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表紙

インストール手順
1

下記ダウンロードページより、「i-フィルター for Android」
をダウンロードします。
＜インストール用URL＞
http://www.daj.jp/cs/r/mdmb/

2

「i-フィルター」をインストールします。ダウンロード履歴から
「i-フィルター」をタップしてください。
携帯端末のセキュリティ設定によっては、「i-フィルター」が提供
元不明のアプリケーションとしてインストールがブロックされる場
合があります。その場合、表示される画面に従って提供元不
明のアプリケーションのインストールを許可してください。

3

4

5

『シリアルID の⼊
⼒』 画面が開きます。
「i-フィルター」購⼊
時に記載されていた
シリアルIDを⼊⼒し、
［つぎへ］ボタンを
タップします。

6

『はじめに』 画面が開
きます。[つぎへ]ボタ
ンをタップします。

7

『管理者の設定』
画面が開きます。保
護者など「 i-フィル
ター」 の管理者とな
る方のメールアドレス
を⼊⼒し、[つぎへ]
ボタンをタップします。

「 i-フィルター」 を起動します。提供元不明のアプリケーショ
ンのインストールが許可されている場合、「i-フィルター」を起
動することができません。［ OK ］ ボタンをタップして提供
元不明のアプリケーションのインストールを制限してください。

「 i-フィルター」 を起動し、 ［お申し込みはこちら］ ボタン
をタップします。

・ メールアドレスは保
護者など「i-フィルター」
の管理者となる方が
使用しているメールア
ドレスを登録してくださ
い。
・ 登録されたメールア
ドレスにドメイン指定
受信の設定をされてい
る場合は
「 daj.co.jp」 、
「 i-filter.jp」 を受信
できる設定にしてくださ
い。
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インストール手順
8

管理者の姓名、⽣年⽉⽇、
電話番号を⼊⼒し、［つぎ
へ］ ボタンをタップします。

12

姓名、⽣年⽉⽇、電話番号は
保護者など「i-フィルター」の管理
者となる方の情報を登録してくだ
さい

9

お名前、⽣年⽉⽇は実際に
「i-フィルター」をインストールし
た端末を使用する方の情報
を⼊⼒してください。

『管理パスワードの設定』 画面
が開きます。「i-フィルター」 で使
用する管理パスワードを⼊⼒し、
［つぎへ］ ボタンをタップします。

13

・ 管理パスワードとは「 i-フィル
ター」 の設定を変えたり、利用状
況を確認するときに使う⼤切なパ
スワードです。
・ 管理パスワードは半角英数字6
文字以上15 文字以下で設定し
てください。

10

『管理者の設定』 画面
が開きます。保護者など
「 i-フィルター」 の管理者
となる方のメールアドレス
を⼊⼒し、[つぎへ] ボタ
ンをタップします。

アプリの許可・禁止設定は、
後から管理画面で変更する
こともできます。

『 登録内容の確認』 画面が開
きます。登録する管理者の情
報に間違いがなければ、［つぎ
へ］ ボタンをタップします。

14

11

『利用者情報の⼊⼒』 画
面が開きます。お子さまな
ど「i-フィルター」を利用して
インターネットをする方の
姓名と⽣年⽉⽇を⼊⼒し、
［つぎへ］ ボタンをタップ
します。

『シリアルID の確認』 画面
が開きます。シリアルIDを確
認のうえで［つぎへ］ボタン
をタップします。

『 登録完了』 画面が開き
ます。
① すぐにインターネットを
始める場合は、
［インターネットを始める］
ボタンをタップします。
②「 i-フィルター」 の設定
変更を⾏う場合は、［ 管
理画面を開く］ ボタンを
タップします。

・登録完了後、「デバイス管理機能へ追加してください」という
メッセージが表示されます。「 i-フィルター」 の削除防止を強化
する機能になりますので、必ず設定してください。
・「 i-フィルター」 は「 i-フィルター」 のブラウザーを使用する場
合に限り、 フィルタリング機能がご利用いただけます

