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1. マニュアルの目的 

Webカスタマコントロールは、.Phone IP Centrex において、お客様に Web 端末を使用して各種サービ

スを設定、または参照する機能を提供します。本マニュアルにて、Webカスタマコントロールの機能と

操作手順を説明します。 

 

2. マニュアルの構成 

本マニュアルは、次に示す各章で構成されています。 

第 1章 概要 

Web カスタマコントロールの機能、PC およびブラウザの設定、アカウントのユーザグループ

などについて説明します。 

第 2章 基本操作 

Webカスタマコントロールの画面と基本的な操作手順を説明します。 

第 3章 電話機能 

Webカスタマコントロールで設定、または参照することができる電話機能と操作手順を 

説明します。 

第 4章 メッセージボックス機能 

メッセージボックスに関する操作を説明します。 

第 5章 アカウント管理 

Webカスタマコントロールのアカウント管理に関する機能と操作手順を説明します。 

第 6章 設定履歴管理 

各種設定結果の閲覧に関する操作を説明します。 

第 7章 排他処理 

Webカスタマコントロール同士の排他規制について説明します。 

第 8章 付録 

「故障かなと思ったら」、「用語集」を掲載します。 
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<注１>第 2章の一部、第 3～6章では各機能の説明の先頭で、NWサービスや Webカスコンの操作権限別

に対象の機能の利用可/不可を一覧表で示しています。下の例（代表グループ変更）の場合、

IP-PBX 接続プラン以外でお客様ご利用の NW サービスが IP-VPN、e-VLAN、Group-VPN、B-OCN、

ユビキタスの「CUG 管理者」と「拠点管理者」がこの機能を利用できる（「端末ユーザ」は利用

できない）ことを意味しています。また、IP-PBX 接続プランの場合は、「CUG 管理者」「拠点

管理者」「端末ユーザ」の全ての権限でご利用不可になります。 

（例） 

代表グループ変更 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ  

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

 

<注２>本マニュアルに記載されている画面は例であり、実際にお客様がご使用になる画面と異なる場

合があります。 
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はじめに 

Webカスタマコントロールを使用するには以下の PC環境とブラウザ条件が必要です。 

1. PC 環境 

1.1 マシンスペック 

CPU： Pentium 300MHz 以上 

メモリ：128MB以上 

1.2 インターネット環境 

回線速度：32kbps 以上 

2. ブラウザと OS 

2.1 推奨ブラウザと OS 

      ブラウザ 

OS 

Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox 

8 11 35 47 

Windows7 32bitOS ○ ○ ○ － 

Windows8.1 32bitOS － ○ ○ － 

Windows10 32bitOS － ○ － ○ 

 

※上記の OS とブラウザの組み合わせで検証を実施しております。 
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2.2 ブラウザ条件 

本システムを使用する前に、ブラウザが以下のように設定されていることを確認してください。 

2.2.1 TLSの有効化 

 Internet Explorer の場合 

(1) ブラウザのメニューバーで、［ツール（T）］→［インターネットオプション（O）］

を選びます。 

［インターネットオプション］ダイアログボックスが表示されます。 

(2) ［詳細設定］タブをクリックし、［セキュリティ］の［TLS1.2 の使用］がチェックさ

れていることを確認します。 

チェックされていない場合は必ずチェックします。 
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 FireFox の場合 

(1) アドレスバーに「about:config」と入力し、Enter を押します。 

 

 

 

 

(2) [細心の注意を払って使用する]をクリックします。 

 

(3) 検索欄に「tls」と入力し、「設定名」リストの表示を待ちます。 

リスト内の[security.tls.version.max]の値が「3」であることを確認します。 

「3」でない場合は、[security.tls.version.max]をダブルクリックして、[整数値を

入力してください]ウィンドウで security.tls.version.max の下の入力欄に「3」

と入力し、[OK」をクリックします。 (3 = TLS1.2) 
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2.2.2 Cookie の有効化 

 Internet Explorer の場合 

(1) ブラウザのメニューバーで、［ツール（T）］→［インターネットオプション（O）］

を選びます。 

［インターネットオプション］ダイアログボックスが表示されます。 

(2) ［プライバシー］タブをクリックし、インターネットゾーンのプライバシー設定が［中］

になっていることを確認します。 

［すべての Cookie をブロックする］になっていると Cookie を受け入れませんので、

［中］に設定してください。 
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 FireFox の場合 

(1) ブラウザのメニューバーで、［ツール（T）］→［オプション（O）］を選びます。 

［オプション］ウィンドウが表示されます。 

(2) ［プライバシー］パネルをクリックし、「Firefox に（W）」という項目を［記憶させ

る履歴を詳細設定する］に設定します。 

(3) ［サイトから送られてきた Cookie を保存する（C）］がチェックされている事を確認

します 

チェックが入っていないと Cookie を受け入れませんので、チェックされていない場

合は必ずチェックします。 
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2.2.3 JavaScript の有効化 

 Internet Explorer の場合 

(1) ブラウザのメニューバーで、［ツール（T）］→［インターネットオプション（O）］

を選びます。 

［インターネットオプション］ダイアログボックスが表示されます。 

(2) ［セキュリティ］タブをクリックし、［レベルのカスタマイズ］ボタンをクリックし

ます。 

［セキュリティの設定］ダイアログボックスが表示されます。 

(3) ［スクリプト］の［アクティブスクリプト］の［有効にする］が選択されていること

を確認します。 

選択されていない場合は必ず選択します。 
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 FireFox の場合 

(1) アドレスバーに「about:config」と入力し、Enter を押します。 

 

 

 

(2) [細心の注意を払って使用する]をクリックします。 

 

 

(3) 検索欄に「javascript.enabled」と入力し、「設定名」リストの表示を待ちます。 

      リスト内の [javascript.enabled]の値が「 true」であることを確認します。      

「true」でない場合は、[javascript.enabled]をダブルクリックして、 

「false」から「true」に変更します。
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ご利用にあたって 

Web カスタマコントロールを使用することができるアカウントのユーザグループや各ユーザグループ

で使用可能な機能、およびご利用にあたっての注意事項についてご説明します。 

1.アカウントのユーザグループ 

お客様のアカウントは、以下に示すユーザグループのいずれかに所属します。ユーザグループには

上位権限から順に「CUG 管理者」「拠点管理者」「端末ユーザ」の 3 種類があります。 

 

ユーザグループ 概要 

CUG管理者 システム管理者用のアカウントが所属するグループ。同一 CUG

内の拠点管理者、端末ユーザのアカウント操作および CUG単位

の各種設定が可能。 

拠点管理者 拠点単位（N 番単位）で払い出されるアカウントが所属するグ

ループ。同一お客様契約番号の端末ユーザのアカウント操作お

よび拠点単位での各種設定が可能。 

端末ユーザ 端末を利用するお客様のアカウントが所属するグループ。IP 電

話番号と一対一で対応する。 

 

Web カスタマコントロールお申込後、弊社よりご案内するアカウントは「CUG 管理者」になります。

「拠点管理者」「端末ユーザ」のアカウントは「CUG管理者」の権限で作成することができます。 

 

2.アカウントのパスワードについて 

◆Web カスタマコントロールのお申込受付後、弊社より「ご利用内容のご案内」をお送りさせて頂き

ます。「CUG管理者」のログイン ID/パスワードは「ご利用内容のご案内」をご覧ください。「拠

点管理者」及び「端末ユーザ」のアカウントは CUG 管理者のアカウントで作成することができま

す。 

 

◆セキュリティ対策のためパスワードは定期的に変更してください。 

（一定期間同じパスワードを使い続けると、ログイン時にパスワード変更を求められます） 

 

◆ログイン時にパスワードを３回続けて間違えた場合、アカウントはロックされます。 

ロックを解除するには「端末ユーザ」「拠点管理者」は上位権限の管理者へご依頼ください。 

「CUG 管理者」のアカウントがロックした場合は、しばらく待ってから再度ログインしてください。 
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3.各ユーザグループが使用できる機能 

Webカスタマコントロールにはさまざまな機能がありますが、お客様が使用できる機能は、ご利用サ

ービスやお客様のアカウントが属するユーザグループによって異なります。以下に、ご利用サービ

ス別の各ユーザグループが使用できる機能を示します。 

 

機能枠 メニュー 
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ（IP-PBX以外） IP-PBX ﾌﾟﾗﾝ 

CUG管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

電話機能 転送設定 変更 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 

代表グループ

設定 

変更 
利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

コールパーク

＆コールピッ

クアップグル

ープ設定 

変更 

利用可 *1 利用可 *1 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

ワンナンバー

グループ設定 

変更 
利用可 *5 利用可 *5 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

内線番号設定 変更 利用可 *3 利用可 *3 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

番号変換設定 登録 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

変更 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

削除 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

発信規制設定 CUG 発信規

制 
利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

管理 ID発信

規制 
利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

IP 電話番号

発信規制 
利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

着信拒否設定 CUG 迷惑電

話お断り 
利用可 *2 利用不可 利用不可 利用可 *2 利用不可 利用不可 

迷惑電話お

断り 
利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 

CUG 非通知

着信拒否 
利用可 *2 利用不可 利用不可 利用可 *2 利用不可 利用不可 

非通知着信

拒否 
利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 

メッセー

ジボック

ス機能 

メッセージ操

作 

参照 
利用不可 利用不可 利用可 *4 利用不可 利用不可 利用可 *4 

メッセージボ

ックス設定 

メールアカ

ウント 利用可 *4 利用可 *4 利用可 *4 利用可 *4 利用可 *4 利用可 *4 

グループリ

スト 
利用可 *4 利用可 *4 利用可 *4 利用可 *4 利用可 *4 利用可 *4 

ロック解除 利用可 *4 利用可 *4 利用不可 利用可 *4 利用可 *4 利用不可 

ドメイン設定 パソコン用 利用可 *4 利用不可 利用不可 利用可 *4 利用不可 利用不可 

アカウン

ト管理 

パスワード変更 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 

アカウント設

定 

登録 利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 

変更 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 

削除 利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 

ロック解除 利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 

アカウント一

括設定 

アップロー

ド 
利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 

設定履歴

管理 

設定情報 設定処理結

果確認 
利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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*1 コールパーク＆コールピックアップグループ設定の機能は、B-OCN、ユビキタス、.Phone ダイレク

ト、.Phone ワンナンバーサービスをご利用のお客様はご利用できません。 

*2 着信規制設定の CUG 迷惑電話お断り及び CUG 非通知着信拒否機能はご契約されたお客様のみご利

用可能です。 

*3 B-OCNサービスでボイスタイプ２をお選びのお客様は内線番号変更の機能はご利用できません。 

*4 メッセージボックス設定の各機能はご契約されたお客様のみご利用可能です。 

*5 ワンナンバーグループ設定の機能は、.Phone ダイレクト、.Phone ワンナンバーサービス、B-OCN

ボイスタイプ 2 をご利用のお客様はご利用できません。 

4.オーダ中の操作規制について 

 

.Phone IP Centrex をご利用中のお客様が変更申込みをされた場合、弊社で設定変更の処理をおこな

っている期間（お申込受付後から開通まで）Web カスタマコントロールから設定内容の変更ができな

いように操作規制がかかります。 

 

◆拠点に対する変更申込みをされた場合、該当する拠点で以下の操作が規制されます。 

・代表グループ設定の変更 

・コールパーク＆コールピックアップグループ設定の変更 

・発信規制（管理 IDごと）の登録、変更、廃止 

・内線番号変更 

【例】拠点Ａ、拠点Ｂ、拠点Ｃの３拠点で.Phone IP Centrex をご利用していて、拠点Ａに変更 

申込みをされた場合、オーダ中の拠点である拠点Ａで上記の操作に規制がかかります。 

（拠点Ｂ、拠点Ｃでは規制がかかりません）  

 

◆CUG 単位の変更申込みをされた場合、以下の操作が規制されます。 

・発信規制（CUG）の登録、変更、削除 

・番号変換の登録、変更、削除 

 

詳細については、営業担当へお問合せください。 

5.ご利用にあたっての注意事項 

  

◆同一PCで複数アカウントの同時利用不可について 

 

同一PCで複数アカウントを同時に利用することはできませんのでご注意下さい。なお、複数のア

カウントを操作する場合は、一度ログオフしてから新しいアカウントでログインして下さい。 

 

◆ご利用開始日前の内線番号変更不可について 

 

Webカスタマコントロールでの内線番号変更は必ずご利用開始日以降に行って下さい。ご利用開始

日以前に内線番号変更を行うとシステムへ正常に反映できないため正しく内線番号管理ができま

せん。 

その為、以後のお申込につきまして内線番号重複が原因で開通トラブルとなる場合がございます

のでご注意頂けますようお願い致します。
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基本操作 

本システムの基本操作を以下に示します。 

1. 手順概要 

本システムの基本的な操作の流れを以下に示します。 

 

ログイン 

画面での操作 

開始 

終了 

ログアウト 

他の機能選択? 

