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設定の準備
ここではメガ・エッグへ接続するために必要な書類、ケーブル、
機器をご案内します。

第 1 章

「MEGA EGG 登録内容確認書」の準備
「MEGA EGG 登録内容確認書」をお手元にご用意ください。
インターネットに接続する際や、メールを送受信する際、また、メガ・エッグ サービスの各種 オプショ
ンメニューにお申し込みされる際などに必要となる ID とパスワードが記載されております。   
  

この「MEGA EGG 登録内容確認書」は紛失しないようにご注意ください。
紛失された場合、メガ・エッグお客さまセンターにて再発行（有料）を受け付けいたしますので、
契約者さまご本人からご連絡ください。

※ ID とパスワードは個人情報保護のため、たとえお急ぎの場合でも、
    原則お客さまセンターより口頭でご案内することはできません。

「初期設定時に必要となる項目」
　IP フォンルータを使用せずにインターネット
　に接続する場合に使用します。　
　電話回線でインターネット接続する際にも
　使用します。

「メール設定時に必要となる項目」
           　                      後述のメールを設定する際に使用します。

「会員サイトにてお客さま情報等の変更時に
 必要となる項目」
　メガ・エッグホームページから各種手続きを
　する際に使用します。

※各パスワードは、メガ・エッグ会員サイトから
　変更することができます。
　http://www.megaegg.jp/member/

メガ・エッグお客さまセンター
   0120-505-898　（受付時間　9：00 ～ 21：00）



2

LAN ケーブル、LAN ポートの準備

＜ LAN ケーブル＞
　お客さまにて IP フォンルータの設置場所（第２章参照）からパソコンまでの適切な長さの LAN ケーブル
　（ストレートケーブル）のご準備をお願いします。（「カテゴリー５」以上）
　（下の写真は一例です。ケーブル部分の形状や色が異なるものもあります。）
　＜ LAN ポート＞
　パソコン側に LAN ケーブルの差込口（LAN ポート）が必要です。（「100BASE-TX」対応）
ご利用のパソコンに LAN ポートが無い場合には、お客さまにてそのパソコンに適合した LAN アダプタ　
のご準備をお願いします。

　　　　　　　　＜ LAN ケーブル＞　　　　　　　　　　　　＜ LAN ポート＞

●無線 LAN でご利用される場合
＜光電話ルータ（VA）無線タイプをご利用の方＞
　パソコン側に IEEE 802.11b/g/n のいずれかに対応した無線 LAN 子機のご準備をお願いします。
　（無線 LAN 内蔵のパソコンをご利用の場合には必要ありません。）
＜光電話ルータ（VA）有線タイプをご利用の方＞
　無線 LAN をご利用されたい場合は、お客さまにて無線 LAN 機器（親機・子機とも）のご準備をお願
　いします。
　（お客さまセンターにて光電話ルータ（VA）無線タイプへの機種変更も受付けています。）

 

準備するもの 100メガサービス
カテゴリー5以上
100BASE-TX

1ギガサービス
カテゴリー5e以上
1000BASE-T

LAN ケーブル規格
LAN ポート規格

光電話ルータ（VA）無線タイプ
　　　無線LAN規格※1

最大通信速度
（理論値）

IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n

11Mbps 54Mbps 300Mbps※2

※1 IEEE 802.11aには対応していません。
※2 100メガサービスでご利用の場合、インターネットの最大通信速度（理論値）は100Mbpsとなります。
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メガ・エッグファイバーおよびマンションをご利用の方

※メガ・エッグADSLをご利用の方はP4をご覧ください。

機器の配線について
WR7610HV（ファイバー・VDSL をご利用の方）
機器の配線を行い、インターネット接続の設定を行います。

第 2 章

メガ・エッグ VDSL をご利用の方

IPフォンルータ背面

IPフォンルータ背面
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前頁の配線を行い、電源を入れる（電源を配線し、コンセントにつなげる）と
自動的にインターネット接続および電話の設定が開始します。
次の通りランプ状態が変化し、設定が完了します。
Step ５の設定完了状態になるまで必ず電源を切らないようおねがいします。

※１　DATA/AIR のランプは、IP フォンルータがデータ通信を行った際のみ瞬間的に点滅します。

ランプ状態が全て緑になり、設定完了しましたらブラウザ等でインターネットの接続をご確認ください。

ランプ状態について

約 5 分で完了

設定状況 Step1
電源 ON

Step2
自動設定中

Step3
自動設定中

Step4
電源 ON

Step5
設定完了

STATUS 緑点滅 緑 無点灯 緑点滅 緑

POWER 緑点滅
緑 オレンジ 緑 オレンジ

緑点滅 緑

PPP 緑点滅 緑 無点灯 緑点滅 緑

DATA/AIR 緑点滅 ※１ 緑点滅 ※１

VOIP 緑点滅 無点灯 無点灯 緑点滅 緑

⇔
点 滅

⇔
点 滅

順

す
ま
し
滅
点
に
番

順

す
ま
し
滅
点
に
番

点灯するランプがすべて緑になりましたらインターネットエクスプローラなどのホームページ閲覧ソフトで
ホームページを閲覧し、インターネットの接続ができていることをご確認ください。
５分以上経過してもランプの状態に変化がない場合は、LANケーブルがしっかり差し込まれているか

（WANポート隣の緑のランプが点灯しているか）ご確認ください。

インターネットへの接続完了の確認     

前ページの配線を行い、IP フォンルータの電源を入れる ( 電源アダプタを接続し
コンセントにつなげる）と自動的にインターネットの接続設定および電話の設定
が開始されます。
以下の図のとおりにランプの状態が変化し、Step5 の状態になれば設定は完了です。 
Step5 の状態になるまで電源を切らないようにお願いします。       
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メガ・エッグADSL およびマンションをご利用の方

