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セットアップの流れ

セットアップの流れ
ご契約の内容（コース、光電話契約の有無など）により一部セットアップの手続きが異なります。
該当するパターンの流れにそってお進みください。

◎光電話を利用する方
◎光電話を利用しない方

⇒
⇒

第６章
第３章

まで設定してください。
または 第４章 まで設定してください。

設定資料（登録内容確認書・本冊子）の到着
※期間が空きますので設定資料の紛失
には十分お気をつけ下さい。
メガ・エッグ開通工事日程の調整
（工事担当者より工事日程の調整のご連絡をいたします。）

光電話ルータ
（VA）
または光ネット無線ルータの到着（開通工事の少し前）
（※メガ･エッグ開通工事日程の調整と前後する場合があります。）

機器の接続・設定 （本冊子にてご説明します。）

第１章

設定の準備

メガ・エッグ開通工事

開通工事と開通試験を行います。
お部屋内での作業がありますので、お立会いが必要です。

第２章 配線・接続設定

コースの確認
ファミリーコース、
ファミリーコースプラス、
ホームライト

スタンダードコース

第３章 メールの設定
第４章 セキュリティソフトとリモートヘルプ
サービスのご利用準備

光電話契約の確認
光電話の契約がある方
新しく電話番号を
取得する方

第５章

第６章

利用中の電話番号を
継続する方

電話番号切替の予約

電話機の配線と開通試験

ご利用開始

光電話の契約がない方

セットアップの流れ

セットアップの流れ
100メガサービスから１ギガサービス(またはその逆)に変更した方の流れになります。

◎光電話を利用する方
◎光電話を利用しない方

⇒
⇒

第６章
第３章

まで設定してください。
または 第４章 まで設定してください。

登録／変更内容確認書・速度設定切替工事日の通知書・本冊子の到着
光電話ルータ
（VA）
または光ネット無線ルータの到着
（本冊子とは別にお届けしますので、到着日が前後する場合があります。）

機器の接続・設定 （本冊子にてご説明します。）
第１章

設定の準備

速度設定切替作業

回線速度の切替作業を行います。
作業内容によっては開通工事と同様にお立会いが必要です。

第２章 配線・接続設定
コースの確認
コースを変更する方
ファミリーコースプラスからの変更の方は
「光電話契約の確認」
へお進みください。

コース変更しない方
または
「スタンダードコース」へ変更する方

第３章 メールの設定
第４章 セキュリティソフトとリモートヘルプ
サービスのご利用準備

光電話契約の確認
既に光電話の契約がある方

サービスの変更と同時に光電話を契約した方

光電話契約の確認
新しく電話番号を
取得する方

利用中の電話番号を
継続する方

第５章

第６章

電話番号切替の予約

電話機の配線と開通試験

ご利用開始

光電話の契約がない方

第１章

第

1

章

設定の準備

設定の準備
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。

「登録内容確認書」の準備
お客さまへお送りしております「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。

「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。
「初期設定時に必要となる項目」
光電話ルータ（または光ネット無線ルータ）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。
※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/

この「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。

メガ・エッグ お客さまセンター
ゴ ー ゴ ー エッグ へ

0120-505-898 （受付時間 9：00 〜 21：00）
※ 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。
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第１章

設定の準備

LAN ケーブル、LAN ポート、無線 LAN 機器 ( 必要な方のみ）
み の準備
み）
●有線 LAN でご利用される場合
＜ LAN ケーブル＞
お客さまにて光電話ルータの設置場所（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。
（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。
）
100メガサービスでは「カテゴリー5」以上、1 ギガサービスでは「カテゴリー 5e」以上の LAN ケー
ブルが必要です。
＜ 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。
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。
100メガサービスでは「100BASE-TX」、1ギガサービスでは「1000BASE-T」に対応したLANポート
が必要です。
＜ LAN ケーブル＞