No 

機能の選択 

Yes 

ブラウザの起動 
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2. 詳細手順 

本システムの操作の詳細手順を説明します。 

＜ステップ 1＞ 

ブラウザの起動 

(1) ブラウザを起動します。 

(2) ブラウザより本システムのログイン画面の 

URL（https://bizvoipcc.ocn.ne.jp/webcuscon/login）を 

直接指定してログイン画面を表示します。 

＜ステップ２＞ 

ログイン 

(1) 弊社よりお送りする「ご利用内容のご案内」に記載されたログイン ID、パスワードを

入力します。 

(2) ［ログイン］ボタンをクリックします。 

 

トップページが表示され、操作が可能になります。 

https://bizvoipcc.ocn.ne.jp/webcuscon/login
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＜ステップ３＞ 

機能の選択 

(1) 画面左側のメニューから、使用する機能をクリックします。 

 

画面右側の操作領域に、選択した機能の画面が表示されます。 
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画面での操作 

(1) 画面右側の操作領域で、データの設定、または参照を行います。 

各機能の画面と操作手順は第 3～6章を参照してください。 
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ログアウト 

(1) 操作が終了したら、メニューから［ログアウト］をクリックします。 

［ログアウト］画面が表示されます。続けて他の操作を行うときは、ステップ 3から繰

り返します。 
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パスワード変更 

セキュリティ対策のためパスワードは定期的に変更してください。パスワード有効期限を過ぎてログ

インしようとした場合、パスワードの変更を求められます。 

画面の構成 

 

パスワード変更：設定情報入力画面 

［パスワード変更：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

ログイン ID ログイン IDが表示されます。 

現在のパスワード 現在のパスワードを入力します。 

新しいパスワード 新しいパスワードを入力します。 

8文字以上 40文字以下の半角英数字を混在させて入力します。 

ログイン IDや 3桁以上の同一文字を使用しないでください。 

半角英数字の他に半角記号「!」(エクスクラメーションマーク)、

「＃」(シャープ)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)、「-」

(ハイフン)が利用できます。但し、半角記号の利用は必須ではあ

りません。 

新しいパスワード（再） 新しいパスワードを再度入力します。 

［変更］ボタン パスワードを変更します。 

［戻る］ボタン トップページから遷移した場合はトップページに遷移します。 

［パスワード有効期限切れ］画面から遷移した場合は［ログアウ

ト］画面に遷移します。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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操作手順

1.トップページの［パスワードを変更する］（①）をクリックします。または、ログイン認証後、パ

スワードの有効期限切れのときに表示される［パスワード有効期限切れ］画面の［変更］ボタン（②）

をクリックします。 

 

 

① 

② 



 パスワード変更 

 

20 

2.［パスワード変更：設定情報入力］画面が表示されます。現在のパスワードと新しいパスワード 

(2 回)を入力し（③）、［変更］ボタン（④）をクリックします。 

 

 

3.［パスワード変更：実行結果］画面が表示されます。実行結果を確認して、［トップページへ］ボ

タン（⑤）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

 

③ 

④ 

⑤ 
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転送設定 

転送設定の情報を変更します。転送設定の変更メニューから転送先電話番号、転送動作などを設定す

ることが出来ます。お申込時に通信形態で「オンネットのみ」を選択されたお客様は、Webカスコン上

でオンネット以外の番号を転送先に設定をしても実際にはオンネット以外の番号へは転送されません

のでご注意ください。 

画面の構成 

 

転送変更：設定情報入力画面 

［転送変更：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

転送元番号 転送元番号が表示されます。 

転送先電話番号 転送先の電話番号を入力します。24桁以内の半角数字でハイフン

（-）を付けずに入力します。 

転送先電話番号は最大 5件まで登録できます。 

※フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレドームへの転送はできま

せん。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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フィールド 説明 

転送動作 着信転送を起動させる条件を選択します。 

［無条件］：転送にすると呼を無条件に転送し、留守番録音にす

ると無条件に留守番録音に切替えます。 

［話中］：転送にすると転送元番号が話中の場合に転送します。

また、留守番録音にすると転送元番号が話中の場合に留守番録音

に切替えます。 

［圏外］：転送にすると転送元番号が圏外の場合に転送します。

また、留守番録音にすると転送元番号が県外の場合に留守番録音

に切替えます。 

［無応答］：転送にすると転送元番号が応答しなかった場合に転

送します。また、留守番録音にすると転送元番号が応答しなかっ

た場合に留守番録音に切替えます。 

無条件/話中/圏外/無応答のそれぞれの条件について［転送］［留

守番録音］［設定しない］が選択できます。 

ただし、無条件転送にした場合は、話中/圏外/無応答は全て［設

定しない］になります。 

メッセージボックスサービスをご契約していない場合には［留守

番録音］は表示されません。 

(着信)呼び出し時間 ［転送動作］に［無応答転送］［無応答留守番録音］を選択した

場合に(着信)呼び出し時間(秒)を入力します。設定した時間内に

応答がなかった場合に転送／留守番録音を開始します。 

5～30の間の半角数字を入力します。 

［入力内容確認］ボタン ［転送変更：変更内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン 転送元番号が高機能転送契約をしていない場合には、［転送変更：

検索］画面に遷移します。 

転送元番号が高機能転送契約をしている場合には、［高機能転送

設定：設定情報入力］画面に遷移します。 
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操作手順 

1.メニューの［転送設定］－［変更］をクリックします。 

［転送変更：検索］画面が表示されます。設定変更するお客様契約番号または転送元番号を入力

し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。（端末ユーザは自番号の設定しか出来ませ

んのでこのステップはありません。ステップ 3に進んでください） 

 

※お客様契約番号または転送元番号での検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可

能です。 

 

① 

② 
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2.画面下部に検索結果が表示されます。 

設定対象の転送元番号を選択し（③）、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。 

選択した転送元番号が高機能転送契約をしている場合には、［高機能転送設定：設定情報入力］

画面が表示されます。高機能転送設定に進んでください。 

選択した転送元番号が高機能転送契約をしていない場合には、［転送変更：設定情報入力］画面

が表示されます。 

 

 

3.［転送変更：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑤）、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

※転送先電話番号リストには５番号まで登録しておくことが可能ですが、実際の転送先電話番号は

電話番号の先頭のラジオボタンにチェックを入れた電話番号になります。 

※フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレドームへの転送はできません。 

⑤ 

⑥ 

③ 

④ 
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4.［転送変更：変更内容確認］画面が表示されます。 

変更内容を確認し［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

5.［転送変更：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

 

⑦ 

⑧ 
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高機能転送設定 

高機能転送サービスをご契約のお客様は、［転送変更：検索］画面にて変更対象を選択し、［変更項

目表示］ボタンをクリックすると高機能転送設定画面に遷移し、高機能転送の設定が可能になります。 

画面の構成 

 

高機能転送設定：設定情報入力 

［高機能転送設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

転送元番号 転送元番号が表示されます。 

高機能転送起動設定 高機能転送サービスの ON/OFFを選択します。 

［ON］：高機能転送サービスを開始します。通常の転送機能は無

効となり、高機能転送サービスの設定画面へ遷移します。 

［OFF］：高機能転送サービスを停止します。通常の転送サービ

スの設定画面へ遷移します。 

［入力内容確認］ボタン 高機能転送起動設定をOFFからONの状態に変更後クリックした場

合、［高機能転送設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

高機能転送起動設定が ONの状態でクリックした場合、［高機能転

送設定：転送ルール一覧］画面に遷移します。 

高機能転送起動設定が OFFの状態でクリックした場合、［転送変

更：設定情報入力］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［転送変更：検索］画面に遷移します。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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高機能転送設定：転送ルール一覧画面 

［高機能転送設定：転送ルール一覧］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

転送元番号 転送元番号が表示されます。 

選択 操作したいリストを選択します。 

優先度 高機能転送を動作させる優先度が表示されます。優先度が上

位のリストから順に、起動設定・転送条件をチェックし、条

件にマッチしたリストの転送動作が起動します。 

起動設定 当該リストの ON/OFF が表示されます。OFFとなっているリス

トは無効となり、スキップされます。 

転送条件 発信者識別転送が設定されているリストには“※”が表示さ

れます。時間帯別転送が設定されている場合には設定されて

いる内容が表示され、設定されていない場合には“常時（時

間指定なし）”が表示されます。 

転送動作 当該リストに設定されている転送動作が表示されます。 

［↑優先度上位へ］ボタン 選択したリストの優先度を一つ上位に上げます。優先度の変

更を確定するには［優先度変更］ボタンをクリックする必要

があります。 

［↓優先度下位へ］ボタン 選択したリストの優先度を一つ下位に下げます。優先度の変

更を確定するには［優先度変更］ボタンをクリックする必要

があります。 

［ルール追加］ボタン ［転送ルール登録：設定情報入力］画面へ遷移します。 

［ルール変更］ボタン 選択したリストについての［転送ルール変更：設定情報入力］

画面へ遷移します。選択したリストの設定変更が可能になり

ます。 
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フィールド 説明 

［ルール削除］ボタン 選択したリストを削除します。 

［優先度変更］ボタン リストの並び順に従い、優先度の変更を確定します。 

［追っかけ転送設定］ボタン ［追っかけ転送設定：設定情報入力］画面へ遷移します。 

［戻る］ボタン ［高機能転送設定：設定情報入力］画面に遷移します。 
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追っかけ転送設定：設定情報入力画面 

［追っかけ転送設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

転送元番号 転送元番号が表示されます。 

動作設定 追っかけ転送の動作を選択します。 

［転送］：指定された転送先電話番号に転送します。 

［留守番録音］：留守番録音が起動します。 

［設定しない］：何も設定しません。 

転送先電話番号 転送先電話番号を入力します。24桁以内の半角数字でハイフン

（-）を付けずに入力します。 

※フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレドームへの転送はできま

せん。 

［入力内容確認］ボタン ［追っかけ転送設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［高機能転送設定：転送ルール一覧］画面に遷移します。 
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転送ルール登録：設定情報入力画面 

［転送ルール登録：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

転送元番号 転送元番号が表示されます。 

優先度 当該リストの優先度が表示されます。 

起動設定 当該リストの ON/OFFを選択します。 

［ON］：当該リストを有効にします。 

［OFF］：当該リストを無効にします。 
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フィールド 説明 

転送条件 当該リストの転送条件を選択します。 

［全ての着信を常に転送する］：発信者番号、時間帯によらずす

べての着信について、設定された転送動作を行います。 

［転送条件を指定する］：チェックボックスにて転送条件を設定

します。“発信者識別転送”、“時間帯別転送”またはその両方を

組み合わせた条件を選択します。 

発信者電話番号 発信者識別転送の為の発信者情報の設定を行います。 

［電話番号種別を指定して転送する］：チェックボックスにて発

信者の電話番号種別を設定します。発信者が公衆電話の場合には

“公衆”、国際電話の場合には“国際”、非通知の場合には“非通

知”を選択します。組み合わせての選択もできます。 

［電話番号を指定して転送する］：発信者番号(※)を直接入力の

上、追加ボタンを押して設定します。24桁以内で半角数字をハイ

フン（-）を付けずに入力します。最大 20番号まで設定可能。ワイ

ルドカードを用いた前方一致での指定もできます。（例えば、050

からはじまる番号の発信者すべてからの着信を転送させたい場合

には、“050*”と設定します。）※国際電話の番号は指定不可。 

設定した発信者番号を削除する場合には削除したい番号を選択し、

削除ボタンをクリックして削除します。 

転送期間 時間帯別転送の為の転送期間の設定を行います。 

［期間指定］：プルダウンにて転送させたい期間を、チェックボッ

クスにて転送させたい曜日（または毎日）を選択します。転送終了

日は設定日から 6ヶ月先まで設定可能です。 

［日付指定］：プルダウンにて転送させたい日付を選択します。日

付は設定日から 6ヶ月先までの日付まで設定可能です。 

転送時刻 時間帯別転送の為の転送時間の設定を行います。プルダウンにて 5

分刻みに転送時間を選択します。 

転送動作 ［転送動作指定］または［プレセンス転送］を選択します。 

■転送動作指定 

転送元の起動条件を選択します。 

［無条件］：呼を無条件に転送または留守番録音の設定にします。 

［話中］：転送元番号が話中の場合に転送または留守番録音の設定

にします。 

［圏外］：転送元番号が圏外の場合に転送または留守番録音の設定

にします。 

［無応答］：転送元番号が応答しなかった場合に転送または留守番

録音の設定にします。 

無条件/話中/圏外/無応答のそれぞれの条件について[転送][留守

番録音][設定しない]が選択できます。ただし、無条件転送/留守番

録音にした場合は、話中/圏外/無応答は全て[設定しない]になりま

す。 

(着信)呼び出し時間 ［無応答］で転送/留守番録音を選択した場合に着信呼び出し時間

(秒)を入力します。設定した時間内に応答がなかった場合に転送/

留守番録音をします。 

5～30の間の半角数字を入力します。 
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フィールド 説明 

転送先 転送先の情報を設定します。 

［転送先電話番号］：転送先番号を入力します。24桁以内の半角

数字をハイフン（-）を付けずに入力します。 

［追っかけ転送］：[高機能転送設定：追っかけ転送設定内容確認]

画面にて設定されている番号へ追っかけ転送します。選択する為に

は転送動作として[無条件]にて[転送]を選択しておく必要があり

ます。 

※フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレドームへの転送はできませ

ん。 

［入力内容確認］ボタン ［転送ルール登録：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［高機能転送設定：転送ルール一覧］画面に遷移します。 
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操作手順 

1.メニューの［転送設定］－［変更］をクリックします。 

［転送変更：検索］画面が表示されます。設定を行うお客様契約番号または転送元番号を入力（①）

し、［検索］ボタン（②）をクリックします。（端末ユーザは自番号の設定しか出来ませんので

このステップはありません。ステップ 3に進んでください） 

 

※お客様契約番号または転送元番号での検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が

可能です。 

 

2.検索結果が表示されます。 

設定を行う転送番号を選択し（③）、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。 

（拠点管理者は自拠点の転送元電話番号を対象とするため、お客様契約番号は表示されません。） 

③ 

① 

② 

④ 
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3.［高機能転送設定：設定情報入力］画面が表示されます。 

高機能転送を使用する場合には、”ON”のラジオボタンにチェックをつけ（⑤）、［入力内容確

認］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

※”OFF”のラジオボタンにチェックをつけ、［入力内容確認］ボタンをクリックした場合、通常の

転送設定画面に遷移します。 

 

4.［高機能転送設定：設定内容確認］の画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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5.［高機能転送設定：転送ルール一覧］の画面が表示されます。 

［ルール追加］ボタン（⑧）をクリックします。 

 

 

⑧ 
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6.［転送ルール登録：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑨）、［入力内容確認］ボタン（⑩）をクリックします。 

※フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレドームへの転送はできません。 

 

 

 

⑨ 

⑩ 
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7.［転送ルール登録：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑪）をクリックします。 