※メガ・エッグファイバー/VDSLをご利用の方はP2をご覧ください。

機器の配線について
WD701CV（ADSL をご利用の方）
機器の配線を行い、インターネット接続の設定を行います。

第 2 章前ページの配線を行い、IP フォンルータの電源を入れる ( 電源アダプタを接続し
コンセントにつなげる）と自動的にインターネットの接続設定および電話の設定
が開始されます。
以下の図のとおりにランプの状態が変化し、Step5 の状態になれば設定は完了です。 
Step5 の状態になるまで電源を切らないようにお願いします。       
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※ ADSL をご利用の方のみ以下の設定を行ってください。
　ファイバー /VDSL をご利用の方はこの設定を行う必要はありません。

ブラウザにて「http://web.setup/」に
アクセスします。

　　管理者パスワードを入力し、「設定」をク
リックします。

　　管理者パスワードとは、本機の設定変更
や、電話番号設定の際に使用するもので、
任意に決めていただくパスワードとなり
ます。

下記のとおり入力し、「設定」をクリック
します。

設定パターン：設定 i
接続名：megaegg（任意）
ユーザー名：認証 ID
パスワード：認証パスワード

右の図とおり画面が切り替わります。
　　設定完了のメッセージが出るまでしばら

くお待ちください。

インターネットの接続設定（WD701CV 用）
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電話番号の取得（WD701CV 用）
※ ADSL をご利用の方のみ以下の設定を行ってください。

ァイバー /VDSL をご利用の方はこの設定を行う必要はありません。

ブラウザにて
「http://www.megaegg.jp/member/」
にアクセスしてください。

「光電話 /IP フォンに関するヘルプ・
申し込み」をクリックします。

「『Aterm WD701CV』のルータを
ご利用の方」をクリックします。

「IP 電話番号を取得する」を
クリックしてください。

※ ADSL をご利用の方のみ以下の設定を行ってください。
　ファイバー /VDSL をご利用の方はこの設定を行う必要はありません。
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MEGA EGG 登録内容確認書をご確認の
」ドーワスパまさ客お「と」DIまさ客お「、上

を入力し、「ログイン」をクリックします。

「IP フォン端末ダウンロード」をクリッ
クします。

「ご利用場所の「市外局番」を入力し、「次
へ進む」をクリックしてください。
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確認画面が表示されます。 
内容にお間違いなければ、「設定する」を
クリックします。

「web.setup に接続」の画面が表示され
ッリクを」KO「、し力入りおとの記下。すま

クします。

ユーザー名：admin
パスワード：管理者パスワード

※ 管理者パスワードは、前項「インターネッ
ト接続設定」にて設定したものです。

「ご利用場所の「市外局番」を入力し、「次
へ進む」をクリックしてください。
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電話のご利用方法第 3 章

最新の情報は弊社ホームページでご確認いただくか、サポートセンターにお問い合わせください。

※ 1…メガ・エッグ以外の IP フォンの場合はご契約中の一般加入電話からの発信となります。 
詳しくは相手側の IP フォン事業者にお問い合わせください。

※ 2…IP フォン対応ブロードバンドルータの電話回線ポートに一般加入電話回線を接続している場
合のみ可能です。取り付けていない場合は発信できませんので、ご了承ください。

※ 3…電話機の ACR（LCR）機能が動作している場合は、電話会社の識別番号（0077 等）を自動
で電話機が付与しますのでご注意ください。

■注意　発信回線の見分け方

※ご使用中のルータの VoIP ランプが赤になっている場合は、IP フォンが利用できません。ルータ
の電源を一旦落して、緑になるか、確認してください。
MEGA EGG回線が停止中以外で赤のままの場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

通話先による IP フォンのダイヤル方法と発信回線
最新の情報はメガ・エッグ会員サイトでご確認いただくか、サポートセンターにお問い合わせください。

メガ・エッグ

メガ・エッグ IP フォン

メガ・エッグ回線が停止中以外で赤のままの場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

メガ・エッグ IP フォン

メガ・エッグ IP フォン

メガ・エッグ IP フォン

メガ・エッグ IP フォン
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オプションサービスを利用するにはお申し込みが必要です。
弊社会員ホームページの「各種手続き・設定・マニュアルなど」からお申し込み下さい。

※オプションサービスお申し込み１回あたりに１，０５０円の事務手数料が必要となります。

発信者番号表示サービス 無料申込不要

電話に出る前にかかってきた相手の番号を表示します。
ナンバーディスプレイ対応の電話機が必要です。
※本サービスをご利用の際はルータにて設定変更が必要となります。

非通知着信拒否サービス 月額 210 円

番号を通知せずかけてきた相手に、番号を通知してかけ直すようメッセージを流し、着信を拒否し
ます。

迷惑電話着信拒否サービス 月額 210 円

迷惑な電話を受けた直後に、電話機の操作により、以降同じ電話番号からの着信を拒否すること
が出来ます。（かけてくる相手が着信拒否をしていても効果があります。）

転送電話サービス 月額 525 円

かかってきた電話をあらかじめ設定しておいた電話番号へ自動的に転送するサービスです。
通話中のときのみ転送したり、特定の電話番号のみ転送するといった条件を設定することが可能です。

オプションサービスのご利用方法は５章オプションサービスの設定をご覧ください。

ご利用料金の請求や通話明細はお客さま専用のページを準備しております。
毎月の料金については、下記 URL の会員ホームページからご確認ください。
ご覧の際には、MEGAEGG 登録内容確認書記載の「お客さま ID」、「お客さまパスワード」が必要です。

オプションサービスのご紹介

通話明細・請求内容のご確認

メガ・エッグ会員サイトの ｢各種手続き・設定・マニュアルなど｣ からお申し込み下さい。

オプションサービスのご利用方法は ｢第 5 章オプションサービスの設定｣ をご覧ください。

毎月の料金については、下記 URL のメガ・エッグ会員サイトからご確認ください。

http://www.megaegg.jp/member/
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❶メガ・エッグサービスではお申し込みの際、当社より初期のメールアドレスを指定させていただ
いております。以下の手順によってご希望のメールアドレスに変更していただくことができます。