2

アンインストール手順
1

管理画面から『システム設定』画面を開きます。［システム設定の保護をする］ と［デバイス管理者機能の保護をする］の
チェックマークを はずし、［設定保存］ ボタンをタップします。

・『システム設定』 画面を開くには、 管理画面のトップページより［シ
ステム設定］ボタンをタップします。［システム設定の保護］ ボタンを
タップし、『機器システム設定の保護』 を開くことでシステム設定の保
護の設定が変更できます。
・システム設定の保護、デバイス管理者機能の保護の機能が有効の
場合、「i-フィルター」 はアンインストールすることができません。

2

3

「i-フィルター」 のブラウザーを起動し、端末のメニューボタンを押します。メニューより、［その他］をタップし、表示されるリストから
［アプリ設定］ をタップします。

その他から［ 禁止アプリケーションリスト更新］ をタップします。

「 i-フィルター」 の設定変更から端末への反映には若⼲のずれが発⽣する可能性があります。
設定が反映されていない場合、 時間をおいて再度実⾏してください。

4

Android 端末のドロワーから［設定］をタップします。
※デバイス管理者の設定をしている場合は、手順5、6 へ進んでください。設定をしていない場合は、手順7 へ進んでください。
［設定］ に表示される項目はご利用の端末によって異なる場合があります。ご利用の端末のデバイス管理者の設定、アプリケー
ションのアンインストール方法について、詳しくは端末の取扱説明書をご覧ください。
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アンインストール手順
5

現在地情報とセキュリティをタップし、表示されているメニューより［デバイス管理者を選択］ をタップします。

6

デバイス管理者の一覧が表示されるので「i-フィルター」 をタップします。「i-フィルター」 のデバイス管理者を無効にし、設定の
画面まで戻ります。

7

アプリケーションをタップし、表示されているメニューより［アプリケーションの一覧］をタップします。インストールされているアプリ
ケーションの一覧が表示されます。アプリケーションの一覧より「i-フィルター」をタップします。

8

9

［アンインストール］ ボタンをタップします。

「アプリケーションをアンインストールしますか？」というメッセージが表示されます。
［OK］ボタンをタップしてアンインストールを実⾏します。

「i-フィルター」 のシリアルID が有効期限内であれば、アンインストール後に有効期限内
のシリアルID を⼊⼒することで、引き続きご利用いただくことができます。

4

よくある質問
■基本的な質問

Q
A

「i-フィルター」が起動できない。
「i-フィルター」の起動にはインストールした端末で以下の設定が必要です。
・ サードパーティアプリケーションのインストール禁止
・ デフォルトで使用するホームアプリの設定
※デフォルトで使用するホームアプリケーションを選択するときは、「 常にこの操作で使用する」にチェックマークをつけて選択してく
ださい。 Android 4.1 以降をご利用の場合は、使用するホームアプリケーションを選択し、「 常時」 をタップしてください。

Q

フィルター強度を変更したい。

A

「i-フィルター」の管理画面より変更できます。管理画面はデジタルアーツ株式会社のウェブサイト（ http://www.daj.jp/cs/ ）
より開くことができます。また管理画面は「 i-フィルター」 を起動中に端末のメニューキー押し、［ 管理画面］ ボタンをタップする
ことでも表示されます。