 

 

8.［高機能転送設定：転送ルール一覧］画面が表示されます。 

ステップ 5～7を繰り返し、必要な転送設定ルールのリストを作成します。（⑫） 

 

 

⑪ 

⑫ 
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9.転送設定ルールのリストの優先順位を変更する場合、［高機能転送設定：転送ルール一覧］画面上

で優先順位を変更させたいリストを選択し（⑬）、選択したリストの優先順位を上げたい場合には

［↑優先度上位へ］ボタンを、優先順位を下げたい場合には［↓優先度下位へ］ボタンをクリック

した後（⑭）、［優先度変更］ボタンをクリックします。（⑮） 

 

 

⑭ 

⑮ 

⑬ 
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10.追っかけ転送を利用する場合、ステップ 5～7を実施する前に、［高機能転送設定：転送ルール一

覧］画面上から、［追っかけ転送設定］ボタン（⑯）をクリックします。 

 

 

11.［追っかけ転送設定：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑰）、［入力内容確認］ボタン（⑱）をクリックします。 

※フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレドームへの転送はできません。 

 

 

⑯ 

⑰ 

 

⑱ 
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12.［追っかけ転送設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し［確認完了・実行］ボタン（⑲）をクリックします。 

 

 

⑲ 

 



 代表グループ設定 

 

42 

代表グループ設定 

代表グループ情報を変更します。ここでの設定変更と連携して VoIP端末の設定をしないと正常に動作

しないことがありますのでご注意ください。 

画面の構成 

 

代表グループ変更：設定情報入力画面 

［代表グループ変更：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

代表親番号 代表親番号が表示されます。 

呼出方式 呼出方式を選択します。（代表がコールパーク＆コールピックアッ

プグループとの重畳契約となっている場合は呼出方式の変更はで

きません。） 

［順次サーチ］：子番号の上位の端末から順に着信します。 

［ラウンドロビン］：前回着信した番号の次の番号の端末に着信し

ます。 

［一斉着信］：子番号のすべての端末に一斉に着信します。*1 

発信者番号通知 発信者番号通知の方式を選択します。 

［代表親］：代表親番号が相手に通知されます。 

［個別］：各端末の番号が相手に通知されます。 

IP電話番号 登録する電話番号を入力します。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN（IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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フィールド 説明 

［検索］ボタン ［IP電話番号］を入力してこのボタンをクリックすると、左下に表

示されます。何も入力しないでクリックすると、登録可能な子番号

の一覧が表示されます。 

すべてを選択 下の欄に表示されている子番号をすべて選択する場合にチェック

を入れます。 

［追加］ボタン 追加する子番号にチェックを入れてこのボタンをクリックすると、

登録する子番号に追加されます。 

［削除］ボタン 削除する子番号にチェックを入れてこのボタンをクリックすると、

登録する子番号から削除されます。 

［順番上位へ］ボタン 登録する子番号にチェックを入れてこのボタンをクリックすると、

順位が上位に変更されます。 

［順番下位へ］ボタン 登録する子番号にチェックを入れてこのボタンをクリックすると、

順位が下位に変更されます。 

［入力内容確認］ボタン ［代表群変更：変更内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［代表群変更：検索］画面に遷移します。 

 

*1 VoIP 端末に VoIP-TA/GW をご利用の場合は、呼び出し方式に一斉着信をご利用頂けません。Web

カスタマコントロールで一斉着信を選択すると、正常に動作しないことがございますのでご注意

ください。 
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操作手順

1.メニューの［代表グループ設定］－［変更］をクリックします。 

［代表グループ変更：検索］画面が表示されます。変更をしたい代表グループの代表親番号 

または属する子番号のいずれかを入力し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。 

 

※IP電話番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可能です。 

 

2.検索結果が表示されます。 

変更対象を選択し（③）、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。 

 

 

③ 

① 

② 

④ 
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3.［代表グループ変更：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑤）、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

左側は登録可能な子番号（同一拠点外通信 chID に収容されている IP 電話番号）の一覧、右側は登

録する子番号の一覧とその順番です。移動させたい番号にチェックを入れ、［追加］ボタン、［削

除］ボタン、［順番上位へ］ボタン、［順番下位へ］ボタンをクリックして、登録する子番号の一

覧を組み替えます。なお、対象となる代表グループに追加したい IP電話番号を［IP 電話番号］に入

力し［検索］ボタンをクリックすると左下に表示されます。また、何も入力しないで［検索］ボタ

ンをクリックすると登録可能な子番号の一覧が表示されます。 

 

4.［代表グループ変更：変更内容確認］画面が表示されます。 

変更内容を確認し［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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5.［代表グループ変更：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

⑧ 
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<注> 代表グループに IP電話番号（050 番号）と NTT 加入電話番号（0AJ 番号）が混在した場合 

・発信者番号通知に代表親を選択して、代表親番号が IP 電話番号の場合、IP電話番号の子番号は代表

親番号を通知し、NTT加入電話番号の子番号は自番号を通知します。また、代表親番号が NTT加入電話

番号の場合、NTT 加入電話番号の子番号は代表親番号を通知し、IP 電話番号の子番号は自番号を通知

します。 

例）発信者番号通知：代表親  代表親：IP電話番号（050 番号）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<注> 代表グループとコールパーク＆コールピックアップグループを重畳契約した場合 

 

・代表グループとコールパーク＆コールピックアップグループを重畳契約している場合は、代表グル

ープの発信者番号通知の内容が、コールパーク＆コールピックアップグループの発信者番号通知の

内容に依存して設定されます。 

 

・コールパーク＆コールピックアップの発信者番号通知が「指定」の場合、代表グループ内の IP電話

番号は代表親番号を通知し、コールパーク＆コールピックアップの発信者番号通知が「個別」の場

合、代表グループ内の IP電話番号も個別番号を通知します。 

 

・コールパーク＆コールピックアップグループから代表グループを外した場合、 

コールパーク＆コール発信者番号通知が「指定」だった場合には、代表グループの発信者番号通知

は「代表親」になり、 

発信者番号通知が「個別」だった場合には、代表グループの発信者番号通知は「個別」になります。 

つまり、所属していたコールパーク＆コールピックアップグループの設定を引継がれますので、必

ずご確認ください。 

 

・代表グループとコールパーク＆コールピックアップグループを重畳契約していて、代表グループか

ら子番号を削除した場合、削除された子番号の発信者番号通知の内容は、削除前の発信者番号通知

の内容のまま継続して設定されていますので、必ずご確認ください。 

 

03-XXXX-0001代表子03-XXXX-0001

03-XXXX-0000

050-XXXX-0001

050-XXXX-0001

通知番号

代表子050-XXXX-0000

代表子03-XXXX-0000

代表親050-XXXX-0001

代表グループIP電話番号

03-XXXX-0001代表子03-XXXX-0001

03-XXXX-0000

050-XXXX-0001

050-XXXX-0001

通知番号

代表子050-XXXX-0000

代表子03-XXXX-0000

代表親050-XXXX-0001

代表グループIP電話番号 親番号と子番号の番号種別が

同じなので、代表親番号を通知

します 

親番号と子番号の番号種別が

違うので、自番号を通知しま

す。 
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コールパーク＆コールピックアップグループ設定 

コールパークとは、グループ内で保留中の呼にグループ内のどの端末でも応答できるサービスです。

また、コールピックアップとは、グループ内で呼び出し中の呼にグループ内のどの端末でも応答でき

るサービスです。ここでの設定変更と連携して VoIP端末の設定をしないと正常に動作しないことがあ

りますのでご注意ください。 

画面の構成 

 

コールパーク＆コールピックアップグループ変更：設定情報入力画面 

［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明

します。 

フィールド 説明 

コールパーク＆コールピックア

ップグループ番号 

コールパーク＆コールピックアップグループ番号が表示さ

れます。 

発信者番号通知 発信者番号通知の方式を選択します。 

［指定］：代表グループ内の IP電話番号は代表親番号を通

知します。 

［個別］：代表グループ内の IP電話番号も個別番号を通知

します。 

呼出方式 ［グループ優先型］または［着信番号優先型］を選択します。 

IP電話番号 登録する電話番号を入力します。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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フィールド 説明 

［検索］ボタン ［IP電話番号］を入力してこのボタンをクリックすると、左

下に表示されます。何も入力しないでクリックすると、登録

可能な電話番号の一覧が表示されます。 

すべてを選択 下の欄に表示されている電話番号をすべて選択する場合に

チェックを入れます。 

［追加］ボタン 追加する電話番号にチェックを入れてこのボタンをクリッ

クすると、登録する電話番号に追加されます。 

［削除］ボタン 削除する電話番号にチェックを入れてこのボタンをクリッ

クすると、登録する電話番号から削除されます。 

［ピックアップ設定へ］ボタン ［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：ピック

アップ対象電話番号選択］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：検索］

画面に遷移します。 

 

※B-OCN、ユビキタス、.Phone ダイレクト、.Phone ワンナンバーをご利用のお客様は、サービス上、

コールパーク＆コールピックアップ機能を提供しておりませんので、ご利用いただけません。 

 

※コールパーク＆ピックアップグループの着信番号優先型で代表機能を重畳契約する場合、親番号

に端末を用意し且つ MLT モードとして設定する必要があります。Webカスタマコントロールでの設

定と連携して端末の設定をしないと正しく動作しないことがありますのでご注意ください。 

 

 



 コールパーク＆コールピックアップグループ設定 

 

50 

操作手順 

1.メニューの［コールパーク＆コールピックアップグループ設定］－［変更］をクリックします。 

［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：検索］画面が表示されます。 

 

設定変更するコールパーク＆ピックアップグループ番号を入力し（①）、［検索］ボタン（②）

をクリックします。コールパーク＆コールピックアップグループ番号は弊社よりお送りしたご利

用案内にてご確認ください。事前にお申込をして作成されたコールパーク＆ピックアップグルー

プのみ変更することが可能です。 

 

※コールパーク＆コールピックアップグループ番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分

一致検索が可能です。 

 

① 

② 
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2.［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（③）、［ピックアップ設定へ］ボタン（④）をクリックします。 

 

 

・左側は登録可能な電話番号候補の一覧、右側はグループに登録する電話番号の一覧です。 

・移動させたい番号にチェックを入れ、［追加］または［削除］ボタンをクリックして、登録す

る電話番号の一覧を組み替えます。 

・追加したい電話番号を［IP 電話番号］の枠に入力し［検索］ボタンをクリックすると左下に表

示されます。何も入力しないで［検索］ボタンをクリックすると登録可能な電話番号の一覧が

表示されます。 

・呼出方式は［グループ優先型］か［着信番号優先型］のどちらかを選択します。 

・発信者番号通知は［指定］か［個別］を選択します。［指定］か［個別］によってこの後の画

面の遷移が変わります。 

 

◆発信者番号通知で［指定］を選択した場合 ⇒ ステップ 3 へ 

◆発信者番号通知で［個別］を選択した場合 ⇒ ステップ 7 へ 

 

③ 

④ 
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3.◆発信者番号通知で［指定］を選択した場合 

［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：ピックアップ対象番号選択］画面が表示

されます。 

コールピックアップの対象とする電話番号にチェックを入れ（⑤）、［通知番号設定へ］ボタ

ン（⑥）をクリックします。050番号と 0AJ番号が同じコールパーク＆ピックアップグループの

中に混在する場合は、それぞれ最低一つずつ選択してください。 

 

 

⑤ 

⑥ 
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4.［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：通知番号設定］画面が表示されます。 

電話番号ごとに通知番号を設定します。左側のコールピックアップ対象番号の一覧（⑦）から電

話番号を選択し、右側の登録したい電話番号のチェックボックスにチェックを入れ（⑧）、設定

ボタンをクリックしてそれぞれの番号に通知番号を設定します。通知番号の設定が全て完了した

ら［入力内容確認］ボタン（⑨）を押します。050番号と 0AJ 番号が同じコールパーク＆コールピ

ックアップグループの中に混在する場合は、050番号は 050番号から、0AJ番号は 0AJ番号からそ

れぞれ通知番号を選択してください。 

 

5.［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：変更内容確認］画面が表示されます。 

変更内容を確認し［確認完了・実行］ボタン（⑩）をクリックします。尚、赤字はコールピック

アップ対象電話番号、括弧（）内は通知番号になります。背景色が青の枠内は代表グループを表

します。 

 

 

⑩ 

⑧ 

  ⑤ 

⑨ 

⑦ 
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6.［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑪）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

7.◆発信者番号通知で［個別］を選択した場合 

コールピックアップの対象とする電話番号にチェックを入れ（⑫）、［入力内容確認］ボタン（⑬）

をクリックします。 

 

 

⑪ 

 

⑫ 

⑬ 
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8.［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：変更内容確認］画面が表示されます。 

変更内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑭）をクリックします。 

尚、赤字はコールピックアップ対象電話番号、括弧（）内は通知番号になり、 

背景色が青の枠内は代表グループを表します。 

 

 

9.［コールパーク＆コールピックアップグループ変更：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑮）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

⑭ 

⑮ 
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ワンナンバーグループ設定 

ワンナンバーグループを設定します。ワンナンバーグループに含めることのでき 050 番号は、ワンナ

ンバー対象番号を含め 5番号までとします。Webカスタマコントロールにてワンナンバーグループ設定

を行うためには、事前にワンナンバー発 ID選択機能の申込みが必要です。 

画面の構成 

 

ワンナンバーグループ変更：設定情報入力画面 

［ワンナンバーグループ変更：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

ワンナンバー対象番号 発 IDとして通知する 050番号。 

ワンナンバー発ID選択機能の申込み時に指定した050番号になり

ます。 

ワンナンバー開始／停止 指定したワンナンバーグループに対して、ワンナンバー発 ID選択

機能を開始するか停止するかを設定します。 

IP電話番号 ワンナンバーグループに登録する 050番号を指定します。 

［検索］ボタン ［IP電話番号］を入力し、このボタンをクリックすると、左下に

表示されます。何も入力しないでクリックすると、CUG配下のワ

ンナンバーグループに登録可能な 050番号一覧が表示されます。 

［追加］ボタン 追加する 050番号にチェックを入れ、このボタンをクリックする

と、登録するワンナンバーグループに追加されます。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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フィールド 説明 

