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ご注意
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① mopera U アクセスポイント設定【1】Xi（クロッシィ）用アクセスポイントの設定
スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント（APN）を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
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3. ［設定］をタップします。

5. ［モバイルネットワーク］を
タップします。

6. ［詳細設定］をタップします。4. 設定の［ネットワークとイン
ターネット］をタップします。

機種によっては、項目名が異なります。
（例）
• 無線とネットワークの［データ通

信・機内モード］
• 無線とネットワークの［その他の

設定］
• 接続の［モバイルネットワーク］

…など

1. ホーム画面で通知バーを下ろし
ます。

2. さらにバーを下ろします。



① mopera U アクセスポイント設定【1】Xi（クロッシィ）用アクセスポイントの設定

これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

10.［保存］をタップします。 12.手順9で作成したアクセス
ポイントを選択します。
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9. 画面赤枠の内容を入力し、
をタップします。

アクセスポイントの名前を入力※

APNに「mopera.net」を入力

8. をタップします。7. ［アクセスポイント名］
をタップします。

11.内容を確認して［OK］
を選択します。

※ アクセスポイントの
名前は任意です。
ここでは例として
「mopera U」と入
力しています。



① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定
mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）を
ご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを下ろしま
す。
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3. ［設定］をタップします。

5. ［モバイルネットワーク］を
タップします。

6. ［詳細設定］をタップします。4. 設定の［ネットワークとイン
ターネット］をタップします。

2. さらにバーを下ろします。

機種によっては、項目名が異なります。
（例）
• 無線とネットワークの［データ通

信・機内モード］
• 無線とネットワークの［その他の

設定］
• 接続の［モバイルネットワーク］

…など



10.［保存］をタップ
します。

12.手順9で作成したアクセス
ポイントを選択します。
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8. をタップします。

① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

このアクセスポイント（APN）は、
mopera U 初期設定サイト
https://start.mopera.net/
以外のWebサイトを参照することは
できません。

このアクセスポイントを設定し、初
期設定サイトをご利用の後は、アク
セスポイントの選択をmopera.netに
戻してください。

9. 画面赤枠の内容を入力し、
をタップします。

アクセスポイントの名前を入力※

APNに「0120.mopera.net」を入力

7. ［アクセスポイント名］
をタップします。

11.内容を確認して［OK］
を選択します。

※ アクセスポイントの
名前は任意です。
ここでは例として
「mopera U設定」
と入力しています。

https://start.mopera.net/


② mopera U メール設定
本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。
事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。
機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
※本章ではスマートフォンの標準Eメールアプリを例としてご案内いたします。
機種によってプリインストールされていない場合がありますが、他のメールアプリ（Gmailアプリ等）でもご利用が可能です。
アプリによって操作方法は異なりますが、設定に必要なサーバー情報等については手順５～６をご参照ください。

4. mopera Uパスワードを入力し、
［次へ ＞］ をタップします。

1. ［Eメール］を起動します。 3. mopera U メールアドレスを入力し、
［次へ ＞］ をタップします。

2. ［開始する］をタップします。

※ 機種によっては、この画
面が表示されずにメール
アドレス入力画面が表示
される場合があります。
その際は次項に進んでく
ださい。

※ アカウントの種類を選択する画面が
表示された場合、［POP3］を選択し
ます。

下記の画面が表示される場合、［許可しない］を
タップすると、mopera U のメール自動受信機能
をご利用いただけませんのでご注意ください。

［Eメール］アプリは機種によって、起動の
手順やアイコンが異なります。

（起動例）
• ホーム画面でメニューをタップ→アプリ

ケーション検索→ツール→Eメール
• ホーム画面でメニューをタップ→アプリ

→Eメール
…など

（アイコン例）

…など
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6. 画面赤枠の項目を入力し
［次へ ＞］をタップします。

7. アカウント名（任意）、送信メー
ルに表示されるユーザー名を入力、
［設定完了］をタップします。

8. 設定したメールアドレスの
受信トレイが表示されます。

これで mopera U メール設定は完了です。

［サーバからメールを削除］を［削除しない］に設定すると、
mopera U サーバのメールボックスからメールが削除されず、
メールボックスがいっぱいになると新たにメールを受信できな
くなります。

【対応策】
①受信トレイからこまめにメールを削除する
②［サーバからメールを削除］→［受信トレイから削除した
時］に設定する
（この設定にした場合、Webメールやパソコン等の他の端末で
再受信ができなくなります。）

ユーザ―名にmopera U ユーザIDを入力

5. 画面赤枠の項目を入力し、［次へ ＞］ をタップします。（画面はPOP3選択時の例です）

いずれかを選択
※機種によって表示は異なります。

② mopera U メール設定

［ログインが必要］をON（スワイプ）
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POP3サーバーに「mail.mopera.net」を入力

SMTPサーバーに「mail.mopera.net」を入力

セキュリティの種類の「SSL/TLS」を選択
※「SSL/TLS」を選択時、ポートは自動で「995」が選択されます。

セキュリティの種類の「SSL/TLS」を選択
※「SSL/TLS」を選択時、ポートは自動で
「465」が選択されます。

パスワードにmopera Uパスワードを入力

ユーザ―名にmopera U ユーザIDを入力

パスワードにmopera Uパスワードを入力



③ mopera U メール設定 （メール自動受信）
本章では mopera U メール自動受信を利用する際に必要な設定を行います。
Android 6.0 以降の機種では、アプリがどの機能や情報にアクセスできるかを設定できます（アプリの権限）。
mopera U メール自動受信を利用するには、SMSの権限が「Eメール」アプリ※に許可されている必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

mopera U メール自動受信を利用するには、自動受信に対応した機種をご
利用の上、mopera U 初期設定サイトまたは設定変更サイトにおいて、自
動受信の設定をする必要があります。
また［Eメール］アプリ以外のメールアプリではご利用いただけません。

※自動受信に対応していない機種があります。
非対応機種につきましては、下記をご確認ください。
https://www.mopera.net/faq/index.html#mailautorecept

3. ［設定］をタップします。 5. 詳細設定の横の［ ］をタップします。4. ［アプリと通知］をタップします。
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1. ホーム画面で通知バーを下ろします。 2. さらにバーを下ろします。

https://www.mopera.net/faq/index.html#mailautorecept


これで mopera U メール設定 （メール自動受信）は完了です。

③ mopera U メール設定 （メール自動受信）
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9. 新規追加
［許可］をタップします。

をタップします。

10.新規追加
許可にEメールが表示されます。

7. ［SMS］をタップします。 8. Eメールが拒否になっている場合、
［Eメール］をタップします。

6. ［権限マネージャ］をタップします。