＜ LAN ポート＞

準備するもの

100メガサービス

1ギガサービス

LANケーブル規格

カテゴリー5以上

カテゴリー5e以上

LANポート規格

100BASE-TX

1000BASE-T

●無線 LAN でご利用される場合
ご利用の端末機器（パソコンなど）には無線ＬＡＮに対応したものをご用意ください。
＜光電話ルータ（VA) 無線タイプ または 光ネット無線ルータ をご利用の方＞
使用可能な無線 LAN 規格は、後述の「光電話ルータ（VA）無線対応の無線 LAN 機能について」を
ご覧ください。
＜光電話ルータ（VA）有線タイプをご利用の方＞
お客さまにて無線 LAN 親機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。）
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第２章

第
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章

配線・接続設定

配線・接続設定
通信機器を配線し、インターネット接続の設定を行います。
す
す。

回線接続装置の配線について
メガ・エッグ光ネット［ホーム／ホームライト／マンショ
ン FTTH タイプ］で、開通工事に設置した回線接続装置に
はLANケーブルの差込口が２つあるものがありますが、ご

回線接続装置ポート配置の例
（お使いの機器により異なります）

（1 ギガ用）

加入サービスによって差込口が異なります。

サービス

UNI ポート

LAN ケーブルの差込口

100メガサービス

VoIPポート

1 ギガサービス

UNI ポート

VOIP ポート

（100メガ用）

100メガサービスから1ギガサービス（または1ギガサー
ビスから100メガサービス）へ変更された場合も差込口を
替えてください。

光電話ルータ（VA
V ）の配線
VA
以下の図にならって、光電話ルータ
（VA）
やパソコンを配線してください。
LAN ケーブル
（お客さまにてご用意いただくもの）

LAN ケーブル
（光電話ルータ付属品）

パソコンなど
LAN ポート（灰色）

WAN ポート（青色）

回線接続装置
（または VDSL モデム）

無線 LAN 機器
（ご利用の場合）
AC アダプタ
（光電話ルータ付属品）

光電話ルータ（VA）の背面

お客さまにて無線 LAN 親機をご用意されている場合の配線
光電話ルータ（VA）の LAN ポートに無線 LAN 親機を LAN ケーブルで接続
してください。
無線 LAN 親機として無線ＬＡＮ対応ブロードバンドルータをご使用の場合
は、ルータ機能を OFF（アクセスポイントモード）にしてご利用ください。
各無線 LAN 機器の設定につきましては、無線 LAN 機器のメーカーへお問い
合わせください。

電話機の配線については、第６章を参照ください。
（光電話契約のある方のみ）
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第２章

配線・接続設定

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、光電話ルータ（または光ネット無線ルータ）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と光電話（光電話契約のある方のみ）の接続設定が開
始されます。
以下の図のとおりにランプの状態が変化し、Step4 の状態になれば設定は完了です。
Step4 の状態になるまで電源を切らないようにお願いします。

●光電話ルータ
（VA)無線タイプ または光ネット無線ルータ
Step１
電源ON

Step２
自動設定中

Step３
再起動中

Step４
設定完了

POWER

緑

緑

緑

緑

ステータス

赤

赤

緑

光電話

緑

無点灯

緑

緑 ※

電話１

無点灯

無点灯

無点灯

緑 ※

電話２

無点灯

無点灯

無点灯

緑 ※

インターネット

緑

無点灯

緑

緑

AIR̲2.4G

緑

無点灯

緑

緑点滅

AIR̲5G

緑

無点灯

緑

緑点滅

設定状況

ラ
ン
プ

Aterm WH832A

緑

オレンジ
点滅

※光電話契約の無い場合、
「光電話」
「電話1」
「電話2」は無点灯になります。

●光電話ルータ
（VA)有線タイプ
Step１
電源ON

Step２
自動設定中

Step３
再起動中

Step４
設定完了

POWER

緑

緑

緑

緑

ステータス

赤

赤

緑

電話サービス

緑

無点灯

緑

緑

電話１

無点灯

無点灯

無点灯

緑

電話２

無点灯

無点灯

無点灯

緑

インターネット

緑

無点灯

緑

緑

設定状況

ランプ

Aterm BH812V

緑

オレンジ
点滅

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。
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配線・接続設定