［削除］ボタン 削除する 050番号チェックを入れ、このボタンをクリックすると、

ワンナンバーグループから削除されます。 

［入力内容確認］ボタン ［ワンナンバーグループ変更：変更内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［ワンナンバーグループ変更：検索］画面に遷移します。 

 



 ワンナンバーグループ設定 
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操作手順 

1.メニューの［ワンナンバーグループ設定］－［変更］をクリックします。 

［ワンナンバーグループ変更：検索］画面が表示されます。ワンナンバー対象番号を入力し（①）、

［検索］ボタン（②）をクリックします。 

 

※ワンナンバー対象番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可能です。 

 

2.検索結果が表示されます。 

設定対象を選択し（③）、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。 

 
④ 

 

① 

 ② 

 

③ 
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3.［ワンナンバーグループ変更：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑤）、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

左側はワンナンバーグループに登録可能な 050 番号の一覧、右側はワンナンバーグループに登録す

る 050 番号の一覧です。なお、ワンナンバーグループに追加したい CUG 配下の 050 番号を［IP 電話

番号］に入力し、［検索］ボタンをクリックすると左下に表示されます。また、何も入力せずに［検

索］ボタンをクリックすると CUG 配下のワンナンバーグループに登録可能な 050 番号一覧が表示さ

れます。 

その際、検索結果が 100 番号を超過した場合には、絞込検索を促すメッセージが表示されますので、

再度条件を絞り込んで検索してください。 

なお、以下の番号については、ワンナンバーグループ設定の対象外とし設定不可になります。 

・代表グループ設定している代表親番号 

・コールパーク＆コールピックアップグループ設定で個別のピックアップ対象番号に設定した 050

番号 

・他のワンナンバーグループに設定されている番号。(複数のワンナンバーグループへは登録でき

ません。) 

・050 番号以外の番号 

・拠点ルーチングを使用している 050番号 

 

⑤ 

 

⑥ 
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4.［ワンナンバーグループ変更：変更内容確認］画面が表示されます。 

変更内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

5.［ワンナンバーグループ変更：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

⑦ 

 

⑧ 
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内線番号設定/変更 

内線番号を変更します。ここでの設定変更と連携して VoIP端末の設定をしないと正常に動作しないこ

とがありますのでご注意ください。 

画面の構成 

 

内線番号変更：設定情報入力画面 

［内線番号変更：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

IP電話番号 IP電話番号が表示されます。 

拠点番号 拠点番号を入力します。半角数字を入力します。 

端末番号 端末番号を入力します。半角数字を入力します。 

［入力内容確認］ボタン ［内線番号変更：変更内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［内線番号変更：検索］画面に遷移します。 

 

* B-OCN でボイスタイプ２をお申込のお客様は内線番号変更の機能がご利用頂けません。 

* .Phoneユビキタスの廃止申込みをされたお客様で、廃止された端末で使用していた内線番号を他の

端末で使用される場合は、廃止日から4営業日以降に設定してください。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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操作手順 

1.メニューの［内線番号設定］－［変更］をクリックします。 

［内線番号変更：検索］画面が表示されます。設定変更する IP電話番号または拠点番号、端末番

号のいずれかを入力し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。 

 

※IP電話番号、拠点番号、端末番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が 

可能です。 

 

2.検索結果が表示されます。 

設定対象を選択し（③）、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。 

 ④ 

 

① 

 ② 

 

③ 
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3.［内線番号変更：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑤）、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

 

4.［内線番号変更：変更内容確認］画面が表示されます。 

変更内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

⑦ 

 

⑤ 

 

⑥ 
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5.［内線番号変更：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

⑧ 
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番号変換設定/登録 

番号変換とは、オンネット（CUG）外の電話番号があたかも自分のオンネット内にあるように電話がか

けられるサービスです。よくかける電話番号を内線番号として登録しておくと、登録した内線番号を

ダイヤルすることで、その電話番号に電話をかけることができます。 

画面の構成 

 

番号変換登録：設定情報入力画面 

［番号変換登録：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

内線番号 内線番号を入力します。半角数字を入力します。 

外線番号 電話番号を入力します。24桁以内の半角数字でハイフン（-）を

付けずに入力します。 

［入力内容確認］ボタン ［番号変換登録：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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操作手順

1.メニューの［番号変換設定］－［登録］をクリックします。 

［番号変換登録：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（①）、［入力内容確認］ボタン（②）をクリックします。変換先の

電話番号は、必ず市外局番から登録してください。 

 

 

2.［番号変換登録：設定内容確認］画面が表示されます。 

登録内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（③）をクリックします。 

 

③ 

 

① 

 

② 
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3.［番号変換登録：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（④）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

④ 
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番号変換設定/変更 

番号変換とは、オンネット（CUG）外の電話番号があたかも自分のオンネット内にあるように電話がか

けられるサービスです。よくかける電話番号を内線番号として登録しておくと、登録した内線番号を

ダイヤルすることで、その電話番号に電話をかけることができます。 

画面の構成 

 

番号変換変更：検索画面 

［番号変換変更：検索］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

内線番号 内線番号を入力します。半角数字を入力します。 

外線番号 外線番号をもとに検索する場合は外線番号を入力しま

す。 

［検索］ボタン 画面下部に検索結果を表示します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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操作手順

1.メニューの［番号変換設定］－［変更］をクリックします。 

［番号変換変更：検索］画面が表示されます。設定を変更する内線番号または外線番号を入力し

（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。何も入力しないで［検索］ボタンをクリック

すると、設定済みの番号変換情報が全て表示されます（③）。設定を変更したい対象にチェック

を入れ、[変更項目表示]ボタン（④）を押します。 

 

※内線番号または外線番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可能です。 

 

2.［番号変換変更：設定情報入力］画面が表示されます。 

外線番号フィールドの設定を行い（⑤）、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。変

換先の電話番号は、必ず市外局番から登録してください。 

 

① 

 ② 

 

  ② 

⑤ 

 

⑥ 

 

③ 

 

  ② 

④ 

 

  ② 
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3.［番号変換変更：変更内容確認］画面が表示されます。 

変更内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

4.［番号変換変更：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

  

 

 

⑦ 

 

⑧ 
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番号変換設定/削除 

番号変換とは、オンネット（CUG）外の電話番号があたかも自分のオンネット内にあるように電話がか

けられるサービスです。よくかける電話番号を内線番号として登録しておくと、登録した内線番号を

ダイヤルすることで、その電話番号に電話をかけることができます。 

画面の構成 

 

番号変換削除：検索画面 

［番号変換削除：検索］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

内線番号 内線番号を入力します。半角数字を入力します。 

外線番号 外線番号をもとに検索する場合は外線番号を入力します。 

［削除内容確認］ボタン ［番号変換削除：削除内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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操作手順

1.メニューの［番号変換設定］－［削除］をクリックします。 

［番号変換削除：検索］画面が表示されます。設定を削除する内線番号または外線番号を入力し

（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。何も入力しないで[検索]ボタンをクリックす

ると、設定済みの番号変換情報が全て表示されます（③）。設定を削除したい対象にチェックを

入れ、[削除内容確認]ボタン（④）をクリックします。 

 

※内線番号および外線番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可能です。 

 

2.［番号変換削除：削除内容確認］画面が表示されます。 

削除内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑤）をクリックします。 

 

⑤ 

 

① 

 ② 

 

④ 

 

③ 
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3.［番号変換削除：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑥）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

⑥ 
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発信規制設定/CUG発信規制 

CUG単位での発信規制の情報を登録します。 

画面の構成 

 

CUG発信規制設定：設定情報入力画面 

［CUG 発信規制設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

規制種別 規制種別を選択します。 

［解除］：CUG発信規制設定が解除されます。 

［オンネット以外規制］：オンネット（CUG）以外への発信が規制さ

れます。 

［同一拠点以外規制］：同一拠点以外への発信が規制されます。 

［特定電話番号帯規制］：指定した番号帯への発信が規制されます。 

規制番号帯 ［規制種別］で［特定電話番号帯規制］を選択した場合に、発信を規

制する電話番号を入力します。 

［追加］ボタン 発信を規制する電話番号を入力してこのボタンをクリックすると、規

制番号帯に追加されます。 

［削除］ボタン 電話番号を選択してこのボタンをクリックすると、規制番号帯から削

除されます。 

［入力内容確認］ボタン ［CUG発信規制設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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操作手順

1.メニューの［発信規制設定］－［CUG発信規制］をクリックします。 

［CUG 発信規制設定：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（①）、［入力内容確認］ボタン（②）をクリックします。 

 

 

2.［CUG 発信規制設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（③）をクリックします。 

 

③ 

 

① 

 

② 
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3.［CUG 発信規制設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（④）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

④ 

 



 発信規制設定/管理 ID発信規制 
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発信規制設定/管理 ID発信規制 

管理 ID発信規制の情報を設定します。 

画面の構成 

 

管理 ID発信規制設定：設定情報入力画面 

［管理 ID発信規制設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

管理 ID 管理 IDが表示されます。 

規制種別 規制種別を選択します。 

［解除］：管理 ID発信規制設定が解除されます。 

［オンネット以外規制］：オンネット（CUG）以外への発信が規制さ

れます。 

［同一拠点以外規制］：同一拠点以外への発信が規制されます。 

［特定電話番号帯規制］：指定した番号帯への発信が規制されます。 

規制番号帯 ［規制種別］で［特定規制番号帯規制］を選択した場合に、発信を規

制する電話番号を入力します。 

［追加］ボタン 発信を規制する電話番号を入力してこのボタンをクリックすると、規

制番号帯に追加されます。 

［削除］ボタン 電話番号を選択してこのボタンをクリックすると、規制番号帯から削

除されます。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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フィールド 説明 

［入力内容確認］ボタン ［管理 ID発信規制設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［管理 ID発信規制設定：検索］画面に遷移します。 

 

 



 発信規制設定/管理 ID発信規制 
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操作手順

1.メニューの［発信規制設定］－［管理 ID発信規制］をクリックします。 

［管理 ID発信規制設定：検索］画面が表示されます。管理 IDを指定し（①）、［検索］ボタン

（②）をクリックします。画面下部に検索結果が表示されます（③）。設定したい対象にチェッ

クを入れ、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。発信規制する対象の管理 IDを指定

する場合は、弊社よりお送りしたご利用案内をご確認ください。 

 

※管理 IDの検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可能です。 

 

2.［管理 ID 発信規制設定：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑤）、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

⑤ 

 

⑥ 

 

① 

 ② 

 ③ 

 

④ 
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3.［管理 ID 発信規制設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

4.［管理 ID 発信規制設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

⑦ 

 

⑧ 

 



 発信規制設定/IP電話番号発信規制 
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発信規制設定/IP電話番号発信規制 

IP 電話番号発信規制の情報を設定します。 

画面の構成 

 

IP 電話番号発信規制設定：設定情報入力画面 

［IP 電話番号発信規制設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

IP電話番号 IP電話番号が表示されます。 

規制種別 規制種別を選択します。 

［解除］：IP電話番号発信規制設定が解除されます。 

［オンネット以外規制］：オンネット（CUG）以外への発信が

規制されます。 

［同一拠点以外規制］：同一拠点以外への発信が規制されます。 

［入力内容確認］ボタン ［IP電話番号発信規制設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン ［IP電話番号発信規制設定：検索］画面に遷移します。 

 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 

 



 発信規制設定/IP電話番号発信規制 
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操作手順

1.メニューの［発信規制設定］－［IP電話番号発信規制］をクリックします。 

［IP 電話番号発信規制設定：検索］画面が表示されます。設定対象のお客様契約番号または IP

電話番号を入力し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。検索結果が表示されます（③）。

設定したい対象にチェックを入れ、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。発信規制

する対象の IP電話番号を指定する場合は、弊社よりお送りしたご利用案内にてご確認ください。 

 

※お客様契約番号または IP 電話番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可

能です。 

 

2.［IP 電話番号発信規制設定：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑤）、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

 

① 

 ② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 

 
⑥ 
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3.［IP 電話番号発信規制設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

4.［IP 電話番号発信規制設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

⑦ 

 

⑧ 

 



 着信拒否設定/CUG 迷惑電話お断り 
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着信拒否設定/CUG迷惑電話お断り 

CUG毎の着信拒否リストに登録されている番号より着信を受けた場合、着信を拒否します。本メニュー

では着信拒否リストに電話番号の追加、削除を行います。Webカスタマコントロールにて迷惑電話お断

り設定を行うためには、事前に迷惑電話おことわりサービスのお申込が必要です。 

画面の構成 

 

CUG迷惑電話お断り設定：設定情報入力画面 

［CUG 迷惑電話お断り設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

着信拒否回数（今月） 今月（月始め～現在まで）の着信拒否回数 

着信拒否回数（先月） 先月の着信拒否回数 

規制対象番号 規制対象とする電話番号を入力します。最大 30番号まで登録可

能。 

［入力内容確認］ボタン ［CUG迷惑電話お断り設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 

 



 着信拒否設定/CUG 迷惑電話お断り 
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操作手順 

1.メニューの［着信拒否設定］－［CUG迷惑電話お断り］をクリックします。 

［CUG 迷惑電話お断り設定：設定情報入力］画面が表示されます。表示されているリスト（②）が

規制対象番号になります。リストに規制対象番号を追加するには、着信規制をしたい電話番号を

入力（①）して［追加］ボタンをクリックします。最大３０番号まで登録が可能です。リストか

ら規制対象番号を削除するには、削除したい電話番号にチェックを入れて［削除］ボタン（③）

をクリックします。 

尚、リスト中の登録日時に表示されている日時は規制対象番号に設定をした日時になります。表

示がないものは、今回新規に登録する番号になります。 

 