メールアドレスの変更
基本メールアドレスの変更手続きは、メガ・エッグ
会員サイトにアクセスし、

「各種手続き・設定・マニュアルなど」内の「メールに
関する手続き・設定マニュアル」→「メールアドレスの
変更」をクリックしてください。
http://www.megaegg.jp/member/

❷お手元の MEGA EGG 登録内容確認書を
ご確認いただき、お客さま ID とお客さま
パスワードを入力します。

初期のメールアドレスをご希望のメールアドレスに変更する

　　　　　　  @           .megaegg.ne.jp

①お好きな名前を指定していただくことができます。
②お好きな単語から選択していただくことができます。

メールの設定第 章

初期のメールアドレスを変更したい方のみ、この手続きをしてください。
一度変更されている方もこの手続きで変更できますが、その場合手数料が発生します。

4
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❸「メール契約変更」をクリックします。

❹「変更する」をクリックします。

❺「変更後メールアドレス」に希望のメール
アカウント（＠より前の部分）を入力し、

「選択してください」をクリックしプルダ
ウンメニューからお好みのサブドメイン
を選択します。

　　ご希望のアドレスが決定したら「変更する」
をクリックします。

❻「変更後メールアドレス」をご確認のうえ、
　　「変更する」をクリックします。
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   　右記の内容が表示されたら変更の手続きは完了
です。（約 15 分程で新しいメールアドレスがご
利用できる状態になります）

　　この画面で同時に、変更後の新しいメールアドレ
スを使えるよう自動でメールソフトへの設定も行
えます。

　　「MEGAEGG メール かんたん設定ツールをご利
用いただける環境」をご確認のうえ、「かんたん
設定する」ボタンをクリックしてください。

　　※このメールアドレスを別のパソコンで利用され
　るなど、ここで設定をしない場合は画面を閉じ
　てください。

　　　あらためて設定をする際は、25 ページの設定
　情報をご覧いただき設定してください。

　　
　　 「OK」をクリックすると、 メールかんたん設定

ツールのページに進みます。
      ※新しいメールアドレスは必ず控えておいて
     　 ください。

      
　　メールかんたん設定ツールの利用画面に移ります。
　　クリックすると、かんたん設定ツール（ActiveX）

のインストール手順画面が表示され、同時にイ
ンストールが完了します。

　　画面の案内にしたがって進むと、かんたん設定
ツールが立ち上がります。

　   ※メールアドレスが使えるようになるまで約         
　15 分程度かかりますので、少し時間をおいて  
　から開始してください。

      ※変更前メールアドレスがすでに設定されていれ 
         ばその設定を変更し、されていなければ新たに
         設定します。
      ※メールソフトを起動させている場合は終了して 
         からご利用ください。
      ※ご利用いただける環境ではない場合、「かんたん
         設定を開始する」ボタンはクリックできません。

❼

❾   

次の ⑧ 以降の説明は、メールかんたん設定ツールでのメールソフト設定をする場合の手順です。
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　　まず、かんたん設定ツールの利用にあた

り、ActiveX コントロールをインストー
ルし、利用開始の準備を行います。

　　過去にかんたん設定ツールをご利用に
なったことがある場合は、すぐに右のイ
ンストール完了メッセージが出ることが
あります。そのまま「OK」をクリックし
てください。

      ※ Windows7 と Internet Explorer9 の
　組み合せを例に説明します。

　　  （Windows や Internet Explorer のバー
　ジョンによって表示が若干異なること
　があります。）

　　続けてインストールが始まる場合は、以下
の手順でインストールを進めてください。
インストールが始まらない場合は、この
ページ末尾の「かんたん設定を開始する」
のボタンをクリックしてください。( すで
に最新版がインストールされています )

    Internet Explorer のウインドウ下部にイ
ンストール開始の確認メッセージが表示
されたら、「インストール」をクリックし
てください。

      ※ Internet Explorer のバージョンによっ  
         ては、Internet Explorer のウインドウ   
         上部の情報バーに確認メッセージが表 
         示されることがあります。その場合情
         報バーをクリックし「このコンピュー
         ター上のすべてのユーザーにこのアドオ
         ンをインストールする」または「ActiveX 
         コントロールのインストール」を選択し 
        てください。

     Windows 7 や Vista の場合はユーザー      
アカウント制御のウインドウが開くこと
があります。「はい」または「続行」をクリッ

     クして進めてください。
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　  セキュリティの警告が表示されたら、「イ
ンストールする」をクリックします。

　　

　　
　　
　　インストール完了メッセージが出てきた

ら完了です。「OK」をクリックしてウイ
ンドウを閉じ、「かんたん設定を開始する」
のボタンをクリックし、メールの設定を
始めてください。

      ※メールソフトを起動させている方は終
　　　　　了してからご利用ください。

   かんたん設定ツールによる設定を行います。
　　かんたん設定ツールが起動すると、お使

いのパソコンに設定可能なメールソフト
を自動的に検出します。

　　お使いになりたいメールソフトを選択し
てください。

　　※ Windows Live メール（2009 ～　
　　　2012）と Outlook（2003 ～ 2013）
　　　では事前に初期起動の操作が必要な場

　合があります。
　　　必要に応じて自動的にその案内が表示

　されますので、案内にしたがって操作
　してください。

　　◎もし右の画面が表示された場合は、ご
　利用のパソコンにかんたん設定ツール
　の対象メールソフトがインストールさ
　れていません。

　 　　25 ページの設定情報を参考に、ご使用
　のメールソフトを設定してください。
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　右の画面が表示されましたら、「メールソ
フトを設定する」ボタンをクリックして
ください。

