
ひかり電話オフィスタイプとは

ひかり電話オフィスタイプのひかり電話オフィスタイプの
サービス概要

ひかり電話オフィスタイプの
サービス概要

以上のアクセス回線を利用することにより、加入電話・携帯電話等へ低廉な通話料金での発信、およ
び従来の加入電話等と同じ電話番号での発着信を可能とする光IP電話サービスです。基本サービス
として1契約ごとに3チャネル※2と、それに対応した1電話番号※3がご利用いただけます。

※1 コラボ光とは、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスをいいます。詳しくは
[http://flets-w.com/collabo/]をご確認ください。

※2 チャネルとは、加入電話等の通信回線に相当するものです。「複数チャネル（オプション）」を申し
込むことで、5チャネルまで追加可能となり、最大8通話まで同時にご利用が可能となります。

※3 「追加番号（オプション）」を申し込むことで、31番号まで追加可能となり、最大32電話番号
をご利用いただけます。

●停電時は利用できません。

・「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」
・「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」
・「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」
・「フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼」
・「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」
・「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」
・「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」

・「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ」
・「フレッツ・光マイタウン ファミリータイプ」
・「フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプ」
・一部の「コラボ光」※1

ひかり電話オフィスタイプの特長

（電話サービス）（IP電話サービス）

（いずれもFTTHアクセスサービス）

今、お使いの電話番号※2や電話機※3を変更せずにご利用いただけます。

ご利用中の電話番号・電話機がそのまま利用できる！

※2 現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用の場合は、NTT西日本の加入電話等を休止する
必要があります。この場合、ひかり電話オフィスタイプの工事費［基本工事費1,000円（税
抜）〈フレッツ光と同時工事の場合は無料〉、交換機等工事費1,000円（税抜）］に加え、1番
号ごとに同番移行工事費2,000円（税抜）、加入電話等の休止に関する基本工事費1,000
円（税抜）（フレッツ光と同時工事の場合は無料）、交換機等工事費1,000円（税抜）が必要で
す。現在ご利用中の電話番号が引き続き利用できない場合があります。なお、ひかり電話／ひかり電
話オフィスA（エース）にてご利用の電話番号をひかり電話オフィスタイプにメニュー変更しそのまま利用する場合や、ひかり電話サー
ビスでご利用中のアクセスサービスのみ変更する場合については、同番移行工事費は必要ありません。

　　　 「コラボ光」で「コラボ光ひかり電話」をご利用の場合、「フレッツ光」および他の光コラボレーション事業者が提供する「コラボ光」に変
更される場合には、原則、新たに工事等を実施する必要があるほか、「コラボ光ひかり電話」の電話番号を変更する必要が生じます。

※3　ISDN対応機器、G4FAXなど、一部の電話機等は利用できません。

全国一律8円/3分（税抜）の通話料金でご利用いただけます。※1

おトクな通話料金

※1 NTT東西の加入電話・INSネット・ひかり電話サービスおよびコラボ光ひかり電話〈テレビ電
話・データコネクト（データ通信）・データコネクト通信中の音声通話は除く〉、他社加入電話、
他社IP電話（050番号への通話を除く）へ発信の場合。携帯電話等への通話料金は異なり
ます。

ひかり電話オフィスタイプを音声のみでご利用の場合

※4　0039等の電気通信事業者を指定した発信など、一部かけられない電話番号があります。

緊急通報（110番・118番・119番）およびフリーアクセス/フリーアクセス・ひかり
ワイド/フリーダイヤル（いずれもオプション）への通話が可能です。※4

緊急通報等への発信が可能！

音声パケットを優先して扱うため加入電話並みの音声品質を確保します。

加入電話並みの音声品質

※5　他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは機能が一部制約される場合があります。

加入電話のオプションサービス※5に相当する機能もご用意しております。

便利なオプションサービスも利用できる！

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。 【180630】審査　１７ー４５８－１
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フレッツ 光ネクスト（FTTHアクセスサービス）でご契約のお客さまが「ひかり電話オフィスタイプ（IP
電話サービス）」をご利用の場合は、以下の3つのサービスが基本サービスとしてご利用いただけます。

基本サービス

フレッツ 光ネクストならテレビクラ
ス（アナログ放送）相当の高画質
「テレビ電話」が利用できます。

高画質の
テレビ電話が実現！

＊他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合
があります。
＊詳しくは、テレビ電話についてはP.43、高音質電話についてはP.47、データコネクトについては
P.51をご確認ください。