規制対象番号の追加、削除が完了したら、［入力内容確認］ボタン（④）をクリックします。 

また、画面上部（⑤）には今月と先月の着信拒否回数が表示されます。100 回以上拒否した場合は、

100以上と表示されます。 

 

① 

 

② 

 

③ 

 
④ 

 

⑤ 
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2.［CUG 迷惑電話お断り設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑥）をクリックします。赤字は今回の操作で追

加する規制対象番号です。黒字は前回から変更無しの規制対象番号です。 

  

 

3.［CUG 迷惑電話お断り設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑦）をクリックし、トップページに戻ります。 

  

 

⑥ 

 

 

⑦ 
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着信拒否設定/迷惑電話お断り 

番号毎の着信拒否リストに登録されている番号より着信を受けた場合、着信を拒否します。本メニュ

ーでは着信拒否リストに電話番号の追加、削除を行います。Web カスタマコントロールにて迷惑電話お

断り設定を行うためには、事前に迷惑電話おことわりサービスのお申込が必要です。 

画面の構成 

 

迷惑電話お断り設定：設定情報入力画面 

［迷惑電話お断り設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

IP電話番号 IP電話番号が表示されます。 

着信拒否回数（今月） 今月（月始め～現在まで）の着信拒否回数。 

着信拒否回数（先月） 先月の着信拒否回数。 

規制対象番号 規制対象とする電話番号を入力します。最大 30番号まで登録可

能。 

［入力内容確認］ボタン ［迷惑電話お断り設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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操作手順 

1.メニューの［着信拒否設定］－［迷惑電話お断り］をクリックします。 

［迷惑電話お断り設定：検索］画面が表示されます。設定対象のお客様契約番号または IP電話番

号を入力し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。検索結果が表示されます（③）。

設定したい対象にチェックを入れ、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。迷惑電話

お断り設定を登録する対象の IP 電話番号を指定する場合は、弊社よりお送りしたご利用案内にて

ご確認ください。 

 

※お客様契約番号または IP 電話番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可

能です。 

 

① 

 ② 

 

③ 

 

④ 
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2.［迷惑電話お断り設定：設定情報入力］画面が表示されます。表示されているリスト（⑥）が規制

対象番号になります。リストに規制対象番号を追加するには、着信規制をしたい電話番号を入力（⑤）

して［追加］ボタンをクリックします。最大３０番号まで登録が可能です。リストから規制対象番

号を削除するには、削除したい電話番号にチェックを入れて［削除］ボタン（⑦）をクリックしま

す。 

尚、リスト中の登録日時に表示されている日時は規制対象番号に設定をした日時になります。表

示がないものは、今回新規に登録する番号になります。 

 

規制対象番号の追加、削除が完了したら、［入力内容確認］ボタン（⑧）をクリックします。 

また、画面上部（⑨）には今月と先月の着信拒否回数が表示されます。100 回以上拒否した場合は、

100以上と表示されます。 

 

⑤ 

 

⑥ 

 

⑦ 

 
⑧ 

 

⑨ 
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3.［迷惑電話お断り設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑩）をクリックします。赤字は今回の操作で追

加する規制対象番号です。黒字は前回から変更無しの規制対象番号です。 

  

 

4.［迷惑電話お断り設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑪）をクリックし、トップページに戻ります。 

  

 

⑩ 

 

 

⑪ 
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着信拒否設定/CUG非通知着信拒否 

本メニューにて CUG 非通知着信拒否の ON/OFF を変更します。Web カスタマコントロールにて非通知着

信拒否の設定を行うためには、事前に非通知着信拒否サービスのお申込が必要になります。 

画面の構成 

 

CUG非通知着信拒否設定：設定情報入力画面 

［CUG 非通知着信拒否設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

非通知着信拒否 非通知着信拒否する/しないを選択します。 

［入力内容確認］ボタン ［CUG非通知着信拒否設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 
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操作手順 

1.メニューの［着信拒否設定］－［CUG非通知着信拒否］をクリックします。 

［CUG 非通知着信拒否設定：設定情報入力］画面が表示されます。非通知着信拒否をする/しない

を選択（①）し、［入力内容確認］ボタン（②）をクリックします。 

 

 

2.［CUG 非通知着信拒否設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（③）をクリックします。 

  

① 

 

② 

 

③ 
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3.［CUG 非通知着信拒否設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（④）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

④ 

 



 着信拒否設定/非通知着信拒否 
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着信拒否設定/非通知着信拒否 

本メニューにて番号別に非通知着信拒否の ON/OFF を変更します。Web カスタマコントロールにて非通

知着信拒否の設定を行うためには、事前に非通知着信拒否サービスのお申込が必要になります。 

画面の構成 

 

非通知着信拒否設定：設定情報入力画面 

［非通知着信拒否設定：設定情報入力］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

IP電話番号 IP電話番号が表示されます。 

非通知着信拒否 非通知着信拒否する/しないを選択します。 

［入力内容確認］ボタン ［非通知着信拒否設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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操作手順 

1.メニューの［着信拒否設定］－［非通知着信拒否］をクリックします。 

［非通知着信拒否設定：検索］画面が表示されます。設定対象のお客様契約番号または IP電話番

号を入力し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。検索結果が表示されます（③）。

設定したい対象にチェックを入れ、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。非通知着

信拒否設定する対象の IP電話番号を指定する場合は、弊社よりお送りしたご利用案内にてご確認

ください。 

 

※お客様契約番号または IP 電話番号の検索時、「*」ワイルドカードを使用した部分一致検索が可

能です。 

 

① 

 ② 

 

③ 

 

④ 
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2.［非通知着信拒否設定：設定情報入力］画面が表示されます。非通知着信拒否をする/しないを選択

（⑤）し、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

 

3.［非通知着信拒否設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

  

⑤ 

 
⑥ 

 

⑦ 
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4.［非通知着信拒否設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

⑧ 
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アプリパスワード設定・変更 

本メニューは IP電話番号毎のユーザ ID・アプリパスワードの閲覧や、アプリパスワードの変更が可能

です。※『050 plus for Biz』をご契約のお客様のみ利用できます。 

基本契約番号の変更や、番号毎に 050 plus for Biz から 050 plus W-modeに移設等の変更を行うお客

様は、変更のお申込みをされてから変更日までにパスワード変更を行うと、パスワードが反映されな

い可能性があります。 

 

画面の構成 

 

 

 

【アプリパスワード設定：変更］画面の検索条件入力フィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

お客様契約番号 お客様契約番号を入力します。 

IP電話番号 IP電話番号を入力します。 

［検索］ボタン 画面下部に検索結果を表示します。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） ISP フリー（050 Plus for Biz） IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用不可 利用不可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 
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【アプリパスワード設定：変更］表示された検索結果のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

選択 アプリパスワードを変更したい対象を選択するチェックボックス

です。 

お客様契約番号 お客様契約番号が表示されます。 

IP電話番号 IP電話番号が表示されます。 

ユーザ ID ユーザ IDが表示されます。 

旧アプリパスワード 現在のアプリパスワードが表示されます。 

新アプリパスワード 新しいアプリパスワードを入力できます。 

『選択』チェックボックスにチェックを入れると入力可能となり

ます。 

 

操作手順 

1.メニューの［アプリパスワード設定］－［変更］をクリックします。（①） 

［アプリパスワード設定：変更］検索画面が表示されます。お客様契約番号または IP 電話番号を

入力し（②）、［検索］ボタン（③）をクリックします。 

対象選択に検索結果が表示されます（④）。 

 

 

  

② 

 
③ 

 

④ 

 ① 
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2.[CSV ダウンロード]をクリックすると、検索結果に表示された IP電話番号、ユーザ ID、アプリパス

ワードの情報を CSVファイルでダウンロードすることが可能です（⑤） 

 

3.［アプリパスワード設定：変更］対象選択画面にて、設定したい対象にチェックを入れ（⑥）、［新

アプリパスワード］欄に新しいパスワードを入力します（⑦）。入力を終えたら、［変更内容表示］

ボタンをクリックします（⑧）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑥ 

 

⑦ 

 

⑧ 

 

⑤ 
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4.[アプリパスワード設定：変更内容確認］画面が表示されます。変更内容（⑨）が正しいことを確認

し、［確認完了・実行］ボタン（⑩）をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.[アプリパスワード設定：実行結果］画面が表示されます。 

  受付番号と処理結果が表示されます（⑪）。 

［トップページへ］ボタン（⑫）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

⑨ 

 

⑩ 

 

⑪ 

 
⑫ 
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メッセージ操作 

メッセージボックス機能をご利用の場合、録音されたメッセージの一覧を表示し、メッセージの配布、

保護、削除等の操作を行うことが出来ます。メッセージ操作は端末ユーザのみが行えます。 

画面の構成 

 

メッセージ操作：メッセージ一覧画面 

［メッセージ操作：メッセージ一覧］画面のフィールドを以下の表で説明します。 

フィールド 説明 

メッセージボックス番号 操作対象となるメッセージボックス番号を表示します。 

録音件数 録音件数を表示します。最大 20件まで録音可能です。 

保護 保護状態を表示します。チェックが入っているメッセージは保護

されています。 

メッセージ ID メッセージを識別する為の IDです。音声ガイダンスでの操作に使

用します。 

種別 伝言、留守、配布などのメッセージ種別を表示します。 

詳細 ［詳細］ボタンをクリックすると画面下にメッセージの詳細情報

を表示します。 

配布 ［配布］ボタンをクリックすると［メッセージ配布：配布先選択］

画面へ遷移し、メッセージを配布することができます。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 利用可 
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フィールド 説明 

削除 ［削除］ボタンをクリックすると［メッセージ削除：削除内容確

認］画面へ遷移し、メッセージを削除できます。 

保護/保護解除 ［保護/保護解除］ボタンをクリックすると［メッセージ保護：設

定内容確認］画面へ遷移し、メッセージの保護/保護解除の状態を

変更できます。 

［戻る］ボタン トップページへ遷移します。 
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操作手順 

1.メニューの［メッセージ操作］―［参照］をクリックします。 

［メッセージ操作：メッセージ一覧］画面が表示されます。メッセージ一覧画面で録音されたメ

ッセージの各種操作をすることができます。 

 

 

◆メッセージを再生するには       ・・・ステップ 2 へ 

◆メッセージの詳細情報を見るには    ・・・ステップ 3 へ 

◆メッセージの保護／保護解除をするには ・・・ステップ 4 へ 

◆メッセージを削除するには       ・・・ステップ 5 へ 

◆メッセージを配布するには       ・・・ステップ 6 へ 

 

2.［メッセージを再生するには］ 

録音された伝言や留守番録音メッセージを再生するには、メッセージ取出用センタ番号（①）へ

ダイヤルし音声ガイダンスに従って操作してください。［更新］ボタンをクリックするとメッセ

ージ一覧（②）が最新の情報に更新されます。 

 

3.[メッセージの詳細情報を見るには] 

録音されたメッセージの詳細情報を確認するには、設定対象選択リスト(②)から詳細を確認した

いメッセージの［詳細］ボタンを押すと、詳細情報が画面下（③）に表示されます。 

 

① 

 

② 

 

③ 

 
④ 
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4.[メッセージの保護/保護解除をするには] 

伝言/留守番録音のメッセージは最大 20件まで録音可能ですが、最大件数を超えるとそれ以上録

音できません。また、10 日間経過すると自動的に録音メッセージは削除されます。大切なメッセ

ージは削除されないように保護するとこができます。 

設定対象選択リスト（②）の［保護］の欄にチェックがあるメッセージは保護対象になっていま

す。チェックがないものは［保護］されていません。設定対象選択リスト（②）から保護/保護解

除したいメッセージのチェックボックスにチェックを入れて［保護/保護解除］ボタン（④）をク

リックします。保護されていないメッセージは保護対象になり、保護されているメッセージ（赤

いチェックマークがついているもの）は保護解除になります。 

 

［メッセージ保護：設定内容確認］画面が表示されます。保護状態の確認（⑤）をし、[確認完了・

実行]ボタン（⑥）をクリックします。 

 

 

⑤ 

 
⑥ 
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［メッセージ保護：実行結果］画面が表示されます。［トップページへ］または［メッセージ一

覧へ］ボタン（⑦）をクリックして戻ります。 

 

 

5.[メッセージを削除するには] 

設定対象選択のリスト一覧（②）から削除したいメッセージのチェックボックスにチェックを入

れて［削除］ボタン（④）をクリックします。 

［メッセージ削除：削除内容確認］画面が表示されます。削除内容に間違いなければ、［確認完

了・実行］ボタン（⑧）をクリックします。 

 

 

⑦ 

 

⑧ 
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6.[メッセージを配布するには] 

録音されたメッセージを他のメッセージボックスに配布することが可能です。また配布先とし

てグループリストを指定することもできます。設定対象選択のリスト（②）から配布したいメッ

セージの［配布］ボタンをクリックします。 

［メッセージ配布：配布先選択］画面が表示されます。 

 

検索条件を入力して［検索］ボタン（⑨）をクリックします。検索結果の一覧が表示されます（⑩）

ので、画面左側の枠から配布先に追加したい［メッセージボックス番号］または［グループリスト］

を選択し、［追加］ボタンをクリックして画面右側の配布先の枠に入れて下さい。配布先に入れた

メッセージボックス番号／グループ番号を配布先の欄から削除するには、対象を選択して［配布先

から削除］ボタンをクリックします。配布先が決まったら［配布先確認］ボタン（⑪）をクリック

します。 

［メッセージ配布：配布内容確認］画面が表示されます。内容に間違いなければ、[確認完了・実行]

ボタン（⑫）を押します。 

 

⑨ 

 

⑩ 

 

⑪ 

 

⑫ 
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メッセージボックスメールアカウント設定 

メッセージボックス機能をご利用の場合、伝言/留守番録音の着信時やメッセージ取得時に、設定した

メールアドレスへ通知することができます。通知先としてパソコン用アドレスまたは携帯用アドレス

を３つまで登録することができます。また、本メニューにて、メッセージ取り出し時に使用するパス

ワードの設定変更をすることができます。 

※通知メールは、ドメイン「ipvoice.jp」から送信しますので、ドメイン指定をされている場合には、

ドメイン指定から外してください。 

画面の構成 

 

