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旧設定サイトからのパスワード引継ぎ 

ひかり電話設定サイトとは 

  ひかり電話設定サイトとは、パソコンなどからひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ／ひかり電話オフィ
スＡ（エース）における「着信お知らせメール」／「ＦＡＸお知らせメール」／「ボイスワープ」の各種設定や、
「ＦＡＸお知らせメール」で受信したＦＡＸの確認などができるサイトです。 
 旧設定サイトにおいては各電話番号、サービス毎に１つのパスワードを設定頂いていましたが、ひかり電話設
定サイトでは回線単位毎、電話番号単位毎、 、および管理者／ユーザ単位毎にパスワードを設定頂くことで認
証単位の範囲内の設定変更が可能となります。 

旧設定サイトからパスワード引継ぎ 

 旧設定サイトをご利用のお客様で、ひかり電話設定サイト（ https://www.hikari.ntt-east.net ）を初めて 
ご利用になられる方は、パスワード引継ぎの際に、ひかり電話設定サイトへログインする際の認証方法を選択し
ていただく必要があります。認証方法には、「回線単位」、「電話番号単位」および「管理者／ユーザ単位」で
認証する方法があります。 
 お客様のご利用方法により、いずれかの認証方法をお選びいただきます。 

回線単位 
契約電話番号およびすべての追加電話番号でご利用中の各種サービスの設定変更が
可能です。 

電話番号単位 該当の電話番号でご利用中の各種サービスの設定変更が可能です。 

管理者／ユーザ単位 
契約電話番号でログインするとすべての電話番号の、追加電話番号でログインする
とログインした追加電話番号のみでご利用中の各種サービスの設定変更が可能です。 

※回線単位を選択した場合、ログインする際に入力する電話番号は、「ひかり電話 ご注文内容のお知らせ」で、
ご連絡させていただいております「ご契約電話番号」になります。 

※電話番号単位を選択した場合、ログインする際に入力する電話番号は設定変更する該当の電話番号になります。 
※管理者／ユーザ単位を選択した場合、設定する電話番号によって以下の通り電話番号を入力してください。 

 【すべての電話番号の設定変更を行う際】 

  「ひかり電話 ご注文内容のお知らせ」で、ご連絡させていただいております「契約電話番号」を 

   入力してください 

 【電話番号ごとに設定変更を行う際】 

   該当の電話番号を入力してください。 

＜ご利用例＞ 
 

  契約電話番号：03-0000-1111･･･「着信お知らせメール」を契約  
  追加電話番号：03-0000-2222･･･「着信お知らせメール」と「ＦＡＸお知らせメール」を契約 
 
 回線単位で認証する場合 
  ⇒03-0000-1111の「着信お知らせメール」および、 
   03-0000-2222の「着信お知らせメール」「ＦＡＸお知らせメール」の設定が可能です。 
 

 電話番号単位で認証する場合 
  ⇒03-0000-1111でログインした時は、03-0000-1111の「着信お知らせメール」の設定が可能です。 
 

  ⇒03-0000-2222でログインした時は、03-0000-2222の「着信お知らせメール」と「ＦＡＸお知らせ 
   メール」の設定が可能です。 
 

 管理者／ユーザ単位で認証する場合 
  ⇒03-0000-1111でログインした時は、03-0000-1111の「着信お知らせメール」および 
    03-0000-2222の「着信お知らせメール」「ＦＡＸお知らせメール」の設定が可能です。 
  ⇒03-0000-2222でログインした時は、03-0000-2222の「着信お知らせメール」と「ＦＡＸお知らせ 
   メール」が設定が可能です。 
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旧設定サイトからパスワード引継ぎ 

パスワード統合 

旧設定サイトにおいては各電話番号、サービス毎に１つのパスワードを設定頂いてい
ましたが、ひかり電話設定サイトでは回線単位毎、電話番号単位毎、および管理者／
ユーザ単位毎にパスワードを設定頂くことで認証単位の範囲内の設定変更が可能とな
ります。 

そのため、ひかり電話設定サイトのパスワードに統合していただく必要があります。 

新規パスワード登録 

ひかり電話設定サイトへ初めてログインされる際には、旧設定サイトで使用していた
パスワードでログインしていただきますが、旧設定サイトとひかり電話設定サイトの
パスワードのポリシー※が異なるため、初回ログイン時に、ひかり電話設定サイトの
パスワードを登録していただく必要があります。 