光電話ルータ（VA
V ) 無線タイプの無線 LAN 機能について
VA
光電話ルータ（VA
V ) 無線タイプ（または光ネット無線ルータ）には無線 LAN 親機の機能が内蔵されています。
VA
す
す。
パソコンやスマートフォンなどの端末に無線の設定をすることで、無線でインターネットをご利用いただけます。
す
す。
（利用できる無線 LAN 規格は、接続する端末の仕様により異なります。
す）
す。
[無線LAN対応規格表]
機種名
H832A

周波数帯
5GHz/2.4GHｚ
（同時利用可）

最大通信速度（理論値）

無線LAN対応規格
IEEE 802.11ac

IEEE 802.11n

IEEE 802.11a

IEEE 802.11g

IEEE 802.11b

○

○

○

○

○

867Mbps ※

300Mbps ※

54Mbps

54Mbps

11Mbps

※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。

●無線 LAN の設定
無線 LAN 接続には、無線 LAN 親機のラベルに記載の「ネットワーク名（SSID）」と「暗号化キー」
ー を利用します。
ー」
（WH832A

【一般的な設定方法
①パソコンなどの接続する端末の無線LAN接続の画面で、ラベルに記載のSSIDを選択します。
②暗号化キーを入力します。（暗号化の種類は「AES」を選択します。

接続設定の方法として、
「らくらく無線スタート」
ト、
ト」
「WPS 機能」
、
「At
A erm らくらく QR スタート」
At
ト （WH832A
ト」
のみ）
み に対応しています。
み）
す 詳細につきましては光電話ルータ（VA
す。
V ) に同梱の『ご利用ガイド』をご覧ください。
VA

●こども安心ネットタイマー対応（WH832A のみ）
み
み）
お子さまのスマートフォンやゲーム機など、曜日・時間で無線接続の制限をかけることができます。
す
す。
詳細につきましては、メガ・エッグ会
グ 員サイ
グ会
サ トにてご確認ください。
サイ

メガ・エッグ会員サイト：http://www.megaegg.jp/member/
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第３章 メールの設定
３-１ メールご利用開始までの流れ

第

3

章

メールの設定

３-１ メールご利用開始までの流れ
次の流れでメールのご利用を開始いただけます。

Step１

初期メールアドレスを変更する

メガ・エッグサービスにお申込みいただいた際に発行される初期メールアドレス（登録内容確認書で
ご確認いただけます）は、初回のみ無料で変更することができます。
お好みのメールアドレスに変更してお使いください。
覚えやすいメールアドレス
へ変更しよう！

（初期メールアドレスをそのままお使いいただいても問題はありません。）

○○○○○○@○○○.megaegg.ne.jp

①
②
①お好きな名前を指定していただくことができます。
②選択肢の中からお好きな単語を選択いただくことができます。
（ご注意）メールアドレスの変更は何度でもできますが、
２度目以降の変更の際は手数料がかかります。

Webメールを使う場合

メールソフトを使う場合

ブラウザを使ってメールシステムを利用する
方法です。

Windows Liveメール、Outlook等のメールソフ
トを使う方法です。

※利用するパソコン等にメールソフトが必要です。パソコ
ン環境によっては、予めインストールされている場合
もあります。

インターネットに繋がる
環境があれば、スマート
フォンやタブレットで外
出先からメールチェック
ができるよ。

次のどちらかの方法でメールソフトの設定作業
を行ってください。

「メガ・エッグ メール」は、メガ・エッグの
お客さま専用のWebメールシステムです。
メールソフトは必要ありません。
設定作業も必要ありません。
ブラウザからログインすれば、
すぐにメールが使えます。

Step2 メールソフトの設定をする
■ かんたん設定する
「かんたん設定ツール」を使えば、簡単な操
作でメールソフトの設定を行うことができます。
《「かんたん設定ツール」の利用環境》
対象OS
対象メール
ソフト