メッセージボックスメールアカウント設定：設定情報入力画面 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 



 メッセージボックスメールアカウント設定 

 

110 

［メッセージボックスメールアカウント設定：設定情報入力］画面のフィールドを以下の表で説明し

ます。 

フィールド 説明 

メッセージボックス番号 対象となるメッセージボックス番号を表示します。 

メール送信設定 ［停止］［着信時に送信］［メッセージ録音時に送信］のいずれ

かを選択します。 

ボイスメール ［OFF］［ON］のどちらかを選択します。 

契約依存。 

メール送信形式 ［パソコン用メール］［携帯用メール］のどちらかを選択します。 

メールアドレス 設定した条件で送信するメールアドレスを入力します。 

［入力内容確認］ボタン ［メッセージボックスメールアカウント設定：設定内容確認］画

面へ遷移します。 

［戻る］ボタン ［メッセージボックスメールアカウント設定：検索］画面に遷移

します。 
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操作手順

1.メニューの［メッセージボックス設定］の［メールアカウント］をクリックします。 

［メッセージボックスメールアカウント設定：検索］画面が表示されます。 

操作ユーザが CUG管理者、拠点管理者の場合、メールアカウントを設定するメッセージボックス番

号を選択します。各検索条件を入力（①）し、［検索］ボタン（②）をクリックします。検索条件

に合致したリストが表示されます（③）ので、メールアカウントを設定したいメッセージボックス

番号を選択し、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。尚､端末ユーザが操作した場合、

自分自身のメッセージボックスしか操作できませんので、本画面を経由せず、ステップ 3 へ進んで

ください。 

 

 

① 

② 

④ 

③ 
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2.［メッセージボックスメールアカウント設定：設定情報入力］画面が表示されます。メッセー

ジ取り出し用のパスワードの設定（⑤）と３つまでのメールアドレス（⑥）の設定をすること

ができます。メッセージ取り出し用のパスワードは音声ガイダンス操作時に使用します。メー

ルアドレスの設定をすると、メッセージの着信時または録音時に指定したメールアドレスへ通

知することができます。 

各種設定後、［入力内容確認］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

⑥ 

⑤ 

⑦ 

 



 メッセージボックスメールアカウント設定 

 

113 

3.［メッセージボックスメールアカウント設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定したアカウントを確認後、［確認完了・実行］ボタン（⑧）をクリックします。 

 

4.［メッセージボックスメールアカウント設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑨）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

⑧ 

⑨ 
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メッセージボックスグループリスト設定 

メッセージボックス機能をご利用の場合、複数のメッセージボックスを１つのグループリストに登録

することによって、グループリスト内の全メッセージボックス番号に録音メッセージを配布すること

が出来ます。リストは最大５グループまで作成することができます。 

画面の構成 

 

メッセージボックスグループリスト設定：設定情報入力画面 

［メッセージボックスグループリスト設定：設定情報入力］画面のフィールドを以下の表で説明しま

す。 

フィールド 説明 

メッセージボックス番号 対象となるメッセージボックス番号を表示します。 

設定対象グループリスト ５つのグループリストを表示します。１つのリストに最大１０番

号のメッセージボックス番号が表示可能です。 

グループリストチェックボ

ックス 

メッセージボックス番号移動対象のグループリストを選択しま

す。 

［削除］ボタン 対象グループリストから選択されたメッセージボックス番号を削

除します。 

［入力内容確認］ボタン ［メッセージボックスグループリスト設定：設定内容確認］画面

へ遷移します。 

［戻る］ボタン ［メッセージボックスグループリスト設定：検索］画面に戻りま

す。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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操作手順 

1.メニューの［メッセージボックス設定］－［グループリスト］をクリックします。 

［メッセージボックスグループリスト設定：検索］画面が表示されます。 

 

2.グループリストを作成するメッセージボックス番号を選択します。 

各検索条件を入力（①）し、［検索］ボタン（②）をクリックします。検索条件に合致したリス

トが表示されます（③）ので、グループリストを設定したいメッセージボックス番号を選択し、

［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。尚､端末ユーザが操作した場合、自分自身のメ

ッセージボックスしか操作できませんので、本画面を経由せず、ステップ 3 へ進んでください。 

 

 

※メッセージボックス番号をグループリストに登録した後、メッセージボックス機能を廃止した場

合、グループリストにメッセージボックス番号は残ったままになりますので、削除してください。 

 

① 

② 

④ 

③ 
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3.［メッセージボックスグループリスト設定：グループリスト名入力］画面が表示されます。 

指定したメッセージボックス番号のグループリスト名を設定することができます。 

*1 から*5にグループリスト名（⑤）を入力し、［設定情報入力］ボタン（⑥）をクリックします。 

 

4.［メッセージボックスグループリスト設定：設定情報入力］画面が表示されます。 

グループリストへメッセージボックス番号の追加、削除を行い、リストの設定を行います。画面

下の５つの枠（⑧）がグループリストになります。グループリストは５つまで作成できます。 

グループリストの設定が完了したら［入力内容確認］ボタン（⑨）を押します。 

 

【グループリストにメッセージボックス番号を追加するには】 

左側に検索条件を入力して［検索］ボタンをクリックすると、検索条件に合ったメッセージボッ

クス番号が右側に表示されます（⑦）ので、グループリストに追加したいメッセージボックス番

号を選択します。設定対象グループリスト一覧（⑧）から設定したいグループリストにチェック

を入れ、［追加］ボタンをクリックすると、選択したメッセージボックス番号がグループリスト

に追加されます。 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

⑧ 

⑨ 
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【グループリストからメッセージボックス番号を削除するには】 

グループリストから削除したいメッセージボックスを選択（⑧）し、［削除］ボタンをクリック

します。 

 

5.［メッセージボックスグループリスト設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定したグループリストを確認し［確認完了・実行］ボタン（⑩）をクリックします。 

 

 

6.［メッセージボックスグループリスト設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑪）をクリックし、トップページに戻ります。 

⑩ 

⑪ 
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メッセージボックスロック解除 

メッセージボックス機能操作時に３回パスワードを間違えるとメッセージボックスがロックされます。

CUG管理者、拠点管理者にてメッセージボックスの状態の検索およびロックされたメッセージボックス

のロック解除が可能です。 

画面の構成 

 

メッセージボックスロック解除：検索画面 

［メッセージボックスロック解除：検索］画面のフィールドを以下の表で説明します。 

フィールド 説明 

メッセージボックス番号 メッセージボックス番号を入力します。 

［検索］ボタン 検索結果を画面下部に表示します。 

対象選択 メッセージボックス解除の対象番号を選択します。 

［状態確認］ボタン ［メッセージボックスロック解除：状態確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 
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操作手順

1.メニューの［メッセージボックス設定］－［ロック解除］をクリックします。 

［メッセージボックスロック解除：検索］画面が表示されます。メッセージボックス番号を入力

し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。検索結果が画面下部に表示されます（③）

ので、状態を確認したいメッセージボックス番号を選択し、［状態確認］ボタン（④）をクリッ

クします。 

 

 

2.［メッセージボックスロック解除：状態確認］画面が表示されます。 

状態を確認して、ロック状態であれば［ロック解除］ボタン（⑤）をクリックし、メッセージボ

ックスのロックを解除することができます。 

 

① 

② 

⑤ 

③ 

④ 
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3.［メッセージボックスロック解除：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑥）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

⑥ 
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パソコン用ドメイン設定 

メッセージボックス機能をご利用の場合、着信時やメッセージ録音時にメールで通知を行うことがで

きますが、本メニューにて CUG管理者はメールの送信先のドメインを制限することが可能です。 

画面の構成 

 

パソコン用ドメイン設定：設定情報入力画面 

［パソコン用ドメイン設定：設定情報入力］画面のフィールドを以下の表で説明します。 

フィールド 説明 

ドメイン制限 ［制限する］、［制限しない］を選択します。 

［追加］ボタン 入力したドメインを追加します。 

［削除］ボタン リストから選択したドメインを削除します。 

［入力内容確認］ボタン ［パソコン用ドメイン設定：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 利用可 利用不可 利用不可 
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操作手順

1.メニューの［ドメイン設定］－［パソコン用］をクリックします。 

［パソコン用ドメイン設定：設定情報入力］画面が表示されます。 

 

2.ドメイン制限する/しないを選択します（①）ドメインを追加する場合は入力欄（②）にドメインを

入力して［追加］ボタンをクリックします。追加したドメインを削除する場合はリスト（③）から

対象を選択し、［削除］ボタンをクリックします。ドメインの設定が終わったら［入力内容確認］

ボタン（④）をクリックします。ドメイン制限をする、を選択した場合、リスト（③）に登録した

ドメイン以外へのメール送信を規制します。 

 

 

3.［パソコン用ドメイン設定：設定内容確認］画面が表示されます。 

設定内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑤）をクリックします。 

 

① 

② 

⑤ 

④ 

③ 
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4.［パソコン用ドメイン設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑥）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

 

⑥ 
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アカウント登録 

CUG管理者の権限で、拠点管理者、端末ユーザのアカウントを登録します。 

画面の構成 

 

アカウント登録：設定情報入力画面 

［アカウント登録：設定情報入力］画面のフィールドを以下の表で説明します。 

フィールド 説明 

ユーザグループ ユーザグループを選択します。 

［端末ユーザ］ 

［拠点管理者］ 

お客様契約番号 お客様契約番号を入力します。12文字以内の半角英数字で入力しま

す。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 

 



 アカウント登録 

 

126 

フィールド 説明 

ログイン ID ログイン IDの払出し方法を指定します。 

［ランダムな文字列を自動で払出す］：システムによってログイン

IDが指定されます。 

但し、ユーザグループで端末ユーザを選択された場合には、選択で

きません。 

［指定する］：指定した文字列をログイン IDにします。端末ユー

ザの場合は電話番号を入力します。 

8～40文字の半角英数字と半角記号「!」「#」「.」「_」「-」で入

力します。 

端末ユーザのログイン IDには、050番号を入力してください。 

パスワード パスワードの払出し方法を指定します。 

［ランダムな文字列を自動で払出す］：システムによってパスワー

ドが指定されます。 

［指定する］：指定した文字列をパスワードにします。［パスワー

ド］、［パスワード(再)］にパスワードを入力します。 

8～40文字の半角英数字と半角記号「!」「#」「.」「_」「-」で入

力します。ログイン IDと同じものは使用できません。3桁以上の同

一文字を使用しないで下さい。 

設定結果のメール通知 設定結果をメールで通知するかどうかを指定します。 

［非通知］：設定結果を通知しません。 

［本人設定分のみ通知］：ユーザ本人が設定した転送設定等の結果

をメールで通知します。 

［本人・下位ユーザ設定分通知］：ユーザ本人および下位のユーザ

が設定した転送設定等の結果をメールで通知します。 

注：［本人設定分のみ通知］、［本人・下位ユーザ設定分通知］を

選択した場合、メールアドレスを 64文字以内の半角英数字で入力

します。 

氏名 氏名を 40文字以内の全角文字または半角文字で入力します。 

備考 備考を 200文字以内の全角文字または半角文字で入力します。 

［入力内容確認］ボタン ［アカウント登録：設定内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 
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操作手順

1.メニューの［アカウント設定］－［登録］をクリックします。 

［アカウント登録：設定情報入力］画面が表示されます。各フィールドの設定を行い（①）、［入

力内容確認］ボタン（②）をクリックします。氏名、備考の項目はお客様のアカウント管理用と

して自由にご利用ください。 

 

 

2.［アカウント登録：設定内容確認］画面が表示されます。 

内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（③）をクリックします。 

 

③ 

① 

② 
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3.［アカウント登録：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（④）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

④ 
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アカウント変更 

アカウントの情報を変更します。 

画面の構成 

 

アカウント変更：設定情報入力画面 

［アカウント変更：設定情報入力］画面のフィールドを以下の表で説明します。 

フィールド 説明 

ログイン ID ログイン IDが表示されます。 

ユーザグループ ユーザグループが表示されます。 

お客様契約番号 お客様契約番号が表示されます。 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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フィールド 説明 

新しいログイン ID ログイン IDの払出し方法を指定します。 

［変更しない］：新しいログイン IDを変更しません。 

［変更する］：［ランダムな文字列を自動で払出す］または［指定

する］のどちらかの方法により新しいログイン IDを指定します。 

［ランダムな文字列を自動で払出す］：システムによって新しいロ

グイン IDが指定されます。 

［指定する］：指定した文字列を新ログイン IDに設定します。40

文字以内の半角英数字、半角記号「!」「#」「.」「_」「-」を使

用し入力します。 

新しいパスワード パスワードの払出し方法を指定します。 

［変更しない］：新しいパスワードを変更しません。 

［変更する］：［ランダムな文字列を自動で払出す］または［指定

する］のどちらかの方法により新しいパスワードを指定します。 

［ランダムな文字列を自動で払出す］：システムによってパスワー

ドが指定されます。 

［指定する］：指定した文字列を新しいパスワードにします。［パ

スワード］、［パスワード(再)］にパスワードを入力します。8～

40文字の半角文字で、英字と数字を混在させて入力します。半角記

号「!」「#」「.」「_」「-」を使用できます。ログイン IDと同じ

ものは使用できません。 

設定結果のメール通知 設定結果をメールで通知するかどうかを指定します。 

［非通知］：設定結果を通知しません。 

［本人設定分のみ通知］：ユーザ本人が設定した転送設定等の結果

をメールで通知します。 

［本人・下位ユーザ設定分通知］：本人および下位のユーザが設定

した転送設定等の結果をメールで通知します。 

注：［本人設定分のみ通知］、［本人・下位ユーザ設定分通知］を

選択した場合、［メールアドレス］と［メールアドレス（再）］を

64文字以内の半角英数字と半角記号「!」「'」「"」「#」「$」「%」

「~」「~」「|」「@」「`」「{」「}」「*」「.」「/」「_」「=」

「-」「+」で入力します。 

氏名 氏名を 40文字以内で入力します。 

備考 備考を 200文字以内で入力します。 

［入力内容確認］ボタン ［アカウント変更：変更内容確認］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 
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操作手順 