　　 ※ Windows ７、Windows Vista を ご
　利用の場合、「ユーザーアカウント制御」

　　　のウィンドウが開く場合があります。　
　その場合は「はい」または「続行（C）」

　　　をクリックしてください。

    メールソフトへのアカウント設定が完了し
ました。「メールソフトを起動する」をク
リックしてメールがご利用できるかご確
認ください。

　　
　　※新しいメールアドレスが使えるように

　なるまで約 15 分程度かかります。

　　以下の情報を選択・入力し、「次へ」をク
リックしてください。

　　○設定名：
　　　すでにメールソフトに設定されている

　ものがあれば表示されます。
　　　複数ある場合は変更するものを選択し

　てください。
　　○お名前（送信者名）：
　　　こちらで設定したお名前が、メールの

　送信相手に送信元として表示されます。

　　お使いのメールソフトに変更前メールア
ドレスが設定されていない場合は、この
画面が表示されます。

　　その場合は 23 ページの⑯を参照してく
ださい。
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メールアドレスの追加

ご家族の方など別のメールアドレスをご利用されたい場合や、マカフィーを複数のパソコンにインストールす
る場合には、メールアドレスの追加の手続きをしてください。
メガ ･エッグサービスではメールアドレスを最大10 個までご利用いただけます。  
 ・追加メールアドレス：1 個につき月額 105 円 
 ・ファミリーコースまたはファミリーコースプラスの方：5 個まで無料 

❶メガ・エッグ会員サイトにアクセスし、「各
　   種手続き・設定・マニュアルなど」内の  
     「メールに関する手続き・  
     設定マニュアル」→「メールアドレスの  
     追加・削除（解約）」をクリックしてくだ
     さい。  
     http://www.megaegg.jp/member/ 

❷お手元の MEGA EGG 登録内容確認書 
      をご確認いただき、お客さま ID とお客   
      さまパスワードを入力し、 
      「ログイン」ボタンをクリックします。 
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❸「メール契約変更」をクリックします。

❹「メールアドレス追加」をクリックします。 
   

❺「希望メールアドレス」に希望のメール
      アカウント（＠より前の部分）を入力し、
      「選択してください」 をクリックしプル    
      ダウンメニューからお好みのサブドメイ       
      ンを選択します。ご希望のアドレスが          
      決定したら「追加する」をクリックします。
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❻ 追加するメールアドレスをご確認のうえ、
      「追加する」をクリックします。

次の ⑧ 以降の説明は、メールかんたん設定ツールでのメールソフト設定をする場合の手順です。

右記の内容が表示されたら追加の手続
きは完了です。

（約 15 分程で新しいメールアドレスが
ご利用できる状態になります）

この画面で同時に、追加した新しいメー
ルアドレスを使えるよう自動でメールソ
フトへの設定も行えます。

「MEGAEGG メール かんたん設定ツー
ルをご利用いただける環境」をご確認
のうえ、「かんたん設定する」ボタンを
クリックしてください。

※このメールアドレスを別のパソコンで
　利用されるなど、ここで設定をしない
　場合は画面を閉じてください。
　あらためて設定をする際は、25 ペー
　ジの設定情報をご覧いただき設定し
　てください。

「OK」をクリックすると、 メールかんた
ん設定ツールのページに進みます。

※新しいメールアドレスは必ず控えてお
　いてください。
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メールかんたん設定ツールの利用画面に
移ります。
クリックすると、かんたん設 定ツール

（ActiveX）のインストール手順画面が表
示され、同時にインストールが完了します。
画面の案内にしたがって進むと、かんたん
設定ツールが立ち上がります。

※メールアドレスが使えるようになるまで
　約 15 分程度かかりますので、少し時間
　をおいてから開始してください。
※メールソフトを起動させている場合は
　終了してからご利用ください。
※ご利用いただける環境ではない場合、　
　「かんたん設定を開始する」ボタンはク
　リックできません。

まず、かんたん設定ツールの利用にあた
り、ActiveX コントロールをインストー
ルし、利用開始の準備を行います。
過去にかんたん設定ツールをご利用に
なったことがある場合は、すぐに以下のイ
ンストール完了メッセージが出ることがあ
ります。そのまま「OK」をクリックしてく
ださい。

※ Windows7と Internet Explorer9 の
　組み合せを例に説明します。
　（Windows や Internet Explorer の
　バージョンによって表示が若干異なる
　ことがあります。）
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   Internet Explorer のウインドウ下部にイ
ンストール開始の確認メッセージが表示
されたら、「インストール」をクリックし
てください。

　　※ Internet Explorer のバージョンによっ
　ては、Internet Explorer のウインドウ

        上部の情報バーに確認メッセージが表示
　されることがあります。その場合情報
　バーをクリックし「このコンピューター

　      上のすべてのユーザーにこのアドオン
　をインストールする」または「ActiveX  

         コントロールのインストール」を選択   
         してください。

     Windows 7 や Vista の場合はユーザーア
カウント制御のウインドウが開くことが
あります。「はい」または「続行」をクリッ
クして進めてください。

　　

　　セキュリティの警告が表示されたら、「イ
ンストールする」をクリックします。

　　

　　インストール完了メッセージが出てきた
ら完了です。「OK」をクリックしてウイ
ンドウを閉じ、「かんたん設定を開始する」
のボタンをクリックし、メールの設定を
始めてください。

     ※メールソフトを起動させている方は修了  
        してからご利用ください。
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   かんたん設定ツールによる設定を行います。
　　かんたん設定ツールが起動すると、お使

いのパソコンに設定可能なメールソフト
を自動的に検出します。

　　お使いになりたいメールソフトを選択し
てください。

     ※ Windows Live メール（2009 ～　
　　  2012）と Outlook（2003 ～ 2013）
　　  では事前に初期起動の操作が必要な場合 
        があります。
　　  必要に応じて自動的にその案内が表示さ
        れますので、案内にしたがって操作して
        ください。

　　
     ◎もし右の画面が表示された場合は、ご利   
         用のパソコンにかんたん設定ツールの対     
         象メールソフトがインストールされてい  
         ません。
　     25 ページの設定情報を参考に、ご使用
        のメールソフトを設定してください。

