
スマートフォン向けメール配信サービス     @39mail.com

学校コースのご案内

はじめに
有限会社アップストリームは、商業利用を目的とした
メール配信サービス「３９メール」を全国の学校に向けて
提供しています。

「３９メール」はスマートフォンに対応した多機能な
メール配信サービスです。（携帯電話にも対応）

サービス開始した 2004 年当初から商業用だけに留まらず、不審者情報・災害情報などを保護者や生徒にタイムリーに
メールで情報を届ける「タイムリーな連絡ツール」として全国各地の学校・PTA から予想以上の需要がありました。

事業スタート時より学校関係者から寄せられた多くの問い合わせや要望を元に改良を重ね、弊社独自のサービスとして
「３９メール　学校コース」のサービス提供はじめました。

幼稚園・保育園・小学・中学・高校からスタートして、現在では特別支援学校・専門学校・学童保育・各種スクール ...
学校関連の組織（校長会・PTA 連合・各種連盟・団体）にも提供しています　

　　　　　　　　90 日間無料お試し体験　実施中

※いつでも、どこからでも保護者に向けてメール配信できる
　・学校のパソコンや担当者のパソコンからだけでなく、事前にシステム登録した担当者の携帯やスマホから
　　自宅からでも出先からでも自由に一斉メール配信できます。

　・パソコンの場合は「３９メール」のホームページからログインして「メール配信フォーム」を使いますが
　　スマホの場合は「専用の投稿用メールアドレス」宛にメール送信するだけなので簡単です。

　・予約配信や画像添付で、いろんなパターンのメール配信が可能です。
　　事前に告知する情報を「予約配信」にセットしておけば、早朝の配信や定時刻の配信などに非常に便利です。
　　また、修学旅行・文化祭の様子をスマホで撮ってメール添付すれば「メール会員」に届けることもできます。

　　「コミュニティーコース」の紹介
　　全国各地に「学校コース」を活用する学校が増えるのと同時に、学校環境を取り巻く地元のコミュニティーからの
　　問い合わせも増えてきました。地域の NPO 団体・ボランティア団体・町内会・町役場など多種多様です。
　　そこで３９メールでは新しく「コミュニティーコース」を新設しました。
　　　　※年間契約　利用料金 10,000 円 / 年間 ( 税別 )
　　　　※サービス内容は「学校有料コース」とまったく同じ仕様になります。
　　　　※利用条件は「販売・宣伝」など「営業目的の配信」は禁止。　（事前にお問合せください）
　　

３９メールとは

空メール機能 空メールするだけで会員登録できます

QR コード提供 メール会員登録用の QR コードを提供します

メール配信機能 スマホ・携帯電話・PC から簡単に一斉メール配信できます

予約配信機能 配信する時間を予約することができます

画像添付機能 画像を５枚まで添付することができます　

デコメール対応 スマホ・携帯のデコメ絵文字やデコメテンプレートを使えます

登録アドレス削除 ユーザ情報を個別削除 / 全データ削除可能

配信履歴 過去の配信メールが 10 件まで確認できます

PDF を添付 「PDF」をメール会員に対して送信できます

セレクト配信機能 抽出した会員だけに配信することができます

アンケート機能 メール会員登録の際にアンケートがとれます

アンケート配信機能 登録済みの会員全員に対してアンケートをとることができます

承認操作機能 管理者が承認した人だけをメール会員に登録できます

グループ配信機能 配信するグループを選択してメール配信できます

安否確認機能 メール会員の安否確認できます

アンケートダウンロード アンケート配信機能で収集した結果をダウンロードすることができます

アドレスダウンロード 登録されたメール会員の情報を、いつでもダウンロードすることができます

開封確認機能 メールが読まれた件数と開封したメールアドレスを確認できます

定期配信機能 定期的にメール配信できます（メール受信確認できます） ×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

有料コース 無料コースコミュニティー39 メール機能紹介 「39 メール」の基本機能

機能紹介
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データ引っ越し機能 年度末に各学年の登録データを引っ越しできます

39mail

system

グループ投稿用メールアドレス

テストメール受信

▶メール送信

職員室・教室からグループ配信

屋外で 自宅のパソコンで

（仮）あけぼの小学校　　　　　　　学年別　10グループ
 1     akebono.pta@39mail.com          PTA役員
 2  akebono.2019@39mail.com          １年生
 3  akebono.2018@39mail.com          ２年生
 4  akebono.2017@39mail.com          ３年生
 5  akebono.2016@39mail.com          ４年生
 6  akebono.2015@39mail.com          ５年生
 7  akebono.2014@39mail.com          ６年生
 8         akebono.7@39mail.com        親父の会
 9         akebono.8@39mail.com        学童保育
10         akebono.9@39mail.com        教員専用
 

