
【【【【Web電話帳電話帳電話帳電話帳オプションオプションオプションオプション】】】】 ごごごご利用利用利用利用までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ（（（（利用者向利用者向利用者向利用者向けけけけ））））

このこのこのこの度度度度はははは050 plus for Biz / W-mode Web電話帳電話帳電話帳電話帳オプションをおオプションをおオプションをおオプションをお申申申申しししし込込込込みいただきみいただきみいただきみいただき、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。本本本本マニュアルはマニュアルはマニュアルはマニュアルはWeb電話帳電話帳電話帳電話帳オプオプオプオプ

ションションションションのののの利用者利用者利用者利用者のののの方方方方をををを対象対象対象対象にににに、、、、Web電話帳電話帳電話帳電話帳のののの初期設定方法初期設定方法初期設定方法初期設定方法のののの流流流流れをれをれをれを記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。

全体全体全体全体のののの流流流流れれれれ

【【【【事前準備事前準備事前準備事前準備していただくものしていただくものしていただくものしていただくもの】】】】

●●●●スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォン(Android / iPhone)
●●●●Web電話帳管理者電話帳管理者電話帳管理者電話帳管理者からからからから通知通知通知通知されたサーバアドレスされたサーバアドレスされたサーバアドレスされたサーバアドレス（（（（URL）、）、）、）、ログインログインログインログインID、、、、パスワードパスワードパスワードパスワード情報情報情報情報

事前準備事前準備事前準備事前準備としてとしてとしてとして、、、、以下以下以下以下の２つをごの２つをごの２つをごの２つをご用意下用意下用意下用意下さいさいさいさい。。。。

以下以下以下以下のステップにしたがってのステップにしたがってのステップにしたがってのステップにしたがって、、、、端末設定端末設定端末設定端末設定をををを行行行行ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。

（（（（端末端末端末端末ののののOSにににによりよりよりより設定方法設定方法設定方法設定方法がががが異異異異なりますなりますなりますなります。）。）。）。）
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各種設定各種設定各種設定各種設定はははは「「「「Web電話帳電話帳電話帳電話帳アプリアプリアプリアプリ」」」」およびおよびおよびおよび「「「「050 plus for Bizアプリアプリアプリアプリ」」」」のののの2つのつのつのつのアプリにアプリにアプリにアプリに対対対対してしてしてして行行行行うううう必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

＜Android版＞

Playストアから「050 plus for Biz」をダウンロードしてください。※１

Playストアから「Web電話帳」をダウンロードしてください。

＜iOS版＞

App Storeから「050 plus for Biz」をダウンロードしてください。※１

App Storeから「Web電話帳」をダウンロードしてください。

Web電話帳管理者より通知された情報をご確認頂き、初期設定

を行ってください。
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【アプリのダウンロード】

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

【forBizアプリのWeb電話帳設定】【Web電話帳アプリの設定】

詳細詳細詳細詳細はははは、、、、モバイルモバイルモバイルモバイル音声音声音声音声サービスサービスサービスサービス利用者利用者利用者利用者ポータルポータルポータルポータル

http://www.ntt.com/v_mobile_user/data/user_manual.html
よりよりよりより

●●●●Web電話帳電話帳電話帳電話帳アプリアプリアプリアプリユーザガイドユーザガイドユーザガイドユーザガイド

「「「「Web電話帳電話帳電話帳電話帳 Android版版版版ユーザガイドユーザガイドユーザガイドユーザガイド」、「」、「」、「」、「Web電話帳電話帳電話帳電話帳 iOS版版版版ユーザガイドユーザガイドユーザガイドユーザガイド」」」」

●●●●050 plus for Bizアプリアプリアプリアプリユーザガイドユーザガイドユーザガイドユーザガイド（（（（Web電話帳編電話帳編電話帳編電話帳編））））

「「「「アプリアプリアプリアプリ操作操作操作操作マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル Android版版版版 Web電話帳編電話帳編電話帳編電話帳編」、「」、「」、「」、「アプリアプリアプリアプリ操作操作操作操作マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル iOS版版版版 Web電話帳編電話帳編電話帳編電話帳編」」」」

●●●●Web電話帳電話帳電話帳電話帳ブラウザブラウザブラウザブラウザ版版版版ユーザガイドユーザガイドユーザガイドユーザガイド

「「「「Web電話帳電話帳電話帳電話帳ブラウザブラウザブラウザブラウザ版版版版ユーザガイドユーザガイドユーザガイドユーザガイド」」」」

をごをごをごをご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。
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※１：050 plus for Bizの新規のご契約の場合

050 plus for Bizの設定はモバイル音声サービス 利用者ポータル 「ご利用方法」内の「操作マニュアル」にある

「「ご利用までの流れ」（050 plus for Biz / W-mode）Android / iOS版 共通」

をご参照ください。



⑧入力が済みましたら、
端末の「戻る」ボタンを
押します。

WebWebWebWeb電話帳電話帳電話帳電話帳アプリアプリアプリアプリ 【【【【AndroidAndroidAndroidAndroid版版版版】】】】 ごごごご利用利用利用利用までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ

【【【【STEP1STEP1STEP1STEP1】】】】 アプリのダウンロードアプリのダウンロードアプリのダウンロードアプリのダウンロード

【【【【STEP2STEP2STEP2STEP2】】】】 アプリのアプリのアプリのアプリの設定設定設定設定

【【【【STEP2STEP2STEP2STEP2】】】】 アプリのアプリのアプリのアプリの設定設定設定設定

【事前準備して頂くもの】

●スマートフォン

●Web電話帳管理者から
通知されたユーザ情報

【STEP1】
アプリのダウンロード

全体全体全体全体のののの流流流流れれれれ

【STEP2】
アプリの設定

①Playストアを開き
ます。

③検索結果から
「Web電話帳アプ
リ」をタップします。

④「インストール」-「同意し
てダウンロード」をタップす
ると、ダウンロードが開始
されます。

⑤ダウンロード後、インス
トールが開始されます。そ
の後、「開く」をタップします。

サーバアドレス

⑥起動後、上記画面に遷移
します。

②検索バーから
「Web電話帳」を入
力します。

インストール

インストールインストール

インストール

Web電話帳
電話帳電話帳

電話帳アプリ

アプリアプリ

アプリ

⑨メニュー画面が表示
されます。

ユーザ情報

⑦Web電話帳管理者から通知されたサーバ
アドレス（URL）を「サーバ」に、ユーザ情報を、
「ログインID」「パスワード」に入力します。
また、SSLにチェックを入れます。
※：URLに「https://」の入力は不要です。

アカウント情報に不備がある場合

⑨-1 ユーザ情報設定
をタップします。

⑨-2 再度、アカウント
設定画面に遷移するの
で、再入力してください。
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Web電話帳
電話帳電話帳

電話帳



WebWebWebWeb電話帳電話帳電話帳電話帳アプリアプリアプリアプリ 【【【【iOSiOSiOSiOS版版版版】】】】 ごごごご利用利用利用利用までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ

【【【【STEP1STEP1STEP1STEP1】】】】 アプリのダウンロードアプリのダウンロードアプリのダウンロードアプリのダウンロード

【【【【STEP2STEP2STEP2STEP2】】】】 アプリのアプリのアプリのアプリの設定設定設定設定

【【【【STEP2STEP2STEP2STEP2】】】】 アプリのアプリのアプリのアプリの設定設定設定設定

【事前準備して頂くもの】

●iPhone（iOS）
●Web電話帳管理者から
通知されたユーザ情報

【STEP1】
アプリのダウンロード

全体全体全体全体のののの流流流流れれれれ

【STEP2】
アプリの設定

①App Storeを開きます。 ②App Store内の「検
索」タブを押します。

③「Web電話帳アプリ」と
入力し、アプリを選択しま
す。

④インストールボタンを
押します。

⑤Web電話帳を起動し
ます。

⑥「設定」タブを押し、設
定画面へ移動後、「利用
者情報設定」を押します。

⑦Web電話帳管理者から通知されたサーバア
ドレス（URL）を「サーバ」に、ユーザ情報を、「ロ
グインID」「パスワード」に入力します。
また、SSLにチェックを入れます。
※：URLに「https://」の入力は不要です。

⑧入力が済みましたら、端
末の「メニュー」ボタンを押
します。

⑨メニュー画面が表示さ
れます。

アカウント情報に不備がある場合

Web電話帳
電話帳電話帳

電話帳アプリ

アプリアプリ

アプリ

インストール

インストールインストール

インストール

サーバアドレス

ユーザ情報

⑨-1 「設定」タブを押し、設定画

面へ移動後、「利用者情報設定」
を押します。

⑨-2 再度、アカウント
設定画面に遷移するの
で、再入力してください。
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050050050050 plus fro Bizplus fro Bizplus fro Bizplus fro Bizアプリアプリアプリアプリ 【【【【AndroidAndroidAndroidAndroid、、、、iOSiOSiOSiOS】】】】 ごごごご利用利用利用利用までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ(Web(Web(Web(Web電話帳編電話帳編電話帳編電話帳編))))

【【【【STEP1STEP1STEP1STEP1】】】】 アプリのアプリのアプリのアプリの設定設定設定設定(Android)(Android)(Android)(Android)

【【【【STEP1STEP1STEP1STEP1】】】】 アプリのアプリのアプリのアプリの設定設定設定設定(Android)(Android)(Android)(Android) 【【【【STEP2STEP2STEP2STEP2】】】】 接続確認接続確認接続確認接続確認(Android)(Android)(Android)(Android)

【事前準備して頂くもの】

●050pfB インストール済み端末
●Web電話帳管理者から
通知されたユーザ情報

【STEP1】
アプリの設定

全体全体全体全体のののの流流流流れれれれ

サーバアドレス

ユーザ情報

②「アプリの設定」をタップし、
「Web電話帳設定」をタップ
します。

①050pfBの設定画面を
開きます。

③「Web電話帳を利用」にチェッ
クを入れます。
「SSL接続」にチェックを入れます。

④Web電話帳管理者から通知されたサーバア
ドレス（URL）を「サーバ」に、ユーザ情報を、「ロ
グインID」「パスワード」に入力します。
※：URLに「https://」の入力は不要です。

【STEP2】
接続確認

⑤「アカウント確認」をタップ
します。

⑥「認証成功」と表示されれ
ば正しく設定されています。

認証に失敗した場合は、④
を再確認してください。

【【【【STEP1STEP1STEP1STEP1】】】】 アプリのアプリのアプリのアプリの設定設定設定設定((((iOSiOSiOSiOS))))

【【【【STEP2STEP2STEP2STEP2】】】】 接続確認接続確認接続確認接続確認((((iOSiOSiOSiOS))))

①050pfBの設定画面を
開きます。

③「Web電話帳を利用」をオンに
します。
「SSL接続」をオンにします。

サーバアドレス

ユーザ情報

③Web電話帳管理者から通知されたサーバアドレス
（URL）を「サーバ」に、ユーザ情報を、「ログインID」「パ
スワード」に入力します。
※：URLに「https://」の入力は不要です。

④「アカウント確認」をタップ
します。

⑥「認証成功」と表示されれ
ば正しく設定されています。

認証に失敗した場合は、③
を再確認してください。
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