     

　　MEGA EGG 登録内容確認書をもとに、
以下の情報を入力し、「次へ」をクリック
してください。

     ○お名前（送信者名）：
　　  こちらで設定したお名前が、メールの送  
        信相手に送信元として表示されます。
     ○ POP パスワード：
　　  パスワードを変更されている場合は、変更後            
         の POP パスワードを入力してください。
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 メールサーバに接続して入力されたパスワー
 ドに間違いが無いか確認中のメッセージが表
  示されます。

　　　　
        ※新しいメールアドレスがご利用できるよう　
　　　     になるまで約 15 分程度かかります。
　　　　  もし右の画面が表示された場合は、「OK」  
               をクリックすると前の画面に戻りますので
　 　　　 再度お試しください。

　

右の画面が表示されましたら、「メールソ
フトを設定する」ボタンをクリックして
ください。

  
  ※ Windows ７、Windows Vista をご利        
     用の場合、「ユーザーアカウント制御」の

ウィンドウが開く場合が　あります。そ
の場合は「はい」または「続行（C）」を
クリックしてください。

    メールソフトへのアカウント設定が完了し
ました。「メールソフトを起動する」をク
リックしてメールがご利用できるかご確
認ください。
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その他のメール設定
かんたんメール設定ツールに対応していないメールソフトをご利用の場合、メガ・エッグ会員サイト
でいくつかのメールソフトウェア設定手順をご案内していますので、こちらをご覧いただき設定して
ください。

メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/
「各種手続き・設定・マニュアルなど」から「メールに関する手続き・設定マニュアル」に進んでください。

設定手順をご案内していないメールソフトをご利用の場合は、以下の設定情報を参考に設定をしてく
ださい。

メールアドレス

pop.megaegg.ne.jp

（POPサーバ）

smtp.megaegg.ne.jp

（SMTPサーバ）

ユーザー名・アカウント名
（メール受信・送信とも同じ）

パスワード
（メール受信・送信とも同じ）

メール送信時のユーザー認証

SSL

受信メールサーバー ポート番号 110

送信メールサーバー ポート番号 587

使用しません。

※メールアドレスと同じ

POPパスワード

(メールアドレス)

　　　　　@ 　　　　　 .megaegg.ne.jp （POP ID）

　　　　　@ 　　　　　 .megaegg.ne.jp 

※「MEGAEGG登録内容確認書」に記載のものか、

　お客さまにてご変更されたものを指定してください。

使用します。
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オプションサービスの設定
この章は、オプションサービスにお申し込みいただいた方を対象としてい
ます。

第 5 章

発信者番号表示（ナンバーディスプレイ）をご利用になる場合には、電話機のナンバーディスプ
レイ機能を有効にする必要があります。

※ ナンバーディスプレイ対応の電話機が必要です。電話機の設定は電話機の取り扱い説明書をご覧ください。

※ ナンバーディスプレイに対応していない電話機を利用されている方は、以下の設定は行わないでください。

　着信の際に、不具合が生じることがあります。

ブラウサ（InternetExplorer など）を起動し、アドレスに「http://web.setup」と入力し、IP フォ
ン対応ルータのクイック設定 Web を開きます。

ブロードバンドルータの管理者パスワードを決めます。 
任意でパスワードを入力してください。

　　右の図の画面が開きますのでユーザ名とパスワードを再度入力します。

発信者番号表示（ナンバーディスプレイ）の設定方法

⇒
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「電話設定」メニューから「電話詳細設定」を選びます。

「ナンバーディスプレイ」の欄に「使用する」のチェックを入れて、「設定」のボタンをクリッ
クします。

「登録」のボタンをクリックします。



28

「OK」をクリックします。

「OK」をクリックし、再起動します。

以上でナンバーディスプレイの設定は完了です。
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電話機からのオプションサービスの設定変更方法
お申し込みいただいた各オプションサービスは、お客さまの電話機または、弊社会員ホームページに
て設定を行えます。

オプションサービスの設定を行うための専用番号（ご契約のお電話からは通話料無料）
各オプションサービスごとに、設定を行うための専用番号を設けております。
設定の際は下記の表をご確認のうえ、ダイヤルしてください。

オプションサービス名
専　用　番　号

ご契約の電話機から その他の電話機から

迷惑電話着信拒否 050 − 8200 − 0144 ご契約の電話機からのみ設定可能です。

非通知着信拒否 050 − 8200 − 0148 ご契約の電話機からのみ設定可能です。

転送電話 050 − 8200 − 0142

広島 ： 082-521-0142
岡山 ： 086-806-0142
山口 ： 083-949-0142
島根 ： 0852-69-0142
鳥取 ： 0857-68-0142

指定番号転送 050 − 8200 − 0147

広島 ： 082-521-0147
岡山 ： 086-806-0147
山口 ： 083-949-0147
島根 ： 0852-69-0147
鳥取 ： 0857-68-0147

お申し込みいただいた各オプションサービスは、お客さまの電話機または、メガ・エッグ会員サイト
にて設定を行えます。
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迷惑電話着信拒否サービスの設定
迷惑電話を受けた直後に、お客さまが電話機から登録操作を行うことにより、以後その電話番号から
かかってきた場合には、お客さまに代わって自動的にメッセージで応答するサービスです。
番号非通知の着信でも登録可能です。
登録可能件数は 30 件。
メッセージでの応答時には、かけてきた相手に通常の通話料金がかかります。

迷惑電話として登録する
１． 迷惑電話を受けた直後に、いったん電話を切り、受話器を上げて 050-8200-0144 をダイ

ヤルします。
２．音声ガイダンス後、 2  を ダイヤルします。

最後に登録した電話番号を１つ解除する
１． 050-8200-0144 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 3  を ダイヤルします。

登録した電話番号を一括で全て解除する
１． 050-8200-0144 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 9  を ダイヤルします。

