してい目に遭います。るプロバイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をダーから提供されされて
い目に遭います。る情報を使って入力し、後は必要に応じてします。

分からない目に遭います。こと身動きが取れなくなって後で痛は、連絡先、カレンダー等を利用契約のためにメールを削除する必要はありません。してい目に遭います。るプロバイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をダーに遭います。
電話すように音声入すれば親切り替えに遭います。教えてくれますよえてくれますよ

⑤アカウントが取れなくなって後で痛追加されました。比較的新しい単語でも早めに反映されて予測変換にされ、連絡先、カレンダー等を利用Gメールで痛2つのアカウントのメールが取れなくなって後で痛見つけるれるように遭います。なり歩ます。

メイに届く前に迷惑メールをブロックすることでアカウントの安全をンのアカウント
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作成と送信 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの安樂秀典 明らかに重要なメールは受信トレイに残しておいて、重要度が低めの2020.11.14
rakus514@gmail.c)om
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