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①mopera 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。

1. ホーム画面でメニューをタップ
します。

2. ［設定］をタップします。

4. ［モバイルネットワーク］を
タップします。

3. 本体設定の［その他の設定］
をタップします。

5. ［アクセスポイント名］を
タップします。

6. をタップします。

※ 機種により項目名が異な
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
［もっと見る］

• 接続の［モバイルネッ
トワーク］

…など
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①mopera 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

8. ［保存］をタップします。

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。
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9. 手順７で作成したアクセスポイント
を選択します。

7. 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

※ 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。



①mopera 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。
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1. ホーム画面でメニューをタップ
します。

2. ［設定］をタップします。

4. ［モバイルネットワーク］を
タップします。

5. ［アクセスポイント名］を
タップします。

6. をタップします。

3. 本体設定の［その他の設定］
をタップします。

※ 機種により項目名が異
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
［もっと見る］

• 接続の［モバイルネッ
トワーク］

…など



①mopera 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
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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。

8. ［保存］をタップします。 9. 手順７で作成したアクセスポイント
を選択します。

7. 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

※ 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。

http://start.mopera.net/


5. mopera Uパスワードを入力
［次へ ＞］ をタップします。

②mopera U メール設定
本章では mopera U メールをスマートフォンのメールアプリで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。

1. ホーム画面でメニューボタンを
タップします。

2. ［メール］をタップします。

４．mopera U メールアドレスを入力
し［次へ ＞］ をタップします。

3. ［開始する］をタップします。

※ 機種によりこの画
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。
手順４に進んでく
ださい。

※ 機種により下記の画面が表
示される場合は［POP3］
をタップします。

※ 設定中に下記のメッセージが
表示される場合があります。
［許可しない］をタップした
場合、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。
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7. 画面赤枠の項目を入力し ［次へ ＞］
をタップします。

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

9. 設定したメールアドレスの
受信トレイが表示されます。
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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
（この設定にした場合、パソコンなどで再受信ができなくなります。）

POP3サーバーに
「mail.mopera.net」を入力

ユーザ―名に
mopera U ユーザIDを入力

いずれかを選択
※機種により表示が異なります

6. 画面赤枠の項目を入力し、［次へ ＞］ をタップします。

SMTPサーバに
「mail.mopera.net」を入力

ユーザ名に
mopera UユーザIDを入力

［ログインが必要］をON

※ ユーザ名は設定完了
後も変更可能です。

②mopera U メール設定
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3. ［アプリ］をタップします。

③mopera 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

1. ホーム画面で［ ］をタップします。

2. ［設定］をタップします。 4. 画面右上の［ ］をタップします。

https://www.mopera.net/faq/index.html#mailautorecept
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これで mopera U メール設定 （メール自動受信）は完了です。

6. ［SMS］をタップします。 7. ［Eメール］※がオフになっている場合、
スワイプしてオンにします。

オンの状態オフの状態

③mopera U メール設定 （メール自動受信）

5. ［アプリの権限］をタップします。