ある一定量の帯域を確保してデータ通信を行
うデータコネクト（データ通信）を利用するこ
とができます。

電話番号を利用した
データ通信！

対応機器により、広帯域を利用した
高音質な通話が可能です。

高音質での通話が可能！

フレッツ 光ネクストでご契約の場合 サービスイメージ

※フレッツ・光プレミアム未提供エリアで一部提供しておりますフレッツ 光マイタウン ファミリータイプを含みます。
★ISDN専用電話機、G4FAX、通報機能を備えた情報機器等はご利用いただけません。G3FAX、モデム通信についてご利用は
可能ですが、通信環境条件等により伝送品質が保てない場合があります。FAXのご利用について、通信相手側の設定によって
は、FAXがご利用できない場合があります。
★上図内のCTUは「加入者網終端装置（CTU）」、VoIPアダプターは「ひかり電話オフィスタイプ対応VoIPアダプター」を指します。

【フレッツ 光ネクスト／フレッツ・光プレミアムご利用上の注意】
○サービス提供エリアであっても、ご利用いただけない場合がございます。エリアにつきましては、お問い合わせいただくか、
http://flets-w.com/にてご確認ください。○インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとの契約・料金が必要です。

をご利用のお客さまフレッツ 光ネクスト

をご利用のお客さまフレッツ・光プレミアム

■ お客さま事務所

※フレッツ 光ネクスト未提供エリアで一部提供しておりますフレッツ 光マイタウン ネクストファミリータイプを含みます。
★ISDN専用電話機、G4FAX、通報機能を備えた情報機器等はご利用いただけません。G3FAX、モデム通信についてご利用は
可能ですが、通信環境条件等により伝送品質が保てない場合があります。FAXのご利用について、通信相手側の設定によって
は、FAXがご利用できない場合があります。
★上図内のOGWは「ひかり電話オフィスタイプ対応オフィスゲートウェイ」を指します。

ビジネス
フォン

回線
終端装置 OGW

HUB

加入者網
光ファイバー
区間

インターネット

プロバイダー

NGN

■ お客さま事務所
※

※

回線
終端装置加入者網

光ファイバー
区間

インターネット

プロバイダー

地域IP網 CTU

VoIP
アダプター

ビジネス
フォン

★「ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター」とは『ひかり電話オフィスタイプ対応オフィスゲートウェイ（フレッツ 光ネクスト
ご契約の場合）』、『ひかり電話オフィスタイプ対応VoIPアダプター（フレッツ・光プレミアムご契約の場合）』のことです。

（FTTH
アクセスサービス）

（FTTH
アクセスサービス）

【180630】審査　１７ー４５８－１
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ひかり電話オフィスタイプ（IP電話サービス）の料金

月額利用料

オプションサービス

［ひかり電話オフィスタイプ対応機器利用料］（レンタルの場合／1装置ごと）

4チャネル対応ひかり電話
オフィスタイプ対応アダプター利用料※2 1,000円（税抜）

基本料金 1,300円（税抜）／3チャネル1電話番号を含む

5,400円（税抜）※1月額利用料 フレッツ 光ネクスト ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼の場合

8チャネル対応ひかり電話
オフィスタイプ対応アダプター利用料※2 1,500円（税抜）

※1 インターネットのご利用には、フレッツ光等に対応したプロバイダーとの契約・料金が必要です。
※2 アナログポートまたはISDN（BRIポート）での同時接続対応チャネル数
★上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）
　なお、詳細については弊社ホームページ（http://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/）でご確認ください。

※上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円（税抜）/月が必要となります。（2017年7月現在）
　なお、詳細については弊社ホームページ（http://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/）でご確認ください。
★他のサービスと組み合わせてご利用の場合、利用できないもしくは一部機能が制約される場合があります。
★オプションサービスの開始または廃止に伴う1ヵ月未満の月額利用料は日割り計算により請求いたします。
★ご利用には別途工事費が必要です。
★各サービスの詳細については、該当ページをご確認ください。

通話・通信料

国　

内

※3　その他の国（地域）への通話料については、P.41～P.42「国際通話料金一覧」をご確認ください。

IP電話（050番号）への通話

上記の通信料金の他に通信1回ごとに

標準音質電話

＊1.通話・通信中に通信種別または利用帯域の変更があった場合には、同一の通信種別・利用帯域ごとに通話・通信時間の合計を算出し、該当する通話・通信
料を適用して料金計算します。＊2.データコネクト（データ通信）のみのご利用の場合、その通信はテレホンカードによる支払充当の対象外となります。＊3.
携帯電話（080/090）への発信が、着信者の契約する事業者のサービスにより、IP電話（050）に着信した場合。＊4.東京テレメッセージ社の提供する
サービスにのみ接続可能です。
★音声通信・映像通信・データ通信の課金方法は、通信種別、利用帯域、通話・通信時間で計算いたします。
　課金方法について詳しくは、P.242「参考情報：テレビ電話 高音質電話 データコネクトのご利用にあたって」をご確認ください。

