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保護者様向け設定ガイド

あんしんフィルターfor UQ mobile

（Android™向け）
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1 サービス概要
あんしんフィルターfor UQ mobileとは 4

動作環境 5
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あんしんフィルターfor UQ mobileとは
あんしんフィルターfor UQ mobile「」は、安心してお子さまにスマートフォンを利用させることができる、オールインワン

のフィルタリングブラウザです。悪質な情報による被害を防ぎ、目が行き届かない心配を解消します。

お子さまにふさわしくないWebサイトをブロックします。●

お子さまの成長にあわせてフィルタリング強度を設定できます。●

お子さまの利用にふさわしくないアプリをブロックします。●
お子さまの利用にふさわしくないアプリや不適切に個人情報を読み取るアプリの起動を防ぎます。

必要に応じて、特定のアプリだけをアプリ許可/ブロックすることもできます。

アイコンをタップするとブラウザを起動し、お子さまにふさわしくないWebサイトをブロックします。

スマートフォンのすべての通信に対応しています。

必要に応じて、保護者がパソコンなどから遠隔で設定内容を変更することもできます。
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利用時間を制限します。●
生活スタイルにあわせ、曜日ごとにスマートフォンの利用時間帯を制限できます。
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動作環境

OS Android™ 4.0以上 のスマートフォン、タブレット

その他 パスワード、ご利用者様の電話番号、Googleアカウントが必要です。

管理できるスマートフォン●

・ご利用には、UQ mobileのご加入が必要です。

・[あんしんフィルター for au] をご利用されていた場合は、事前に解約および端末上利用停止した上で本サー

ビスをご利用ください。

ご注意

Windows® Internet Explorer ®8、Internet Explorer® 9、Google Chrome™

スマートフォンを管理する環境●

Mac Safari

Android™ あんしんフィルターfor UQ mobile

iPhone/iPad あんしんフィルターfor UQ mobile

※ パスワードの取得方法 ： 本サービスをお申込みいただくとご契約者宛にメールで送信されます。

パスワードは 「option.uqmobile@uqwimax.jp」 から送信されます。

Googleアカウントの登録方法 ： ご利用の機種の取扱説明書や設定ガイドをご確認ください。

あんしんフィルターfor UQmobileのアプリケーションはGoogle Plyaからダウンロードが必要です。
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2 利用開始
アプリをダウンロードする 8

サービスを開始する 9
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アプリをダウンロードする
アプリをダウンロードします。 ※お子さまのスマートフォンで行います。

あんしんフィルターfor UQ mobileのアプリケーションはGoogle Playからダウンロードが必要となります。

Google Playをご利用にあたり、Googleアカウントが必要となりますので、取り扱い説明書などで事前にご確認ください。

１ 2 3 4

5 6 7 補足

GooglePlayを

開きます

「あんしんフィルター

for UQmobile」で検

索します

アプリケーションを

ダウンロードし「開

く」をタップします

次へをタップします

インストールを

タップします

同意するをタップ

します
インストールは完了です。
※「開く」をタップし、サービス利用の初期設定（P9以降）を

開始してください

auの安心アクセスが

設定されている場合

は利用停止が先に

必要です

あんしんフィルター あんしんフィルターあんしんフィルター
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サービスを開始する
サービスを開始します。 ※P8で「次へ」をタップした画面から設定を行います。

１ 2 3 4

5 6 7 8

各種設定変更を行うには管理者登録が必要です。必ず行ってください。(P.11参照)

設定完了後はあんしんフィルターfor UQ mobileのアイコンをタップしてWeb閲覧をしてください。

アプリを有効にす

るをタップします

「同意する」を

タップします

①仮パスワード（4桁）を設定

②お子さまの年齢にあわせ

た強度を設定

③利用規約に同意の上利用

するを選択

1

2

3

OKをタップします

端末の設定画面を

開きます

端末設定でアプリ

を「ON」にします

タップし

ONにする

OKをタップするとサー

ビスが開始されます

ご利用される端末の電

話番号とメールで届い

たパスワードを入力し

ます

あんしんフィルター

あんしんフィルター

あんしんフィルター

あんしんフィルター
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3 設定変更
管理者を登録する 11

管理者画面を表示する 12

管理するスマートフォンに名前をつける 12

あんしんフィルターが正常に動作していない場合

にメールで通知する
13

フィルタリング強度を設定する 13

特定のWebサイトへのアクセスを許可/制限する 14

セーフサーチを有効にする 14

アプリの利用を許可／制限する 15

利用時間帯を制限する 16
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管理者を登録する
各種設定変更を行うために管理者登録を行います。