電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に、お客さまに代わって自動的にメッセージで応答する
サービスです。
本サービスは、お申し込みいただいた時点でサービスの「起動状態」となります。
メッセージでの応答時には、かけてきた相手に通常の通話料金がかかります。

サービスの起動方法
１． 050-8200-0148 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 1  を ダイヤルします。

サービスの停止方法
１． 050-8200-0148 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 0  を ダイヤルします。

自動応答メッセージの内容
「こちらは、エネルギアコムです。」
「おかけになった電話番号は、お客さまのご都合によりお取り扱いができません。」

自動応答メッセージの内容
「こちらは、エネルギアコムです。」
「お客さまおかけになった電話番号へは、非通知ではおつなぎすることが出来ません。
「 恐れ入りますが、電話番号の前に 186 をつけてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直

しください。」

非通知着信拒否サービスの設定
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転送サービスの設定（ご利用開始準備）
あらかじめ設定しておいた電話番号へ自動的に転送するサービスです。
特定の番号のみ転送したり、話中のときだけ転送するなど、転送条件を設定することが出来ます。
また暗証番号を登録しておくことで、出先から携帯電話等で設定変更することも可能です。
このサービスではご契約の電話から転送先まで通話料が発生します。

転送先を登録する
１． 050-8200-0142 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 4  を ダイヤルします。
３．音声ガイダンス後、 0  を ダイヤルします。
４．1  ～  4  で 登録先を選択します。
５．転送先の電話番号をダイヤルし、最後に ＃ を ダイヤルします。
６．1  を ダイヤルします。

転送先の指定
１． 050-8200-0142 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 4  を ダイヤルします。
３．音声ガイダンス後、 1  を ダイヤルします。
４．1  ～  4  で 転送先を選択します。
５．1  を ダイヤルします。

転送条件の設定
１． 050-8200-0142 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 4  を ダイヤルします。
３．音声ガイダンス後、 2  を ダイヤルします。
４．1  ～  4  で 転送条件を選択します。
５．1  を ダイヤルします。

　　　転送条件について

転送サービスの起動と停止
１． 050-8200-0142 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 1  （サービスの起動）または、 0 。すましルヤイダを）止停のスビーサ（ 

無条件転送 かかってきた電話を転送元を呼び出すこと無く直接転送します。

話中時転送 話中の場合に転送します。

無応答転送 一旦転送もとの電話を呼び出したあと、設定された呼び出し時間に応答しな
い場合に転送します。呼び出し時間は１～ 60 秒の間で設定できます。

話中時＆無応答転送 お話中の場合、または設定した時間内に応答しない場合に転送します。
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転送サービスの設定（指定番号の転送）
転送や着信する電話番号をあらかじめ登録し、登録した番号だけを転送したり、着信する機能です。
あらかじめ、転送先の登録を設定してください。

転送または着信させる電話番号を登録する
１． 050-8200-0147 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 3  を ダイヤルします。
３．音声ガイダンス後、希望の電話番号をダイヤルし、 ＃ を ダイヤルします。
４．1  を ダイヤルします。

サービスの利用開始（転送 / 着信）と一時停止
１． 050-8200-0147 をダイヤルします。
２． 指定した番号のみ転送する場合 1  、 指定した番号以外転送する場合 2  、 サービスを一時

停止する場合は 0  を ダイヤルします。

あらかじめご契約の電話機から暗証番号を設定することにより、外出先（携帯など）でも設定を変更
することが可能です。※暗証番号の初期値は MEGA EGG 登録内容確認書のリモートカスコンパス
ワード欄に記載しております。

暗証番号の設定
１． 050-8200-0142 をダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、 4  を ダイヤルします。
３．音声ガイダンス後、 3  を ダイヤルします。
４．音声ガイダンス後、希望の暗証番号（６～８桁）をダイヤルし、 ＃ を ダイヤルします。
５．1  を ダイヤルします。

転送の開始と転送先の選択
１．下記のリモート操作用専用番号へダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、「ご契約の電話番号」をダイヤルし、 ＃ を ダイヤルします。
３．リモート操作用暗証番号をダイヤルし、 ＃ を ダイヤルします。
４． 1   、はたま）動起のスビーサ（ 0  、）止停のスビーサ（ 4 。すましルヤイダを）定指の先送転（ 

指定番号への転送／着信開始と停止
１．下記のリモート操作用専用番号へダイヤルします。
２．音声ガイダンス後、「ご契約の電話番号」をダイヤルし、 ＃ を ダイヤルします。
３．リモート操作用暗証番号をダイヤルし、 ＃ を ダイヤルします。
４． 1  （指定転送）または、  2  （指定着信）、  0 。すましルヤイダを）止停のスビーサ（ 

リモート操作

リモート操作で変更可能な設定 リモート操作専用番号

サービスの利用開始
サービスの一時停止
転送先の選択

広島：082-521-0142　　　岡山：086-806-0142
山口：083-949-0142　　　島根：0852-69-0142
鳥取：0857-68-0142

サービスの一時停止
指定番号への転送開始
指定番号以外の転送開始

広島：082-521-0147　　　岡山：086-806-0147
山口：083-949-0147　　　島根：0852-69-0147
鳥取：0857-68-0147

よくあるご質問Q&A

Q．各種 IDやパスワードは変更できますか?
A． MEGAEGG登録内容確認書に記載されているパスワードは全て変更することが可能です。 

ただし、IDは変更できません。

Q．スマートフォンやタブレット機器、Nintendo ３DSなどのゲーム機での接続はできますか？
A．各機器の無線接続設定を行っていただくことでご利用は可能です。

Q．メガ・エッグサービスでサーバを立ち上げることはできますか?
A． メガ・エッグオフィスプランをご契約いただくことで可能となります。メガ・エッグファイバー、および光マンションの
       契約ではサーバ等の構築は禁止しております。

 