※1　接続する事業者名は以下のとおりです。
弊社と接続する事業者名区　分

グループ1-B 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社☆3

グループ1-D 株式会社NTTドコモ

グループ1-A 株式会社NTTドコモ☆1、ソフトバンク株式会社☆2

☆1.FOMA®、mova、ワイドスター、ワイドスターⅡ（衛星陸上、衛星船舶）が対象となります。 ☆2.旧 ワイモバイル株式会社 ☆3.旧 ソフトバンクモバイル株式会社

8円（税抜）/3分

8円（税抜）/3分

15円（税抜）/3分

100円（税抜）/3分

1円（税抜）/30秒

1.5円（税抜）/30秒

2円（税抜）/30秒

15円（税抜）/3分

100円（税抜）/3分

16円（税抜）/1分

18円（税抜）/1分

10.8円（税抜）/3分

10円（税抜）/60秒

10円（税抜）/45秒

10円（税抜）/36秒

10円（税抜）

8円（税抜）/3分

10.5円（税抜）/3分

10.8円（税抜）/3分

9円（非課税）/1分

30円（非課税）/1分

30円（非課税）/1分

☆1.旧 ソフトバンクBB株式会社　☆2.旧 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社　☆3.旧 ソフトバンクテレコム株式会社　☆4.旧 株式会社パワードコム

※2　接続する事業者名は以下のとおりです。
　　  （着信先のお客さまが契約しているIP電話事業者と弊社と接続する事業者とは異なる場合があります。）

弊社と接続する事業者名区　分

グループ2-C
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社☆3、
楽天コミュニケーションズ株式会社☆4、アルテリア・ネットワークス株式会社、ZIP Telecom株式会社、株式会社NTTドコモ、
Colt テクノロジーサービス株式会社

グループ2-B
株式会社STNet、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、九州通信ネットワーク株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、
ソフトバンク株式会社☆1、中部テレコミュニケーション株式会社、楽天コミュニケーションズ株式会社☆2、
株式会社NTTぷらら、東北インテリジェント通信株式会社