１ 2 3 4

5 6 7 8

「OK」をタップしま

すと保護者設定が

完了となります

「あんしんフィルター

for UQ mobile」のア

イコンをタップし、ア

プリを立ち上げます

画面上部に表示さ

れているメニューを

タップします

設定した4桁の仮

パスワードを入力

保護者様のメールアド

レスを入力ください

内容に間違いない

かご確認ください
保護者様のメールアド

レス宛に、管理者用

パスワードが届きます

管理者用パスワード

を設定ください

管理者パスワードは、管理者ページから変更することは可能です。また管理者ページから、特定のWebサイトへの

アクセスや、特定アプリの許可・制限を個別に管理することができます。

あんしんフィルター
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管理者画面を表示する 管理するスマートフォン

に名前をつける１ 保護者のパソコンやスマートフォンから以下の

URLにアクセス

※あんしんフィルターfor UQmobileを登録したお

子さまのスマートフォン/タブレットからは、[あ

んしんフィルターfor UQmobileのアイコンをタッ

プ＞画面下のツールバー＞いちばん右の設定ボタ

https://anshin-access.netstar-inc.com/login/login.php

2 管理者登録を行った際に受信したメールに記

載されている管理者IDおよびパスワードを入

力し、ログイン

3 完了！

設定が終わったら、「ログアウト」をクリックしてください。

管理者画面に表示されている携帯番号を、分かりや

すい名前（スマートフォンの利用者など）に変更できま

１ 管理者画面で「端末情報」をクリック

2 「名前を変更」をクリック

4 完了！

ご注意

・初期パスワードの変更をおすすめします。

・変更方法については、「管理者の情報を確認/変更

する」をご覧ください。

3 「新しい端末名」を15文字以内で変更

「OK」をクリック
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あんしんフィルターが正常

に動作していない場合に

メールで通知する

フィルタリング強度を設

定する

お子さまの成長にあわせて、フィルタリングの強度を設定し

ます（小学生、中学生、高校生）。

各制限内容については、以下を参照してください。

・Webフィルタリング

http://www.uqwimax.jp/signup/term/files/option_m_anshin-

access_hogosya_categoryweb.pdf

・アプリフィルタリング

http://www.uqwimax.jp/signup/term/files/option_m_anshin-

access_hogosya_categoryappli.pdf

１ 「フィルタリング強度」をクリック

3 「設定を保存」をクリック

4 完了！

2 フィルタリング強度を選択

あんしんフィルターfor UQmobileが正常に動作していない場

合、管理者画面で設定した内容がスマートフォンに反映され

ません。反映されない状況が１週間続いた場合、管理者ID

（保護者のメールアドレス）宛にメールで通知されます。

１ 管理者画面で「端末情報」をクリック

3 完了！

2 「フィルタリング無効時にメールで通知する」を

チェック

あんしんフィルターが正常に動作していない状態

が１週間続いた場合に、管理者ID（保護者のメー

ルアドレス）宛にメールが送信されます。

ご注意

あんしんフィルターが正常に動作していない場合、

インターネット、アプリの利用を制限できません。
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特定のWebサイトへのア

クセスを許可/制限する

必要に応じて、アクセス制限されているWebサイトのアク

セスを個別に許可したり、アクセスできるWebサイトを個

別に規制することができます。

個別に許可/制限できるURLは、あわせて60件までです。

１ 「サイト別設定」をクリック

3
個別に許可/規制したいサイトのURLを入力し、

「許可」/「規制」を選択して、「設定を保存」をク

4 完了！

2 「URLを追加」をクリック

設定を解除する場合、解除したいURLの「削除」を

チェックして「設定を保存」をクリックします。

セーフサーチを有効にする

ウェブや画像などの検索結果から成人向けの内容を

除外するために、各社の検索サイトが提供している

サービスです。

１ 管理者画面で「フィルタリング強度」をクリック

4 完了！

2 「セーフサーチ機能を有効にする」をクリック

3 セーフサーチ機能を有効にするにチェックし、

「設定を保存」をクリック
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アプリの利用を許可する
必要に応じて、制限されているアプリを個別に利用可能