Q．希望のメールアドレスを取得したい。
A． メールアドレスは、開通時に当社で決めさせていただいており、開通後に下記URLからご希望のアドレスに変更していた
      だくことが可能です。
　　メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/index.html
      当社より指定させていただいているメールアドレスからの変更手続きは無料です。
    （お申し込み時、希望アドレスの記入をしていただいている方、すでに1度変更されている方は手数料525円必要です。）
     メールアドレスを変更した場合、メールの設定を変更する必要がございます。（12ページをご覧ください。）

Q．メールを転送したい。
A．メガ・エッグ会員サイトの「メールに関する手続き・設定マニュアル」にて設定することができます。
     メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/
     ※サーバにコピーを残す場合はメールBOXの容量にご注意ください。

 

A．メガ・エッグ会員サイトの「光電話／IPフォンに関するヘルプ・申込み」にてお申込みいただけます。
メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/

A．メガ・エッグ会員サイトから通話明細を照会できます。
メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/
MEGA EGG登録内容確認書に記載の「お客さまID」と「お客さまパスワード」が必要となりますので、
お手元にご用意ください。 

Q．インターネットと電話を同時に利用できますか?

Q．通話明細を見ることができますか?

A．できます。パソコンでインターネット接続中でも発信および着信できます。

Q．IPフォンルータで利用できる電話機は何台ですか?
A．電話機は１台を推奨しております。
　　複数台接続される場合はお客さまの配線状況によりご利用いただけない場合がございます。

Q．市内へ電話がかけられない。
　　 「こちらは、エネルギアコムです。おかけになった電話番号へはおつなぎすることができません。」のガイダンスが流れる。
A．市外局番を付けてダイヤルしてみてください。

Q．市外への電話や国際電話がかからない。
　　「こちらは、エネルギアコムです。おかけになった電話番号へはおつなぎすることができません。」のガイダンスが流れる。
A．電話機のACR/LCR機能はOFFにしてご使用ください。
　　外部アダプタタイプの場合は取り外してください。

Q．携帯電話にかからない。
A．電話機に「0077」や「0033」などの電話会社指定番号を自動的に付加する機能がついていませんか ?
　　電話会社選択機能はOFFにしてご使用ください。

Q．停電のときにIPフォンは利用できますか?

Q．オプションサービスを申込みたい。

A．停電時はご利用できません。携帯電話や近くの公衆電話をご利用ください。

全般的なQ&A

メールに関するQ&A

電話に関するＱ＆Ａ

ここに掲載のもの以外にもメガ・エッグのホームページに「よくあるご質問」を掲載しています。
http://www.megaegg.jp/
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よくあるご質問Q&A

Q．各種 IDやパスワードは変更できますか?
A． MEGAEGG登録内容確認書に記載されているパスワードは全て変更することが可能です。 

ただし、IDは変更できません。

Q．スマートフォンやタブレット機器、Nintendo ３DSなどのゲーム機での接続はできますか？
A．各機器の無線接続設定を行っていただくことでご利用は可能です。

Q．メガ・エッグサービスでサーバを立ち上げることはできますか?
A． メガ・エッグオフィスプランをご契約いただくことで可能となります。メガ・エッグファイバー、および光マンションの
       契約ではサーバ等の構築は禁止しております。

 

Q．希望のメールアドレスを取得したい。
A． メールアドレスは、開通時に当社で決めさせていただいており、開通後に下記URLからご希望のアドレスに変更していた
      だくことが可能です。
　　メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/index.html
      当社より指定させていただいているメールアドレスからの変更手続きは無料です。
    （お申し込み時、希望アドレスの記入をしていただいている方、すでに1度変更されている方は手数料525円必要です。）
     メールアドレスを変更した場合、メールの設定を変更する必要がございます。（12ページをご覧ください。）

Q．メールを転送したい。
A．メガ・エッグ会員サイトの「メールに関する手続き・設定マニュアル」にて設定することができます。
     メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/
     ※サーバにコピーを残す場合はメールBOXの容量にご注意ください。

 

A．メガ・エッグ会員サイトの「光電話／IPフォンに関するヘルプ・申込み」にてお申込みいただけます。
メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/

A．メガ・エッグ会員サイトから通話明細を照会できます。
メガ・エッグ会員サイト http://www.megaegg.jp/member/
MEGA EGG登録内容確認書に記載の「お客さまID」と「お客さまパスワード」が必要となりますので、
お手元にご用意ください。 

Q．インターネットと電話を同時に利用できますか?

Q．通話明細を見ることができますか?

A．できます。パソコンでインターネット接続中でも発信および着信できます。

Q．IPフォンルータで利用できる電話機は何台ですか?
A．電話機は１台を推奨しております。
　　複数台接続される場合はお客さまの配線状況によりご利用いただけない場合がございます。

Q．市内へ電話がかけられない。
　　 「こちらは、エネルギアコムです。おかけになった電話番号へはおつなぎすることができません。」のガイダンスが流れる。
A．市外局番を付けてダイヤルしてみてください。

Q．市外への電話や国際電話がかからない。
　　「こちらは、エネルギアコムです。おかけになった電話番号へはおつなぎすることができません。」のガイダンスが流れる。
A．電話機のACR/LCR機能はOFFにしてご使用ください。
　　外部アダプタタイプの場合は取り外してください。

Q．携帯電話にかからない。
A．電話機に「0077」や「0033」などの電話会社指定番号を自動的に付加する機能がついていませんか ?
　　電話会社選択機能はOFFにしてご使用ください。

Q．停電のときにIPフォンは利用できますか?