利用帯域2.6Mbpsまで

利用帯域2.6Mbpsを超える

利用帯域～64Kbps

利用帯域～512Kbps

利用帯域～1Mbps

区　　　分 料　　　金

フレッツ 光ネクストで
ご契約の場合

高音質電話

PHSへの通話

他社加入電話等への
通話

携帯電話への通話

グループ2-B※2

グループ2-C※2

区域内

～160kmまで

160km超

グループ1-A※1

グループ1-B※1

グループ1-D※1＊3

音声通話料

データコネクト＊2

・テレビ電話
・通話、データ
　コネクト通信
　同時利用

アメリカ合衆国（本土）への通話

中華人民共和国への通話

大韓民国への通話

NTT西日本・東日本の
加入電話、INSネット、
ひかり電話サービス
および「コラボ光
ひかり電話サービス」
への通話＊1

NTT西日本・東日本の
ひかり電話サービス
および「コラボ光
ひかり電話サービス」
への通信＊1

フレッツ 光ネクストでご契約の場合

利用帯域～2.6Mbps

利用帯域2.6Mbpsを超える

月額利用料

500円（税抜）

1,200円（税抜）

600円（税抜）

200円（税抜）

400円（税抜）

500円（税抜）

400円（税抜）

100円（税抜）

100円（税抜）

100円（税抜）

1,000円（税抜）

100円（税抜）

15,000円（税抜）

10,000円（税抜）

単　位

ひかり電話オフィスタイプ１契約ごとまたは
１電話番号ごと

１電話番号ごと

ひかり電話オフィスタイプ１契約ごと

ひかり電話オフィスタイプ１契約ごと

１チャネルごと

ひかり電話オフィスタイプ1契約ごと

1チャネルごと

１追加番号ごと

１電話番号ごと

１電話番号ごと

１着信課金番号ごと

１電話番号ごと

1♯ダイヤル番号ごと

ポケットベル等（020番号を用いたサービス）への通信＊4 40円（税抜）＋
15円（税抜）/40秒

国
際（
例
）※3

「0AB～J」番号への通話

サービス名

ボイスワープ

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・リクエスト

迷惑電話おことわりサービス

グループ通話定額（料金サービス）

グループ通話定額テレビ電話プラン（料金サービス）

複数チャネル

追加番号※

着信お知らせメール

ＦＡＸお知らせメール

フリーアクセス・ひかりワイド※

特定番号通知機能

フレッツ 光ネクストでご契約の場合

ひかり電話#ダイヤル

西日本利用型

ブロック内利用型

【180630】審査　１７ー４５８－１
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工事費

※1 フレッツアクセスサービス（FTTHアクセスサービス）を同時に工事する場合は無料です。 派遣工事を伴う場合は4,500円（税抜）となります。お
客様宅内工事費の合計が29,000円（税抜）を超える場合、29,000円（税抜）ごとに加算額3,500円（税抜）がかかります。

※2 ひかり電話オフィスタイプの新設・移転等の同時工事の場合は無料です。
※3 現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用の場合は、NTT西日本の加入電話等を休止する
必要があります。この場合、ひかり電話オフィスタイプ（IP電話サービス）の工事費［基本工事
費1,000円（税抜）〈フレッツ光と同時工事の場合は無料〉、交換機等工事費1,000円（税
抜）］に加え、1番号ごとに同番移行工事費2,000円（税抜）、加入電話等の休止に関する基本
工事費1,000円（税抜）（フレッツ光と同時工事の場合は無料）、交換機等工事費1,000円
（税抜）が必要です。現在ご利用中の電話番号が引き続きご利用いただけない場合があります。
○なおひかり電話/ひかり電話オフィスA（エース）（いずれもIP電話サービス）にてご利用中の電話番号をひかり電話オフィスタイプにメ
ニュー変更してそのまま利用する場合や、ひかり電話サービスでご利用中のフレッツアクセスサービスのみを変更する場合については
同番移行工事費は必要ありません。○フリーアクセス・ひかりワイドにおいて着信課金番号を変更することなく、電気通信事業者を変更
する場合、着信課金番号の同番移行工事費は無料となります。
○「コラボ光」で「コラボ光ひかり電話」をご利用の場合、「フレッツ光」および他の光コラボレーション事業者が提供する「コラボ光」に変
更される場合には、原則、新たに工事等を実施する必要があるほか、「コラボ光ひかり電話」の電話番号を変更する必要が生じます。

※4 アナログポートまたはISDN（BRIポート）での同時接続対応チャネル数

交
換
機
等
工
事
費

オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス

工
事
費

機
器
工
事
費

1工事ごと

1追加電話番号ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

1着信課金番号ごと

1電話番号ごと

1＃ダイヤル番号ごと

1電話番号ごと

1電話番号ごと

1装置ごと

1装置ごと

1装置ごと

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

　700円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

1,000円（税抜）

2,000円（税抜）

700円（税抜）

8,000円（税抜）

9,500円（税抜）

4,800円（税抜）

複数チャネル※2

追加番号

ボイスワープ※2

ナンバー・ディスプレイ※2

ナンバー・リクエスト※2

迷惑電話おことわりサービス※2

FAXお知らせメール※2

着信お知らせメール※2

基本工事費※1

基本機能の利用開始
または内容の変更
追加機能の利用開始
または内容の変更

特定番号通知機能

ひかり電話＃ダイヤル※2

同番移行工事費※3

発信電話番号通知の変更※2

4チャネル対応ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター機器工事費※4

8チャネル対応ひかり電話オフィスタイプ対応アダプター機器工事費※4

設定変更工事費

フリーアクセス・ひかりワイド※2

★フレッツアクセスサービスを新たに契約される場合は、別途フレッツアクセスサービス新設に関わる費用が必要となります。
★別途配線工事費等が必要となる場合があります。
★グループ通話定額、グループ通話定額テレビ電話プラン（いずれも料金サービス）の工事費は無料です。

1着信課金番号につき
1追加機能ごと

ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごと

ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごと

ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごと

ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごと

工事費の一例

現在、加入電話でご利用中の電話番号を
そのままお使いいただくのに必要な工事費

フレッツ光工事費

ひかり電話
オフィスタイプ工事費
交換機等工事費
1,000円（税抜）

4チャネル対応
ひかり電話

オフィスタイプ対応
アダプター機器工事費
8,000円（税抜）

2,000円（税抜）

交換機等工事費
1,000円（税抜）

○「フレッツ光」と「ひかり電話オフィスタイプ」（3チャネル1電話番号）を新規で同時にお申し込みいただき、
現在加入電話でご利用中の電話番号をそのままお使いいただく場合
○4チャネル対応ひかり電話オフィスタイプ対応機器を利用する場合