1.メニューの［アカウント設定］－［変更］をクリックします。 

［アカウント変更：検索］画面が表示されます。変更するアカウントの条件（ユーザグループ、

ログイン ID、お客様契約番号）を指定し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。 

 

画面に検索結果が表示されます。条件を指定しないで［検索］ボタン（②）をクリックすると、

現在ログイン中の権限で変更できるすべてのアカウントが表示されます。 

 

2.情報を変更するアカウントを選択し（③）、［変更項目表示］ボタン（④）をクリックします。 

 

③ 

① 
② 

④ 



 アカウント変更 

 

132 

3.［アカウント変更：設定情報入力］画面が表示されます。 

各フィールドの設定を行い（⑤）、［入力内容確認］ボタン（⑥）をクリックします。氏名およ

び備考の項目はお客様のアカウント管理用として自由にご利用ください。 

 

 

4.［アカウント変更：変更内容確認］画面が表示されます。 

変更内容を確認し［確認完了・実行］ボタン（⑦）をクリックします。 

 

 

⑦ 

⑤ 

⑥ 
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5.［アカウント変更：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑧）をクリックし、トップページに戻ります。 

  

 

 

⑧ 



 アカウント削除 

 

134 

アカウント削除 

アカウントを削除します。 

画面の構成 

 

アカウント削除：検索画面 

［アカウント削除：検索］画面のフィールドを以下の表で説明します。 

フィールド 説明 

ユーザグループ ユーザグループを選択します。 

［端末ユーザ］ 

［拠点管理者］ 

ログイン ID ログイン IDを入力します。 

お客様契約番号 お客様契約番号を入力します。 

［検索］ボタン 指定した条件を検索し、検索結果を表示します。 

［削除内容確認］ボタン ［アカウント削除：削除内容確認］画面に遷移します。検索後に

使用できるようになります。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 
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操作手順

1.メニューの［アカウント設定］－［削除］をクリックします。 

［アカウント削除：検索］画面が表示されます。削除するアカウントの条件（ユーザグループ、

ログイン ID、お客様契約番号）を指定し（①）、［検索］ボタン（②）をクリックします。 

 

画面に検索結果が表示されます。条件を指定しないで［検索］ボタン（②）をクリックすると、

現在ログイン中の権限で削除できるすべてのアカウントが表示されます。 

 

2.削除するアカウントにチェックを入れ（③）、［削除内容確認］ボタン（④）をクリックします。 

 
④ 

③ 

① 

② 
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3.［アカウント削除：削除内容確認］画面が表示されます。 

削除内容を確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑤）をクリックします。 

  

 

4.［アカウント削除：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑥）をクリックし、トップページに戻ります。 

  

 

 

⑤ 

⑥ 



 アカウントの注意点 

 

137 

IP電話番号移動、拠点改番時のアカウント情報移行について 

拠点を跨ぐ IP 電話番号の移動や拠点廃止／拠点改番などでお客様契約番号と IP 電話番号の括り付け

が変更になる場合、移行対象のアカウント情報は、開通希望日の翌々日 3:30am に移行先に引き継がれ

ますので、移行対象のアカウントのご利用は開通希望日の翌々日 3:30am までお待ち頂く必要がありま

す。 

 

【IP 電話番号を別拠点に移動する場合】 
 

IP 電話番号を別拠点に移動する場合、お客様開通希望日の翌々日 3:30am に端末ユーザアカウント情報

が移動先の拠点に引継がれます。そのため、IP 電話番号 050-βを廃止するオーダの「SO竣工」を実施

したときから、翌々日 3:30am になるまでは端末ユーザアカウント 050-βは、利用できません。なお、

移動元の拠点 A のアカウントには影響ありません。 

 

例）IP 電話番号 050-βを拠点Ａから拠点Ｂへ移動した場合、自動で拠点Ａ配下の IP 電話番号 050-β

の端末ユーザアカウント 050-βを削除し、拠点Ｂ配下に IP 電話番号 050-βの端末ユーザアカウ

ント 050-βを登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、お客様開通希望日～お客様開通希望日の翌々日 3:30am に IP 電話番号 050-βの端末アカウント

を利用したい場合には、次頁の作業手順に従って、アカウント情報の削除／登録を実施する必要があ

ります。 

 

 

050-α 

端末ユーザアカウントを削除 

端末ユーザアカウントを登録 

CUG① CUG① 

拠点Ａ 

拠点Ｂ 

端末ユーザアカウント 050-α 

050-β 

端末ユーザアカウント 050-β 

管理 ID(1) 

拠点Ａ 

管理 ID(1) 管理 ID(1) 

管理 ID(2) 

050-α 

端末ユーザアカウント 050-α 

050-β 

端末ユーザアカウント 050-β 

050-βを拠点Ａから拠点Ｂへ移動 
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操作手順 

◆拠点Ａ配下の端末ユーザアカウントを削除します 

 

［アカウント削除：検索］画面 

 

1.「CUG管理者」または拠点Ａの「拠点管理者」の権限でログイン（①）します。 

 

2.メニューの［アカウント設定］－［削除］を選択（②）します。 

 

3.該当する端末ユーザアカウントを検索（③）し、端末ユーザアカウント削除（④）を行います。 

（操作方法の詳細はアカウント削除の項目をご参照ください。） 

 

 

① 

② 

③ 

④ 
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◆拠点Ｂ配下に端末ユーザアカウントを登録 

 

［アカウント登録：設定情報入力］画面 

 

4.「CUG管理者」または拠点Ｂの「拠点管理者」の権限でログインします。 

拠点Ａの「拠点管理者」の権限では拠点Ｂ配下に端末ユーザの作成ができません。 

また、先に拠点Ａで端末ユーザを削除しておく必要があります。 

 

5.メニューの［アカウント設定］－［登録］を選択（⑤）します。 

 

6.端末ユーザのアカウント登録（⑥）を行います。 

（操作方法の詳細はアカウント登録の項目をご参照ください。） 

 

*1 IP電話番号を別の拠点に移動させた時に端末ユーザアカウントの削除/登録をしなかった場合 

もとの拠点配下に端末ユーザアカウントは括りついたままになっています。 

 

*2 パスワードはランダム払い出しまたは指定して払い出しが可能（⑦）です。 

ランダムにパスワードを払出す場合は、「ランダムな文字列を自動で払出す」を選択します。 

パスワードを指定して払出す場合は「指定する」を選択し、パスワードを入力します。 

⑥ 

⑤ 

⑦ 



 アカウントの注意点 

 

140 

【UniversalOne 等への移行により拠点を別 CUG （別 VPN）に移動する場合】 
※CUG を変更せずに移行する場合を除きます。 

拠点を別 CUG（別 VPN)に移動する場合、お客様開通希望日の翌々日 3:30am に拠点管理者アカウント及

び端末ユーザアカウントの情報が移動先の拠点に引継がれます。そのため、お客様開通希望日(拠点廃

止オーダの SO竣工実施時)～お客様開通希望日の翌々日 3:30amまでは CUG管理者アカウントでログイ

ンし、移行対象の拠点管理者アカウント、端末ユーザアカウントの登録を実行するとエラーとなりま

すのでご注意ください。 

 

例）CUG①の拠点Ｂを、CUG②へ移動。拠点Ｂの IP電話 050-βも併せて移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUG①配下から拠点Ｂを廃止した日の翌々日 3:30am に、拠点Ｂの拠点管理者アカウント B-1、端末ユー

ザアカウント 050-βの情報が CUG②に自動的に引き継がれます。そのため、アカウント情報移行日ま

では拠点管理者アカウント B-1、端末ユーザアカウント 050-βは利用できません。※１ 

但し、拠点Ｂの電話番号の設定を行いたい場合には、CUG②の CUG 管理者アカウント cug-1 もしくは、

SIP/PB カスコン等で設定変更してください。 

※1.アカウント引継期間に移行先 CUG②にて引継対象アカウント(拠点管理者アカウント、端末ユーザ

アカウント)を CUG 管理者より登録した場合、エラーとなりますのでご注意ください。 

CUG② CUG① 

CUG②への拠点Ｂ新設 CUG①からの拠点Ｂ廃止 

050-β 

拠点ＢＡ 拠点Ｂ 

端末ユーザアカウント 050-β 

拠点管理者アカウント B-1 拠点管理者アカウント B-1 

050-β 

端末ユーザアカウント 050-β 

CUG管理者アカウント cug-1 CUG管理者アカウント cug-2 

管理 ID(2) 管理 ID(2) 

拠点管理者アカウント、

端末ユーザアカウントを

CUG①配下から CUG②配

下へ引き継ぎ 
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【お客様契約番号（Ｎ番）を改番した場合】 
 

お客様契約番号（N 番）を改番した場合、お客様開通希望日の翌々日 3:30am に該当拠点の全ての拠点

管理者アカウントと端末ユーザアカウントの情報が自動的に新しいお客様契約番号（N番）に引き継が

れます。そのため、お客様開通希望日(拠点改番オーダの SO竣工実施時)～お客様開通希望日の翌々日

3:30am に CUG 管理者アカウントでログインし、移行対象の拠点管理者アカウント、端末ユーザアカウ

ントの登録を実施するとエラーとなりますのでご注意ください。 

 

例）拠点Ａのお客様契約番号 N1 を N2へ改番する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点Ａ配下の全てのカウント情報はお客様開通希望日(拠点改番の SO 竣工実施日)の翌々日 3:30am に

自動的に移行されます。そのため、アカウント情報移行日までは、拠点管理者アカウント A-1、端末ユ

ーザアカウント 050-αは利用できません。但し、拠点Ｂの IP電話番号の設定を行いたい場合には、CUG

管理者アカウント cug-1、もしくは SIP/PB カスコン等で設定変更してください。 

 

 

お客様契約番号（拠点Ａ）⇒お客様契約番号（拠点Ｂ）へ改番 

CUG① CUG① お客様契約番号の変更 

050-α 

拠点Ａ 拠点Ｂ 

端末ユーザアカウント 050-α 

拠点管理者アカウント A-1 拠点管理者アカウント A-1 

050-α 

端末ユーザアカウント 050-α 

管理 ID(1) 管理 ID(1) 

CUG管理者アカウント cug-1 CUG管理者アカウント cug-1 

お客様契約番号 N1 お客様契約番号 N2 
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アカウントロック解除 

一定期間に３回パスワードを間違えるとアカウントはロックされます。ロックした場合、上位権限で

アカウントロックを解除することができます。 

画面の構成 

 

アカウントロック解除：検索画面 

［アカウントロック解除：検索］画面のフィールドを以下の表で説明します。 

フィールド 説明 

ユーザグループ ユーザグループを選択します。 

［端末ユーザ］ 

［拠点管理者］ 

［CUG管理者］ 

ログイン ID ログイン IDを入力します。 

お客様契約番号 お客様契約番号を入力します。 

［検索］ボタン 指定した条件を検索し、検索結果を表示します。 

［アカウントロック解除確

認］ボタン 

［アカウントロック解除：選択内容確認］画面に遷移します。検

索後に使用できるようになります。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 
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操作手順

1.メニュー［アカウント設定］－［ロック解除］をクリックします。 

［アカウントロック解除：検索］画面が表示されます。ロック解除するアカウントの条件（ユー

ザグループ、ログイン ID、お客様契約番号）を指定し（①）、［検索］ボタン（②）をクリック

します。 

 

画面に検索結果が表示されます。条件を指定しないで［検索］ボタン（②）をクリックすると、

現在ログイン中の権限でアカウントロック解除可能なすべてのアカウントが表示されます。 

 

2.ロックを解除するアカウントにチェックを入れ（③）、［アカウントロック解除確認］ボタン（④）

をクリックします。 

 ④ 

③ 

① 

② 
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3.［アカウントロック解除：選択内容確認］画面が表示されます。 

ロックを解除するアカウントを確認し、［確認完了・実行］ボタン（⑤）をクリックします。 

 

 

4.［アカウントロック解除：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑥）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

⑤ 

⑥ 
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アカウント一括設定 

CUG 管理者は配下の拠点管理者/端末ユーザのアカウントを、拠点管理者は配下の端末ユーザを作成す

ることが可能です。その場合、アカウントを１つ１つ作成するだけでなく、複数のアカウントを一括

で設定することが可能です。一回の設定操作で 1,000 アカウントまでの設定が可能です。 

画面の構成 

 

アカウント一括設定：ファイルアップロード画面 

［アカウント一括設定：ファイルアップロード］画面のフィールドを以下の表で説明します。 

フィールド 説明 

ファイル名 一括設定のためのファイル名を［参照］ボタンを使用して指定し

ます。 

［参照］ボタン ［ファイルの選択］ダイアログボックスが表示されます。 

［アップロード］ボタン ［アカウント一括設定：実行結果］画面に遷移します。 

［戻る］ボタン トップページに遷移します。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 利用可 利用可 利用不可 
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操作手順 

1.［アカウント一括設定］－［アップロード］をクリックします。 

［アカウント一括設定：ファイルアップロード］画面が表示されます。 

 

2.［参照］ボタン（①）をクリックして、一括設定を行うファイル名を指定します。［ファイル名］

フィールドにファイル名を直接入力することもできます。尚、一括設定用のファイルは、ログイン

後の画面からダウンロード可能な「アカウント一括登録マニュアル」を参照して事前に作成してお

いてください。 

 

 

3.［ファイルの選択］ダイアログボックスが表示されます。 

［ファイルの場所(I)］（②）、および［ファイル名(N)］（③）を指定し、［開く(O)］ボタン（④） 

をクリックします。 

 

 

