利用者登録用アドレス（URL）を携帯電話のインタネット接続画面から入力します。
以下のアドレスまたは左のQRコードより入ってください。
http://www.center-chikugo119.jp/fire/saigai/pb/mobile/pb.html
※メールのやりとりが発生します。以下２点を事前に確認してください
① saigai@center-chikugo119.jp を受信できること
②URL付メールが受信できること

To : saigai@center-chikugo119.jp
Sub :
本文

新規登録メール送信画面

【災害情報メール登録】
利用上の注意

１．新規登録
２．登録内容確認・変更
３．利用停止

①新規登録

新規登録する場合、以下の「登録
メール送信」をクリックして下さい。
メール画面が起動しますので、その
ままメールを「送信」して下さい。
こちらにメール到着後、仮登録完了
のメールを返信します。

登録メール送信

メニュー
メニュー

All Rights Reserved Copyright 筑後地
域消防指令センター 2015

②「登録メール送信」を
クリックし、メール画面
を立ち上げる。

All Rights Reserved Copyright 筑後地
域消防指令センター 2015

③空メール
送信

From : saigai@center-chikugo119.jp
Sub : 仮登録完了
本文

災害メールの仮登録が完了しま
した。本登録の為に以下のアド
レスをクリックし、表示される画
面の指示に従ってください。
http://www.centerchikugo.jp/fire/pb/mobile/PbEd
it.do

筑後地域消防指令センター

④指令センターから返信
⑤「URL」をクリックし「本登録」

本登録Ⅰへ
1

消防署を選択した後「決定」ボタンを
クリックして下さい。
複数選択出来ます。

市町村を選択した後「決定」ボタンを
クリックして下さい。
複数選択出来ます。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

久留米市
小郡市
うきは市
大刀洗町
大木町
柳川市
八女市
広川町
筑後市
大川市
朝倉市
筑前町
東峰村
みやま市

決定

戻る
メニュー

利用者本登録
どの地域で発生した災害情報が必
要かを以下の何れかの方法から選
択した後「選択」ボタンをクリックして
下さい。

①災害情報を市町
村で選択する場合

● 市町村で選ぶ
○ 管轄する消防署で選ぶ
選択

①災害情報を管
轄消防署で選択
する場合

□ 久留米広域消防本部 久留米消
防署管内
□ 久留米広域消防本部 三井消防
署管内
□ 久留米広域消防本部 浮羽消防
署管内
□ 久留米広域消防本部 三潴消防
署管内
□ 柳川市消防本部管内
□ 八女消防本部管内
□ 筑後市消防本部管内
□ 大川市消防本部管内
□ 甘木・朝倉消防本部管内
□ みやま市消防本部管内

久留米市、小郡市、うきは市、
大刀洗町、大木町、柳川市、八
女市、広川町、筑後市、大川市、

②受信したい地域に
チェックを入れて、
「決定」をクリック

決定

②受信したい地域に
チェックを入れて、
「決定」をクリック

確認

戻る

③「確認」をクリック
し、入力内容を確認
All Rights Reserved Copyright 筑後地
域消防指令センター 2015 する。
メニュー

All Rights Reserved Copyright 筑後地
域消防指令センター 2015

メニュー
All Rights Reserved Copyright 筑後地
域消防指令センター 2015

入力した情報を確認して下さい。

From : saigai@center-chikugo119.jp
Sub : 本登録完了
本文

1．メールアドレス
kurume@fire.co.jp

④入力内容を確認
し「登録」をクリック。

2．地域

メール返信

久留米市、小郡市、うきは市、
大刀洗町、大木町、柳川市、八
女市、広川町、筑後市、大川市、
朝倉市、筑前町、東峰村、みや
ま市

sample-mail@fire.jp

筑後地域消防指令センター

登録
戻る

メニュー

災害メールの本登録が完了しま
した。

登録が完了しました
メニュー

登録内容
1．グループ：
久留米市、小郡市、うきは市、
大刀洗町、大木町、柳川市、八
女市、広川町、筑後市、大川市、
朝倉市、筑前町、東峰村、みや
ま市
尚、本メールへの返信は必要あ
りません。

All Rights
All Rights Reserved Copyright
筑後 Reserved Copyright 筑後地
域消防指令センター 2015
地域消防指令センター 2015

2

このメールの受信で
登録完了です。

メール案内のアドレス登録イメージ 一般向け（パソコン・スマートフォン版）

利用者登録用アドレス（URL）を携帯電話のインタネット接続画面から入力します。
以下のアドレスまたは右のQRコードより入ってください。
http://www.center-chikugo119.jp/fire/saigai/pb/mobile/pb.html
※メールのやりとりが発生します。以下２点を事前に確認してください
① saigai@center-chikugo119.jp を受信できること
②URL付メールが受信できること

筑後地域消防指令センター

③登録したいメールアドレス
を入力し「仮登録」をクリック

①「新規登録」をクリッ

ｋ

②利用上の注意を確認され、
同意されれば、「同意」をクリッ

From : saigai@center-chikugo119.jp
Sub : 仮登録完了
災害メールの仮登録が完了しました。本登録の為に、
以下のアドレスをクリックし、表示される画面の指示
に従ってください。
http://www.center-chikugo.jp/fire/pb/PbEdit.do

④「URL」をクリックし「本登録」

本登録Ⅱへ
3

「仮登録」完了のメール

①地域選択で、「市町
村」か「管轄する消防
署」を●選択する。

③「確認」をクリック
し、入力内容を確認

②受信したい地域に
チェックを入れて、
「決定」をクリック

③へ

From : saigai@center-chikugo119.jp
Sub : 本登録完了

災害メールの本登録が完了しました。。
sample-mail@fire.jp

④選択した地域を確
認し、「登録」をクリック
筑後地域消防指令センター

登録完了
メール送信

登録内容
1．グループ：
久留米市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町、
柳川市、八女市、広川町、筑後市、大川市、朝倉
市、筑前町、東峰村、みやま市
尚、本メールへの返信は必要ありません。

このメールの受信
で「登録完了」です。
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