同番移行工事費 機器工事費 加入電話
休止工事費

※お客さまのお申し
込みプランによっ
て異なります。 ※フレッツ光と同時工

事のため、基本工事
費は無料

※フレッツ光と同時工
事のため、基本工事
費は無料

区　分 単　位 料　金

工事実施により利用方法の変更が必要なオプションサービス

着信お知らせメール
・設定サイトが変わり、認証単位を選択していただく必要があります。
　また、パスワードの変更が必要な場合があります。

詳しくはP.148へ

FAXお知らせメール
・設定サイトが変わり、認証単位を選択していただく必要があります。
また、パスワードの変更が必要な場合があります。
・設備変更工事以前に受信したFAXの内容閲覧が可能な期間は、設備
変更工事より30日間になります。旧設定サイトへアクセスし、FAX
データをダウンロードしてパソコン等へ保存してください。

詳しくはP.186へ

詳しくは、各オプションサービスページでご確認ください。
『「着信お知らせメール」「FAXお知らせメール」旧パスワードの移行作業』は

次のページをご覧ください。

工事実施により利用方法が変更になるオプションサービス

NTT西日本がサービスを安定して提供するために行う工事です。お客さまにご利用いただいているNTT西日本
ビル内の設備を新しい設備へと変更いたします。該当するお客さまへは、事前にご連絡いたします。

●設備変更工事

お客さまのお申し出による工事です。電話番号の変更を伴う設置場所変更をされたお客さま、フレッツ・光プレミア
ムからフレッツ 光ネクストへサービス変更されたお客さまが対象となります。

●契約変更工事

フレッツ・光プレミアム（FTTHアクセスサービス）にてひかり電話オフィスタイプをご利用中の
お客さまが以下に該当する工事を行った場合、特定のオプションサービス利用方法が変更に
なり、お客さまによりパスワード移行作業などが必要となります。

記載の料金はすべて税抜となっています。
消費税が加算されます。

基本サービス

【180630】審査　１７ー４５８－１
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ログイン時に入力した
パスワードが8桁の場合

これより、お客さまのご利用状況により設定（　　　　　　　）が異なります。
「着信お知らせメール」「FAXお知らせメール」の各サービスページにて、どの設定が必要か
ご確認ください。

111

　11 　22 33 44

回線単位を選択した場合

ログイン時に入力した
電話番号のみに
契約している場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールの両方の
契約をしており、パスワードが両サービス同一の場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールのいずれ
か片方のみの契約の場合

または

ログイン時に入力した
パスワードが

8桁未満orロック状態or
仮パスワードの場合

22 回線単位を選択した場合

ログイン時に入力した
電話番号のみに
契約している場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールの両方の
契約をしており、パスワードが両サービス同一の場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールのどちら
か片方のみの契約の場合

または

パスワードの設定変更が不要なお客さま

新規パスワード登録が必要なお客さま

旧設定サイトでは、「着信お知らせメール」「FAXお知らせメール」各サービス毎にパスワードを設
定する必要がありましたが、新設定サイト「ひかり電話設定サイト」では「着信お知らせメール」
「FAXお知らせメール」どちらのサービスも1つのパスワードでご利用いただくこととなります。
旧設定サイトのパスワードを継続して利用するには、お客さまのご利用状況により設定変更が必
要となります。新設定サイト「ひかり電話設定サイト（https://www.hikari.ntt-west.net）」へ
アクセスし、以下の手順で設定を行ってください。

「着信お知らせメール」「FAXお知らせメール」（いずれもオプション）旧パスワードの移行作業

ひかり電話設定サイト ログイン画面

認証単位選択画面

ログイン画面

「電話番号」「パスワード」を入力して
「ログイン」をクリック
※パスワードは、これまで「着信お知らせメール」
または「FAXお知らせメール」でお使いいただ
いていたパスワードを入力してください。