お客様においては、パスワード統合・新規パスワード登録を実施していただく場合があります。 

・パスワード統合、新規パスワード登録を実施していただく必要のあるお客様の条件 

※旧設定サイトのパスワードのポリシー    ：４桁～８桁 
 ひかり電話設定サイトのパスワードのポリシー：８桁～１２桁 

着信お知らせ 
メールのみ 

ＦＡＸお知らせ 
メールのみ 

着信お知らせメール および 
ＦＡＸお知らせメール 

複数番号に 
着信お知らせメール・ 
ＦＡＸお知らせメール 

を契約 

８桁 不要 不要 

同 不要 
パスワード統合が必要 

異 パスワード統合が必要 

８桁未満 
新規パスワード登録
が必要 

新規パスワード登録
が必要 

同 新規パスワード登録が必要 
パスワード統合、新規 
パスワード登録が必要 

異 パスワード統合、新規パス
ワード登録が必要 

旧設定サイトで 
パスワードが
ロック状態 

新規パスワード登録
が必要 

新規パスワード登録
が必要 

同 新規パスワード登録が必要 
パスワード統合、新規 

パスワード登録が必要 異 パスワード統合、新規パス
ワード登録が必要 

仮パスワード 
新規パスワード登録
が必要 

新規パスワード登録
が必要 

同 新規パスワード登録が必要 
パスワード統合、新規 

パスワード登録が必要 異 パスワード統合、新規パス
ワード登録が必要 

【認証単位に回線単位を選択いただいた場合】 

ご利用ｻｰﾋﾞｽ 

初回ﾛｸﾞｲﾝ時の 

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ※ 

（凡例） 同：着信お知らせメール、ＦＡＸお知らせメールで利用していたパスワードが同じ場合 
     異：着信お知らせメール、ＦＡＸお知らせメールで利用していたパスワードが異なる場合 

※初回ログイン時には、旧設定サイトで利用していたパスワードでログインしてください。 

 
旧設定サイトからのパスワード引継ぎ 
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旧設定サイトからパスワード引継ぎ 

・パスワード統合、新規パスワード登録を実施していただく必要のあるお客様の条件 

【認証単位に管理者／ユーザ単位を選択いただいた場合】 

（凡例） 同：着信お知らせメール、ＦＡＸお知らせメールで利用していたパスワードが同じ場合 
     異：着信お知らせメール、ＦＡＸお知らせメールで利用していたパスワードが異なる場合 

※初回ログイン時には、旧設定サイトで利用していたパスワードでログインしてください。 

着信お知らせ 
メールのみ 

ＦＡＸお知らせ 
メールのみ 

着信お知らせメール および 
ＦＡＸお知らせメール 

８桁 不要 不要 

同 不要 

異 パスワード統合が必要 

８桁未満 新規パスワード登録が必要 新規パスワード登録が必要 

同 新規パスワード登録が必要 

異 パスワード統合、新規パスワー
ド登録が必要 

旧設定サイトで 
パスワードが
ロック状態 

新規パスワード登録が必要 新規パスワード登録が必要 

同 新規パスワード登録が必要 

異 パスワード統合、新規パスワー
ド登録が必要 

仮パスワード 新規パスワード登録が必要 新規パスワード登録が必要 

同 新規パスワード登録が必要 

異 パスワード統合、新規パスワー
ド登録が必要 

ご利用ｻｰﾋﾞｽ 

初回ﾛｸﾞｲﾝ時の 

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ※ 

着信お知らせメールのみ ＦＡＸお知らせメールのみ 
着信お知らせメール および 

ＦＡＸお知らせメール 

８桁 不要 不要 
同 不要 

異 パスワード統合が必要 

８桁未満 新規パスワード登録が必要 新規パスワード登録が必要 

同 新規パスワード登録が必要 

異 パスワード統合、 
新規パスワード登録が必要 

旧設定サイトで 
パスワードが 
ロック状態 

新規パスワード登録が必要 新規パスワード登録が必要 

同 新規パスワード登録が必要 

異 パスワード統合、 
新規パスワード登録が必要 

仮パスワード 新規パスワード登録が必要 新規パスワード登録が必要 

同 新規パスワード登録が必要 

異 パスワード統合、 
新規パスワード登録が必要 

【認証単位に電話番号単位を選択いただいた場合】 

初回ﾛｸﾞｲﾝ時の 

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ※ 

ご利用ｻｰﾋﾞｽ 

（凡例） 同：着信お知らせメール、ＦＡＸお知らせメールで利用していたパスワードが同じ場合 
     異：着信お知らせメール、ＦＡＸお知らせメールで利用していたパスワードが異なる場合 

※初回ログイン時には、旧設定サイトで利用していたパスワードでログインしてください。 

 
旧設定サイトからのパスワード引継ぎ 
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１ 「旧設定サイトからパスワード引継ぎ」をク
リックします。 

２ ①「サービスを契約している電話番号 
 （ハイフンなし）」を半角で入力します。 
②「旧設定サイトでご利用されていた 
  パスワード」を半角（４桁～８桁）で   
  入力します。 
③「ログイン」をクリックします。 