学校有料コース（10グループ）

配信したいグループ
・選択してチェック
  1 つのグループだけでも
  複数のグループに対しても
  すべての登録者にも
  この機能ですべて対応できます

重複メールの確認
・複数グループに
  登録している方への対応

配信するタイミング
・今すぐ配信する
・予約配信　( 日・時を指定 )
・定期配信　( 毎月 10 日に配信 )

グループ配信 操作方法の紹介

▶配信操作           配信実行

スマホアプリ 39 メールの受信専用アプリ　　「100 名」まで無料　　 ×
×

「学校有料コース」「コミュニティーコース」では、すべての機能が利用できます

「学校無料コース」は基本機能限定



３９メール　https://www.39mail.com

※すべてのコースで「90日間無料お試し体験」することができます

※最新情報は、ホームページ上で公開していますのでチェックしてください

※39メールに対するお問合せ・ご質問は「お問合せフォーム」からお願いします

　　

　　　　　　　　 https://www.39mail.com/.assets/school.pdf

社名 有限会社アップストリーム
所在地 〒713-8114　岡山県倉敷市玉島道越１２３２－１１
TEL 086-523-1113
　　　　ご質問等は、基本はメールでお願いします。
　　　　　※込み入った内容でしたら電話 (ＦＡＸ) でもお受けいたします

FAX 086-899-6353
E-mail アップストリームに関する問合せは
　　　　　　　　　　　　　　　 info@u-p-s.co.jp
３９メールに関するお問合せは
　　　　　　　　　　　　　　 　info@39mail.com
URL アップストリーム 　　　http://u-p-s.co.jp
　　　　３９メールシステム　　 https://www.39mail.com

３９メールに関する情報

スマートフォン向けメール配信サービス     @39mail.com

school@39mail.com
school.2019@39mail.com
school.2018@39mail.com
school.2017@39mail.com
school.judo@39mail.com

school.baseball@39mail.com
school.tennis@39mail.com
school.brass@39mail.com
school.oyaji@39mail.com
school.pta@39mail.com

学校職員
1 年生
2 年生
3 年生
柔道部
野球部
テニス部
ブラスバンド
おやじの会
PTA 連絡

(導入事例 ) ▼学年単位でもクラス単位でも可能です
　　　◎導入前に運用について検討してください
▼登録用アドレスの変更は可能です
　　　◎「QR コード」も同時に修正されます
▼配信したいグループを選択して配信できます
　　　◎3 年生だけにメール配信
　　　◎学校職員と PTA だけにメール配信
　　　◎全校生徒にメール配信 (1 年・2 年・3 年 )
　　　◎学校職員だけにメール配信

※学校有料コース　　10,000円/年間（税込 11,000円）
　・提供するサービスは「３９メールのすべての機能」
　・提供するメールアドレスは「10 ケ」　　
　・登録ユーザ数「1000 件」 ×「10 グループ」　
　　( 解説 )　各種スクール・教育機関・学びの施設等に対しても提供しています。
　　　　　　 各グループごとにメール配信できる人は「10 名」担任・副担任からでもメール配信できます。
　　　　　　 提供するグループは「10 グループ」、希望があればオプションで増やすこともできます。
　　　　　　 また、使わないグループは「PTA 役員会」や「部活動」の連絡網として使っていただけます。
　　　

学校有料コース
　※10,000円 (税込11,000円)
　※広告など入りません

すべての機能を使えます
特定の学年や教員限定に
簡単にメール配信できる

　　すべての機能

学校無料コース
　※完全無料
　※広告など入りません

※学校無料コース　(完全無料 )
　・提供するサービスは「３９メールの基本機能限定」
　・提供するメールアドレスは「１つ」　　 ）例（   school-name@39mail.com
　・登録ユーザ数「1000 件」　　　　　　　　　
　　( 解説 )　公立・私立を問いません。全国の小・中・高校及び幼稚園・保育園に無料レンタルします。
　　　　　 　毎年「３月」に更新の有無について確認する目的で「申請手続き」があります。
　　　　　　 基本機能限定のサービス提供になりますので、登録者データ等の閲覧はできません。
　　　　　 　『学校』から『メール会員 ( 不特定多数 )』に向けてタイムリーな情報を一斉メール配信できます。
　　　　　 　「無料コース」で当面活用 .... その後、いつでも「有料コース」に引越しすることもできます。

メール会員に対して
いつでも・どこからでも
一斉メール配信できる

　　基本機能限定

※コミュニティーコース　 10,000 円/年間（税込 11,000円）
　・提供するサービスは「３９メールのすべての機能」
　・提供するメールアドレスは「10 ケ」　　
　・登録ユーザ数「1000 件」 ×「10 グループ」
　　( 解説 )　町内会・地域コミュニティー・地域ボランティア団体・NPO 団体　（その他類似する団体 etc.）
　　　　　　※利用目的は「情報通知」限定としています　（注意）　宣伝・広告等に利用する場合は不可
　　　

コミュニティーコース
　※10,000円 (税込11,000円)
　※広告など入りません

すべての機能を使えます
特定のグループを選んで
簡単にメール配信できる

　　すべての機能
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