11

22

33

44

認証単位（回線単位、
電話番号単位、もしく
は管理者／ユーザ単
位）を選択します。

「ログイン画面」へ移動します。

「ログイン画面へ戻る」をクリック

パスワードの変更は不要です。

「パスワード登録」をクリック

「新規パスワード」と確認用の枠へ新
しいパスワードを英数半角8桁以上
12桁以下で再入力してください。

「ログイン画面」へ移動します。

「ログイン画面へ戻る」をクリックし、
新しいパスワードで、再度ログインし
直してください。

新しいパスワードの登録が完了しました。

「旧設定サイトからパスワード引継ぎ」
をクリック
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ログイン時に入力した
パスワードが8桁の場合

333 回線単位を選択した場合
ログイン時に入力した
電話番号のみに
契約している場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメール
（いずれもオプション）の両方の契約をしてお
り、パスワードが両サービスで異なる場合

ログイン時に入力した
パスワードが8桁の場合

回線単位を選択した場合

ログイン時に入力した電話番号以外に
契約している電話番号がある場合

ログイン時に入力した
パスワードが

8桁未満orロック状態or
仮パスワードの場合

44 回線単位を選択した場合
ログイン時に入力した
電話番号のみに
契約している場合

着信お知らせメール、FAXお知らせメールの
両方の契約をしており、パスワードが両サー
ビスで異なる場合

ログイン時に入力した
パスワードが

8桁未満orロック状態or
仮パスワードの場合

回線単位を選択した場合

ログイン時に入力した電話番号以外に
契約している電話番号がある場合

パスワード統合が必要なお客さま パスワード統合、新規パスワード登録が必要なお客さま

パスワードの統合を行います。「パス
ワード統合」をクリックしてください。

ログイン時に入力しなかった方の
サービスのパスワードを入力してく
ださい。

「ログイン画面」へ移動します。

ログインパスワードの統合が完了しま
した。今回のログイン時に入力したパ
スワードに統合しました。

「ログイン画面へ戻る」をクリック

パスワードの統合を行います。「パス
ワード統合」をクリックしてください。

ログイン時に入力しなかった方の
サービスのパスワードを入力してく
ださい。

ログインパスワードの統合が完了しました。
新しいパスワードを設定します。

「パスワード登録」をクリック

「新規パスワード」と確認用の枠へ新
しいパスワードを英数半角8桁以上
12桁以下で再入力してください。

「ログイン画面」へ移動します。

新しいパスワードの登録が完了しました。

「ログイン画面へ戻る」をクリックし、
新しいパスワードで、再度ログインし
直してください。
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MEMO

◎旧設定サイトへログインした場合
旧設定サイトへアクセスされた場合は、「ひかり電話設定サイト」へアクセスすることが可能なボタンが表示されます。

※旧設定サイトでは、各種設定ができませんので、「ひかり電話設定サイト」にて
設定を行ってください。

「新URLへ」をクリックし、「ひかり電話設定サイト」へアク
セスしてください。

FAXお知らせメールをご契約されていたお客さまにおいては、旧設定サイトへアクセスするためのボタンが
表示されます。

※「旧設定サイト受信FAX内容閲覧」をクリックした際には、旧設定サイトのトップ
画面へ移動しますので、FAXお知らせメールを選択し、電話番号と旧設定サイ
トで利用していたパスワードを入力しログインしてください。（「ひかり電話設定
サイト」のパスワードではログインできません。）

「旧設定サイト受信ＦＡＸ内容閲覧」をクリックし、旧設定サ
イトへアクセスしてください。

「旧設定サイト受信FAX内容閲覧」ボタンが表示されるの
は、設備変更工事より30日間となります。30日間を過ぎ
るとボタンが表示されなくなり、「ひかり電話設定サイト」か
らはアクセスができません。

◎旧設定サイトへログインした場合
旧設定サイトへアクセスされた場合は、「ひかり電話設定サイト」へのアクセスが可能なボタン、および旧受信
BOXのFAX内容が閲覧できる画面へのアクセスが可能なボタンが表示されます。

※旧設定サイトでは、旧設定サイトにおけるパスワード変更以外の各種設定がで
きません。各種設定については、「ひかり電話設定サイト」にて設定を行ってく
ださい。

「新URLへ」をクリックし、「ひかり電話設定サイト」へアク
セスしてください。

「旧受信BOXのFAX内容閲覧」ボタンをクリックすると過
去に受信したFAXの内容閲覧が可能です。閲覧が可能な
期間は、設備変更工事より30日間になりますので、FAX
データをお客さまのパソコン等へ保存（ダウンロード）して
ください。

◎「ひかり電話設定サイト」から旧設定サイトへのアクセス方法

旧設定サイトへのアクセス

着信お知らせメール

FAXお知らせメール （オプション）

（オプション）
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