Q．オプションサービスを申込みたい。

A．停電時はご利用できません。携帯電話や近くの公衆電話をご利用ください。

全般的なQ&A

メールに関するQ&A

電話に関するＱ＆Ａ

ここに掲載のもの以外にもメガ・エッグのホームページに「よくあるご質問」を掲載しています。
http://www.megaegg.jp/
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接続やメールの送受信に関するトラブルなど、技術的なご質問はメガ・エッグサポートセンターへ
お願いします。

メガ・エッグサポートセンター（０１２０－０５０－１５７）（受付時間 9:00 ～ 21:00）
ご利用にあたっては以下の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

メンテナンスに関するご案内
　メガ・エッグサービスでは、お客さまに快適にご利用いただくため、設備的な増強や脆弱性を改善してい
くためにメンテナンス作業を行っております。作業内容によっては、一時的にサービスの停止を伴う場合が
ございますのであらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
　サービスの停止を伴う作業を行う際には、事前にご契約の基本メールアドレス宛てにご連絡させていただ
いておりますので、ご契約者さままたはネットワーク管理者さまは定期的に基本メールアドレスの受信をお
願いいたします。また、緊急を要する作業やメールサービスに関わる停止の場合、メガ・エッグ会員サイト
のお知らせ欄に掲載させていただく場合がございますので、予期しない停止があった場合、こちらもご覧く
ださいますようお願いいたします。

お問い合わせの際には
■ メガ・エッグ会員サイトにも設定資料、技術情報を掲載させていただいておりますのであわせてご利用く

ださい。
■的確な回答をご案内させていただくため、お問い合わせ前に次の点についてあらかじめご準備くださいま

すようお願いします。
　・ご契約者さまのお名前　　　　　・登録ＩＤまたは認証ＩＤ
　・ご利用のサービス（メガ・エッグファイバー / メガ・エッグ光マンション / 光電話 /IP フォン）
　・ご利用のパソコンについて（Ｗｉｎｄｏｗｓ / Ｍａｃ）
　・状況について
　　いつから（つい先ほど / 昨日から /1 週間前 / など）
　　何をしたとき（接続しようとした時 / メールの送受信の時 / など）
　　エラーメッセージ（全文）とその他の画面表示された文字やウィンドウ
■メールの受信トラブルのご相談をメールにていただく場合、必ず受信が行えるメールアドレスもしくは連

絡先電話番号を記載してください。
■お客さま自身でご用意されたルータなど接続機器や、メーカー独自のソフトウェアに関するご質問は、メー

カーや購入された販売店などへご相談ください。
■メガ・エッグサポートセンターは当社サービスをご利用いただくにあたっての、接続やメールの送受信に

関するトラブルや、その他の基本的な利用方法などについて、お客さまの疑問を解決するお手伝いをする
ためのご案内をします。これらに関連性のないお問い合せや、その他特殊な利用方法などに関するお問い
合せはご遠慮ください。

お問い合わせの前に
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IP フォン対応ブロードバンドルータのご返却について
｢メガ・エッグ光電話 /IP フォン｣ を解約された場合、自動的にレンタル契約は解約となります。
この場合、解約後 8 日以内に、下記住所に本商品一式（添付品含む）を着払いでご返却ください。

【ご返却先】
〒 436 − 8501
　静岡県掛川市下俣 800
　　NEC アクセステクニカ　SL 製造部レンタルグループ　宛
　　TEL：0537 − 23 − 1164
　　（電話でのお問い合わせはお受けできません）

・返却先をお間違いのないようご注意ください。
・輸送時の破損を防ぐため、お届け時の箱・梱包材、またはエアキャップなどの緩衝材に梱包く 

ださい。（メガ・エッグ光電話 /IP フォンをご利用の間、箱や添付品は大切に保管願います。）
・返却先に記載の電話番号は、メガ・エッグ光電話 /IP フォンに関するお問い合わせ窓口では

ありません。
・レンタル機器の返却に関するお問い合わせは、

メガ・エッグお客さまセンター０１２０－ 505 － 898（受付時間　9：00 ～ 21：00）
へお願いします。
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ラクラク健康管理のご利用準備

❶  インターネットブラウザ（Internet Explorer 等）を立ち上げ、  
       http://kfh.jp/megaegg/ を 開いてください。

      スマートフォン・携帯電話からご利用の方は、右記の
      バーコードリーダーからでも読み取り可能です。

❷  お手元の MEGA EGG 登録内容確認書に記載の「お客さま ID」と
       「お客さまパスワード」を入力してください。

❸ ログイン後、ラクラク健康管理用のログイン ID（メールアドレス ※）  
      とパスワードを設定してください。

     （※メガ・エッグ以外のメールアドレスも設定可能です。 
　　    また、メガ・エッグの初期メールアドレスから、お客さま任意の
　　    メールアドレスへ変更された場合は、変更後のメールアドレスを　
　   　 入力してください）

      （注）指定メールアドレスやドメインによる受信許可・拒否の設定を
　　    している方は、下記のメールアドレスを受信できる状態にあらか
　　　 じめ設定しておいてください。
　　    ラクラク健康管理からの通知アドレス ： regist@kfh.jp

      設定後、ログイン ID として入力されたメールアドレスに確認用の       
      メールが届きます。

❹ 「メールが届きましたら記載されている「本登録用の URL」をクリッ
      クしていただき、登録は完了です。
     最初に登録された方に限り、ご家族分の ID を登録することができ
      ます。
     （ご自分を含めて最大 5 人分のログイン ID を取得できます）

      ログインページよりログイン後、サービスをご利用いただけます。
      なお、ご契約時に本サービスをお申し込みでない場合も、メガ・  
      エッグ開通後、メガ・エッグ会員サイトよりお申し込みいただけます。

「ラクラク健康管理」をお申し込みいただいたお客さまは、MEGA EGG 登録内容確認書が届き次第、
本サービスをお使いいただけます。

「ラクラク健康管理」の登録方法については、以下の手順をご覧ください。

（注）登録には、メールアカウント情報の入力が必要になりますので、メールの設定完了後に行ってください。

URL　http://kfh.jp/megaegg/
QRコード
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＋

（受付時間 9：00～21：00 年中無休）

お客さまセンター
0120-505-898

サポートセンター
（受付時間 9：00～21：00 年中無休）

メガ・エッグお客さまセンター/サポートセンター

2013.03.pdf版