① 

② 

③ 

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。 

３ 

・認証単位を選択後の設定方法は次ページ以降 

 
旧設定サイトからのパスワード引継ぎ 

03XXXXXXX0 
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４ 

５ 

前ページから 

６ 

①「旧設定サイトでご利用されていた 
  パスワード」を半角で入力します。 
②「パスワード統合」をクリックします。 

※パスワード統合を実施していただく必要のある 
 お客様の条件（P2、P3参照）に 
   当てはまらない場合、本画面は表示されません。 

①新規パスワードを入力する欄２ヶ所に、   
 今後ログインする際に使用する 
 「パスワード（８～１２桁の半角 
 英数字）」を入力します。 
②「パスワード登録」をクリックします。 

① 

② 

① 

② 

※新規パスワード登録を実施していただく必要の 
 あるお客様の条件（ P2、P3参照）に 
   当てはまらない場合、本画面は表示されず、 
 ログイン時に入力した旧設定サイトで 
 ご利用のパスワードを引続き使用することが 
 できます。 

パスワード登録が完了しましたので、「ログ
イン画面へ戻る」をクリックし、登録したパ
スワードでログインしてください。 

 
旧設定サイトからのパスワード引継ぎ 

※新規パスワード登録を実施していただく必要が 
 なかったお客様は、ログアウトされず、 
 サービス選択画面へ遷移します。 

03XXXXXXX0 

03XXXXXXX0 

03XXXXXXX0 
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旧設定サイトへ接続 

着信お知らせメールの設定サイトへログインされた場合 

 旧設定サイトへ接続された場合は、ひかり電話設定サイトへ接続することが可能なボタンが表示されます。 

ＦＡＸお知らせメールの設定サイトへログインされた場合 

「新ＵＲＬへ」をクリックし、ひかり電話設定サイ
トへ接続してください。 

※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
トへ接続してください。 

※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。 
※「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 

 
旧設定サイトからのパスワード引継ぎ 
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ひかり電話設定サイトから旧設定サイトへの接続方法 

 ＦＡＸお知らせメールをご契約されていたお客様においては、旧設定サイトへ接続するためのボタンが 
表示されます。 

「旧サイト受信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ｸﾞｲﾝできません。） 

 
旧設定サイトからのパスワード引継ぎ 

03XXXXXXX0 

7 



注意事項 

 
旧設定サイトからのパスワード引継ぎ 
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・パソコンなどからサービスの設定を行うためには、インターネット接続環境が必要となります。 
・ひかり電話設定サイトでは、フレッツ 光ネクストのユーザ（一部Ｂフレッツユーザ含む）が利用可能です。 
・ひかり電話設定サイトへの接続は、ＳＳＬによって暗号化されています。 
・ひかり電話設定サイトは、フレッツフォン、携帯電話などからも接続、設定が可能です。 
 （ただし、 iモードブラウザ2.0より前のバージョンのNTTドコモの携帯電話、「TLS1.0」が 
  サポートされていない携帯電話からはご利用になれません。また、最新のサーバ証明書に対応していない端末の場合は 
  ひかり電話設定サイトへ接続できない場合がありますので、その場合は対応端末から接続いただくか、 
  電話機からの設定をお願いします。） 
・パソコンからご利用の場合は、ご利用のブラウザで、「TLS1.0」の使用が有効となっている必要があります。 
 （設定内容は、 Internet Explorerの「インターネットオプション」の「詳細設定」で確認できます） 
・ひかり電話設定サイトへアクセスする際、ご利用の通信サービスにより、通信料、パケット通信料などがかかる場合が 
 あります。 
・パスワードは、８桁～１２桁の英数字で設定してください。 
・パスワード、仮パスワードを忘れてしまった場合には、再度、仮パスワードの設定からやり直してください。 
・パスワードの入力を連続して１０回誤ると、パスワードは使用できなくなります。再度、仮パスワードの設定から 
 やり直してください。 
  ※パスワード間違いの累積回数は、正常にログインすることで０回にリセットされます。 
  ※ブラウザのセッションを強制切断しても累積回数はリセットされません。 
・ログイン状態で、しばらく何も操作しなかった場合には、自動的にログアウトされます。 

＜ひかり電話設定サイトご利用時におけるパスワードの設定について＞ 
パスワードを設定する際は、不正アクセスを防止するため、下記の点にご注意ください 
①定期的に変更を行う 
②誕生日や車のナンバー、電話番号、同じ数字の羅列等、類推されやすいものは避ける 
③他のWebサイト等で使用しているものと同一にしない 

＜動作確認環境＞ 

OS ブラウザ 

Windows10 IE11   Edge

Windows8.1 IE11  

Windows7 IE11  

※1 タブブラウザ及び複数画面でログインされた場合は正常にご利用いただけません。 
※2 ジャンプリストを利用されると正常に動作しない場合がございます。 
※3 ひかり電話設定サイトにおいて文字サイズを「特大」にしている場合、 

表示崩れが起こるため文字サイズは「大」までの利用を推奨。 
※4 ブラウザのサイズを縮小して利用する場合は、表示崩れが起こる可能性があるため、 

画面を最大化することを推奨。 
 
上記の組み合わせについては、弊社にて動作確認をしておりますが、全てのお客様環境 
における動作を保証するものではございません。 