② 

① 

④ ③ 
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4.［アカウント一括設定：ファイルアップロード］画面の［ファイル名］フィールドにファイル名が

表示されます。ファイル名を確認し、［アップロード］ボタン（⑤）をクリックします。 

 

 

5.［アカウント一括設定：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑥）をクリックし、トップページに戻ります。 

 

 

 

※アカウント一括設定後、設定履歴管理カテゴリの［設定履歴］-［参照］のメニューにて設定が正

常に完了したかご確認ください。 

 

⑥ 

⑤ 

D:\カスタマコントロール\userinfo.csv 
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設定履歴/参照 

各機能の設定処理結果を確認します。 

画面の構成 

 

設定履歴参照：検索画面 

［設定履歴参照：検索］画面のフィールドを下表で説明します。 

フィールド 説明 

検索対象期間 検索対象期間を入力します。 

受付番号 受付番号を入力します。 

ログイン ID ログイン IDを入力します。 

お客様契約番号 お客様契約番号を入力します。 

設定内容 設定内容を選択します。 

ファイル名 ［アカウント一括設定：アップロード］画面で指定した「ファイ

ル名」を指定します。 

［検索］ボタン 指定した条件を検索し、検索結果を表示します。 

選択 履歴を削除する場合にチェックを入れます。 

［詳細］ボタン ［設定履歴参照：詳細情報］画面に遷移します。 

［削除内容確認］ボタン ［設定履歴参照：削除内容確認］画面に遷移します。検索後に使

用できるようになります。 

 

IP-VPN/e-VLAN/Group-VPN （IP-PBX 以外） B-OCN （IP-PBX 以外）/ユビキタス IP-PBX 接続ﾌﾟﾗﾝ 

CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ CUG 管理者 拠点管理者 端末ユーザ 

利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 利用可 
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操作手順 

1.メニューの［設定履歴］－［参照］をクリックします。 

［設定履歴参照：検索］画面が表示されます。設定結果を確認する処理の条件（検索対象期間、

受付番号、ログイン ID、お客様契約番号、設定内容、ファイル名）を指定し（①）、［検索］ボ

タン（②）をクリックすると画面下部に検索結果が表示されます。 

 

条件を指定しないで［検索］ボタン（②）をクリックすると、すべての処理結果が表示されます。

なお、処理結果の保存期間は 60 日となっており、保存期間を越えたものは削除されます。 

ただし、アカウント一括設定結果のみ保存期間は 30日となっており、30日を越えたものは削除さ

れますのでご注意ください。 

 

① 

 

② 

 ③ 

 

④ 
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2.処理結果の詳細を確認する場合は、［詳細］ボタン（③）をクリックします。［設定履歴参照：詳

細情報］画面が表示されます。詳細情報をダウンロードする場合は、［ダウンロード］ボタン（⑤）

をクリックします。 

 

3.［ファイルのダウンロード］ダイアログボックスが表示されます。［保存(S)］ボタン（⑤）をクリ

ックします。 

 

4.［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されます。［保存する場所(I)］（⑥）および［フ

ァイル名(N)］（⑦）指定し、［保存(S)］ボタン（⑧）クリックします。 

 

⑤ 

 

⑤ 

 

⑥ 

 

⑧ 

 

⑦ 
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5.［設定履歴参照：詳細情報］画面の［戻る］ボタン（⑨）をクリックし、［設定履歴参照：検索］

画面に戻ります。 

 

 

6.処理結果を削除する場合は、［設定履歴参照：検索］画面で［削除内容確認］ボタン（④）をクリ

ックします。［設定履歴参照：削除内容確認］画面が表示されます。内容を確認し、［確認完了・

実行］ボタン（⑩）をクリックします。 

 

 

 

⑨ 

 

⑩ 
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7.［設定履歴参照：実行結果］画面が表示されます。 

［トップページへ］ボタン（⑪）をクリックし、トップページに遷移します。 

 

 

 

⑪ 
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Webカスタマコントロール同士の排他規制 

Webカスタマコントロールの使用に際し、下表にあるように各操作に対し排他制御されます。 

表中「排他単位」項目単位で排他制御されます。但し、同一の「排他単位」項目であっても「排他グ

ループ番号」項目が異なる場合には排他制御されません。 

 

機能名 排他単位 排他グループ 

転送設定 

（着信転送、留守番、高機能転送を含む） 
IP 電話番号 

A 

代表グループ設定 
お客様契約番号 

B 

コールパーク＆コールピックアップグループ設定 

内線番号設定 

グループ番号 

C 

番号変換設定 

CUG発信規制 D 

管理 ID発信規制 管理 ID E 

IP 電話番号発信規制 IP 電話番号 F 

CUG迷惑電話お断り 
グループ番号 

G 

CUG非通知着信拒否 H 

メッセージ操作 

IP 電話番号 

I 

メッセージボックスメールアカウント設定 

（仮登録、本登録を含む） 

メッセージボックスグループリスト設定 

メッセージボックスロック解除 

パソコン用メールアドレスフィルタ - - 

転送先電話番号フィルタ - - 

設定履歴 - - 

 

◆排他単位について 

・［転送設定］、［IP 電話番号発信規制］、［メッセージ操作］、［メッセージボックスメールア

カウント設定］、［メッセージボックスグループリスト設定］、［メッセージボックスロック解

除］は、IP電話番号単位で排他制御されます。 

・［代表グループ設定］及び［コールパーク＆コールピックアップグループ設定］は、お客様契約

番号単位で排他制御されます。 

・［内線番号設定］、［番号変換設定］、［CUG 発信規制］、［CUG 迷惑電話お断り］、［CUG 非通

知着信拒否］は、グループ番号単位で排他制御されます。 

・［管理 ID 発信規制］は、管理 ID単位で排他制御されます。 

 

◆排他グループについて 

・同一「排他単位」であっても、排他グループが異なる場合には、排他制御されません。 

・IP電話番号 A に対し、［転送設定（着信転送）］と［IP電話番号発信規制］の設定変更を同時に

実施できます。 
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故障かなと思ったら 

Webカスタマコントロールの使用に際し、不具合があった場合は以下の項目をご確認ください。 

Q1：Webカスタマコントロールにアクセスできません。 

A1：Web カスタマコントロールの URL（https://bizvoipcc.ocn.ne.jp/webcuscon/login）を入力して

も最初のログイン画面自体が表示されない場合、他のサイトにアクセスできるかご確認ください。 

他のサイトにもアクセスできない場合、お客様のローカルな環境で問題が発生しているものと思

われます。お客様の LAN 管理者にお問合せください。 

他のサイトが表示されるのに Webカスタマコントロールにアクセスできない場合は、Webカスタマ

コントロールコールセンタにお問合せください。 

Q2：Webカスタマコントロールにログインできません。 

A2：ログイン ID/パスワードを正しく入力してもログインできない場合、以下の原因が考えられます。 

①アカウントがロックされている。 

②アクセス元グローバル IP アドレスが違う。 

③プロキシが設定されている。 

④ブラウザの設定が正しくない。 

①の場合：お客様がログインに 3 回失敗すると、アカウントがロックされてしまいます。アカウ

ントがロックした場合は、お客様の上位管理者にアカウントロックを解除してもらってください。 

お客様のアカウントが「端末ユーザ」なら「拠点管理者」または「CUG 管理者」へ、お客様のアカ

ウントが「拠点管理者」なら「CUG管理者」へ依頼してください。お客様のアカウントが「CUG管

理者」の場合はしばらく待ってから再度ログインしてください。 

②の場合：Web カスタマコントロールは申込書で申請されたグローバル IP アドレスからのみアク

セスすることができます。アドレスの追加/変更を依頼される場合は、お申込（有料）が必要です。 

③の場合：申込書で申請されたグローバル IP アドレス以外からのアクセスはできませんので、プ

ロキシの設定を解除してください。 

④の場合：本マニュアルの第 1章「はじめに」の「2.ブラウザ」を参照して TLS1.2、Cookie を有

効にしてください。 

https://bizvoipcc.ocn.ne.jp/webcuscon/login
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Q3：ログインパスワードを忘れました。 

A3：ユーザグループ（操作権限）によって対処が異なります。以下をご参照ください。 

「端末ユーザ」の場合： 

上位の管理者（「拠点管理者」及び「CUG管理者」）にパスワード再払い出しを依頼してください。

管理者は本マニュアル「アカウント変更」をご参照の上、新しいパスワードを払出してください。 

「拠点管理者」の場合： 

上位の管理者（「CUG 管理者」）にパスワード再払い出しを依頼してください。CUG管理者は本マ

ニュアル「アカウント変更」をご参照の上、新しいパスワードを払出してください。 

「CUG 管理者」の場合： 

弊社から再発行を行います。「.Phone IP Centrex 変更申込書」にてお申し込みください。 

Q4：ログイン IDを忘れました。 

A4：ユーザグループ（操作権限）によって対処が異なります。以下をご参照ください。 

「端末ユーザ」の場合： 

IP 電話番号がログイン IDになります。 

「拠点管理者」の場合： 

CUG管理者様にお問合せください。CUG 管理者は「アカウント変更」をご参照の上、対象拠点管理

者のログイン IDをご確認ください。 

「CUG 管理者」の場合： 

弊社からログイン ID の再発行を行います。再発行には「.Phone IP Centrex 変更申込書」が必要

です。なお、ID の再発行は有料となります。 

Q5：転送設定ができません。（「転送先番号の形式に誤りがあります」というエラーが表示

されます。） 

A5：転送先番号に設定できる番号は IP 電話番号及び PSTN 番号です。他の番号を指定していないかご

確認ください。 

Q6：転送設定は完了しましたが転送されません。 

A6：転送先の番号に、申込みで指定している通信形態（オンネット/オンネット＋オフネット）以外を

指定していることが考えられます。 

通信形態で「オンネットのみ」をご利用のお客様は、転送先電話番号に同一 CUG 内の IP電話番号

のみ指定が可能です。「オンネット＋オフネット」をご利用のお客様は、転送先電話番号に同一

CUG内の IP電話番号および PSTNの指定が可能です。設定を再度ご確認ください。 
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Q7：番号変換の設定はできましたが、変換先の番号につながりません。 

A7：変換先番号に市内局番から登録をしていないでしょうか。変換先の番号には市外局番からの登録

が必要ですので、設定を再度ご確認ください。 

Q8：各種設定でエラーが表示されます。 

A8：下記の Web カスタマコントロールコールセンタにお問合せください。 

 

 

 

◆ .Phone IP Centrex Webカスタマーコントロールの操作方法に関するお問合せ ◆ 

【受付】    VoIPﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀ 

【mail】    trouble-biz@voip.ntt.com 

【電話番号】  0120-565-054 

 

      ※受付時間 平日 9：00～17：00 

            土・日曜･祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く 
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用語集 

Webカスタマコントロールで使用される主な用語について説明します。 

 

用語 意味 

CUG管理者 お客様のシステム管理者用のアカウントが所属するグループ。

同一 CUG 内の拠点管理者、端末ユーザのアカウント操作が可能。 

CUG Closed Users Group。特定のメンバーで構成されるグループ、

またはそのグループだけが利用できるサービス。 

アカウントロック パスワードの入力ミスを繰り返すなどしたためアカウントが使

用できなくなること。 

一斉着信 子番号のすべての端末に一斉に着信すること。 

受付番号 各種設定処理をした時にシステムより払い出される通し番号。 

お客様契約番号 N で始まる 10桁の番号。 

弊社よりお送りする.Phone 開通案内にてご確認ください。 

オンネット 同一 CUG 内のユーザ端末相互間の通信。 

オンネット以外規制 オンネット（CUG）以外への発信を規制すること。 

管理 ID 1 つの拠点に複数設定が可能。VoIP 端末の利用形態(複数番号/

ダイヤルインプラス)ごとに管理 IDは分けられる。 

規制番号帯規制 指定した番号帯への発信を規制すること。 

拠点管理者 拠点単位で払い出されるアカウントが所属するグループ。同一

拠点内の端末ユーザのアカウント操作が可能。 

圏外転送 着信先が圏外の場合、指定先に転送すること。 

コールパーク グループ内で保留中の呼にグループ内のどの端末でも応答でき

るサービス。 

コールピックアップ グループ内で呼び出し中の呼にグループ内のどの端末でも応答

できるサービス。 

順次サーチ 子番号の上位の端末から順に着信すること。 

代表グループ 一つの代表親番号と最大 29 番号の子番号で構成される。 

代表番号 代表親番号への着信時に、該当の代表グループに含まれる空き

番号を選択して着信するサービス。 

端末番号 『内線番号＝拠点番号＋端末番号』で構成され、IP電話番号ご

とに端末番号を割り当てる。 

端末ユーザ 端末を利用するお客様のアカウントが所属するグループ。IP電

話番号と 1対 1 で対応する。 

同一拠点以外規制 同一拠点以外への発信を規制すること。 
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用語 意味 

発信規制 オンネット以外、同一拠点以外、指定した番号帯への発信を規

制する機能。 

番号変換 オンネット（CUG）外の電話番号があたかも自分のオンネット内

にあるように電話がかけられるサービス。内線番号と同様の番

号を外線番号に変換し接続する。 

無応答転送 着信先が応答しなかった場合、指定先に転送すること。 

無条件転送 指定先に無条件で転送すること。 

ユーザグループ Webカスタマコントロールのユーザのアカウントが属するグル

ープで、上位から「CUG管理者」、「拠点管理者」、「端末ユ

ーザ」の 3種類がある。 

ラウンドロビン 前回着信した番号の次の番号の端末に着信すること。 

ログイン ID Webカスタマコントロールへログインするための ID。 

CUG管理者の方は、弊社より送付する Web カスコン開通案内に

記載されているログイン ID をご利用ください。 

拠点管理者、端末ユーザのログイン ID は CUG 管理者アカウント

で作成が可能です。 

端末ユーザのログイン IDは 050番号になります。 

話中転送 着信先が話中の場合、指定先に転送すること。 

 

 