Q

フィルタリング機能を一時的に解除したい。

A

フィルター強度設定より［ フィルターOFF］を選択します。

Q

シリアルID を確認したい。

A

シリアルID は「 i-フィルター」 の管理画面またはインストールされている端末の設定画面から確認できます。

■管理パスワード

Q
A

Q
A

管理パスワードを忘れてしまいました。
管理パスワードを忘れた場合、管理パスワードの再設定が必要になります。以下の手順で管理パスワードを再設定してください。
再設定にはシリアルID とお客さま情報が必要です。
①『ログイン』 画面で［管理パスワードをお忘れの方はこちら］ボタンをタップします。
②［ご利用中のお客さま情報］ を⼊⼒し、［送信］ボタンをタップします。
③ E-Mail アドレスに送信される内容に従って、管理パスワードを再設定します。
・ 送信されるメールに記載されているURL の有効期限は24 時間になります。24 時間を過ぎた場合は手順①から再度、操
作を⾏ってください。
ログイン時に「管理パスワードが不正です」 と表示されます。
管理パスワードの⼤文字・⼩文字を間違えて⼊⼒している可能性があります。正しい管理パスワードを⼊⼒してください。管理
パスワードはアルファべットの⼤文字・⼩文字が区別されます。キーボードのCaps Lock 機能がオンになっていないか確認してく
ださい。
・ Caps Lock 機能とは、⼊⼒する英字の⼤文字・⼩文字を切り替える機能のことです。
キーボードの［Shift］キー +［Caps Lock］キーを押すたびに、機能のオン/オフが切り替わります。機能オフの状態では⼩
文字が、オンの状態では⼤文字が⼊⼒されます。

■お客さま情報

Q

登録するお客さま情報はだれのものが良いでしょうか？

A

「i-フィルター」 を管理される方の情報を登録してください。お問い合わせの情報と登録いただいているお客さま情報が一致しな
い場合、サポートの提供をできない場合があります。あらかじめご了承ください。

Q

登録するE-Mail アドレスは家族で共用のもので良いですか？

A

弊社からのお知らせやサポートの回答などのご連絡を差し上げますので、「i-フィルター」 を管理される方のみ閲覧ができるEMail アドレスを登録してください。Android 端末で受信設定をしているE-Mail アドレスは登録されないようにお願いいたします。
5

よくある質問
■アプリケーション制御

Q

アプリケーション制御が正常に動作しません。

A

アプリケーション制御は端末に標準でインストールされたホームアプリで動作します。複数のホームアプリがインストールされている
場合は、ホームアプリの設定を変更してください。

Q

使いたいアプリケーションがブロックされます。

A

アプリケーション制御のフィルタリング強度はカテゴリごとの設定の他にアプリケーションを個別に許可 / 禁止することができます。使
いたいアプリケーションがブロックされている場合、［アプリフィルタリング設定］で許可に設定してください。

■システム設定の保護
システム設定の保護

Q

「i-フィルター」 をアンインストールしたい。

A

システム設定の保護を有効にすることで、「i-フィルター」 のアンインストールを制御しています。制御を解除する場合は、 システ
ムの保護を無効にしてください。

Q

端末の設定アプリが起動できない。

A

システム設定の保護が有効な場合、「i-フィルター」の設定アプリが起動し、アプリケーションのアンインストールなど一部の設定変
更が制限されます。端末の設定アプリを起動するには、システム設定の保護を無効にしてください。

■その他

Q
A

Q
A

「i-フィルター」 の設定が反映されていません。
「i-フィルター」 は管理画面から様々な設定を⾃由に変更ができます。変更した設定は「 i-フィルター」 ブラウザーの通信時に取
得されます。そのため設定変更から端末への反映には若⼲のずれが⽣じることがございます。あらかじめご了承ください。
またアプリケーション制御に関しては、「i-フィルター」 の起動時または手動による更新で設定が反映されます。新しく起動を抑制
したいアプリケーションを設定した場合は、手動更新で設定を反映させておくことをおすすめします。
①「i-フィルター」 を起動し、［メニューキー］ をタップします。
② 表示されるメニューより［その他］ を選択し、［アプリ設定］ をタップします。
③［禁止アプリケーションリスト更新］ をタップします。
「i-フィルター」 と他社で提供されているフィルタリングサービスを同時に使用できますか？
「i-フィルター」 は使用中にインターネットに接続する必要があります。「i-フィルター」 が正常に動作しない場合は、他社で提供さ
れているフィルタリングサービスで下記のURL を許可するように設定をしてください。
<許可するURL>
http://ars.i-filter.jp
http://recv.ars.i-filter.jp
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