にできます。

2 許可したいアプリをクリック

１ 管理者画面で「フィルタリング設定」をクリック

4 「規制されているアプリ」の「一覧を開く」をクリック

3 「個別に許可」をクリック

5 完了！

2 制限したいアプリをクリック

5 完了！

１ 管理者画面で「アプリ別設定」をクリック

4 「設定を保存する」をクリック

3 「個別に規制」をクリック

アプリの利用を制限する
必要に応じて、特定のアプリを個別に利用制限できます。
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利用時間帯を制限する
インターネット、アプリの利用時間帯を制限できます。

2 利用時間帯を制限したい内容のタブをクリック

し、利用時間帯を設定

１ 管理者画面で「フィルタリング設定」をクリック 3 「設定を保存」をクリック

4 完了！

・「すべて」で利用時間帯を禁止すると、以下の利用が

すべて禁止されます。

－インターネット

－アプリ

※ Android バージョン 9.0以降を搭載した端末、

またはUQ mobileをご利用の場合、「電話」の利用

は制限できません。

・1時間単位で禁止時間を設定できます。

・「一括選択」をクリックすると、すべての時間帯が禁止

時間帯に設定されます。

・「一括解除」をクリックすると、禁止時間に設定された
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4 その他の設定・操作
管理者の情報を確認/変更する 18

設定アプリの「その他の設定」の制限を解除 20

サービスを停止する 21

フィルタリング設定のコピー 19
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管理者の情報を確認/変更する
管理者のメールアドレスやパスワードを変更します。

１ 管理者画面で「管理者情報」をクリック

3 完了！

2 管理者の情報を確認/変更し、「設定を保存」をクリック

管理者ID(保護者のメールアドレス)宛に、情報を変更したことをお知らせするメールが送信されます。

メールアドレスを変更する場合、入力

パスワードを変更する場合、入力

2

3

メールアドレスを確認する１
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フィルタリング設定のコピーをする
機種変後に旧端末から新端末へ設定を移行した際や、兄弟で設定を合わせて利用したい際に、フィルタリング設定を

コピーすることができます。

１ 管理者画面で「管理者情報」をクリック

2 「フィルタリング設定のコピー」をクリック

3 コピー元端末とコピー先端末を指定して、

「設定をコピー」をクリック

4 「この条件で設定をコピーする」をクリック

5 完了！
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設定アプリの「その他の設定」の制限を解除する

１ 2 3

4

「設定」をタップします 「その他の設定（制

限解除が必要）」を

タップします

「仮パスワード」を

入力し、「制限を解

除」をタップします

「管理者ID」および

「パスワード」を入

力し、「制限を解

除」をタップします

解除完了

※必要な設定変更を行った後、ホームボタンを押し

てください。再度パスワードロックがかかります。

ご利用のスマートフォンがAndroid OS5.0以上の場合、「設定」アプリの一部メニューが制限されます。パスワードを入力

することで一時解除が可能です。

機種によって、制限される設定メニューが異なります。

仮登録時の場合 管理者登録済みの場合

あんしんフィルター
あんしんフィルター

あんしんフィルター あんしんフィルター

あんしんフィルター あんしんフィルター

ご注意
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サービスを停止する

１ 2 3 4

5 6 7 8

あんしんフィルターfor UQ mobileの全機能が停止します。有害情報や危険なアプリをブロックできなくなります。

アプリ一覧よりあんし

んフィルター for UQ

mobileをタップします

アプリのメニューを

タップします

設定をタップします サービス利用停止を

タップします

「管理者ID」および「パ

スワード」を入力し、ロ

グインをタップします

「サービスの利用を

停止する」をタップ

します

「OK」をタップします

と利用停止となりま

す

すべてのボックスを

チェックします

あんしんフィルター
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Android™は、Google Inc. の商標または登録商標です。

Copyright © UQ Communications Inc. all rights reserved.

COPYRIGHT©KDDI CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright©NetSTAR Inc. All right reserved.

※その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先●

サービスホームページ●
http://www.uqwimax.jp/plan/mobile/option/anshin_accesssp/

UQ mobile お客さまセンター
KDDI株式会社

沖縄セルラー電話株式会社

受付時間 9：00～20：00（年中無休）

【携帯電話・PHS・一般電話から】 0120-929-818（通話料無料）

【スマートフォンから】 （http://www.uqwimax.jp/support/）
※盗難・紛失のご案内は24時間ご利用いただけます。（メンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。）

ホームページアドレス http://www.uqwimax.jp/
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