Windows8.1／7／Vista
Windows Liveメール 2008以降、
Windowsメール、
Outlook 2007以降

※Windows10には対応しておりません。

メガ・エッグ メールのメールボックスの保存
容量は5GB※。動画や写真等の添付ファイルも
パソコン等のディスク容量を気にせず受信でき
ます。

※スタンダードコースは1GBです。

■ 手動で設定する
お使いのOSやメールソフトが「かんたん設定
ツール」に対応していない場合は、手動で設定し
ます。

さっそく「P8 メールアドレスを変更する」から始めましょう。
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第３章 メールの設定
メールご利用開始までの流れ

メールアドレスを追加するには？
メガ・エッグのメールアドレスは、最大10個までご利用いただけます。
メールアドレスを複数持つことができるため、仕事用とプライベート用でメールアドレスを
使い分けたり、家族それぞれが自分のメールアドレスを持ちたい場合などに便利です。
・追加メールアドレスは、１個につき月額１００円（税抜き）がかかります。
・ファミリーコースやファミリーコースプラスの方は5個まで無料です。
⇒「P21 メールアドレスを追加する」

迷惑メールをシャットアウト！
嫌がらせメールや広告メールなどの受け取りたくない
迷惑メールを防ぐ「迷惑メールフィルタリングサービス」
を無料でご利用いただけます。

迷惑メールは、お客さまに届く前に
隔離または削除されます。

特別な手続きは不要です。会員サイトからサービス
利用の設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。
下記のURLへアクセスしてください。
⇒

http://www.megaegg.jp/option/spamﬁlter/
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第３章 メールの設定
３-２ メールアドレスを変更する

３- ２

メールアドレスを変更する

メールアドレスの変更は、メガ・エッグ会員サイトから行います。
（注意）初期設定のメールアドレスに限り１度のみ無料でメールアドレスの変更ができます。
２度目以降の変更の際は手数料がかかります。

メールアドレスの変更方法
お手元に 登録内容確認書 を準備して、メガ・エッグ会員サイトにアクセス
してください。

メガ・エッグ会員サイト：http://www.megaegg.jp/member/

①「設定・マニュアル」メニューの
「メールの設定」をクリックして
ください。

②「お客さま契約内容照会/変更」
をクリックしてください。

③ 登録内容確認書より、お
客さまID と お客さまパス
ワード を入力してくださ
い。

④「ログイン」ボタンを
クリックしてください。
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メールアドレスを変更する

⑤「ご契約情報」をクリックしてください。

⑥「メール契約変更」を
クリックしてください。

⑦「変更する」ボタンを
クリックしてください。
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第３章 メールの設定
３-２ メールアドレスを変更する

⑧希望するメールアドレスを
設定してください。

希望の文字列を入力してください。
※使用できる文字の種類や文字列
の長さに制限があります。
画面の説明をご確認ください。

プルダウンメニューから希望する
単語を選択してください。

⑨「変更する」ボタンを
クリックしてください。

⑩ 希望するメールアドレスの入力に
誤りがないことを十分確認してください。

⑪「変更する」ボタンを
クリックしてください。

下記の画面が表示されたらメールアドレス変更は完了です。
（注意）新しいメールアドレスが使えるようになるまでに、約15分程かかります。

こちらをクリックすると
メールアドレス一覧画面へ戻ります。

⑫新しいメールアドレスを使うには、
「メールを使う」ボタンをクリックしてください。
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メールアドレスを変更する

メールサービスご利用にあたってのご案内がプラウザに表示されます。
新しいメールアドレスの利用方法を選択してください。

メガ・エッグ メールを
使う場合は、 ここをク
リックしてください。

メガ・エッグ メールのログイン
画面が表示されます。
⇒「P12 メガ・エッグ メールを使う」
の②へ進んでください。

メールソフトをかんたん設定ツー
ルで設定する場合は、
「かんたん設定を開始する」ボタン
をクリックしてください。

メールソフトを手動設定する場合は、
ここをクリックしてください。

インストール手順のページ
が表示され、かんたん設定
ツールのインストールが開
始されます。
⇒「P16 メールソフトの
かんたん設定」

メールソフトを手動設定する方法の説明が表示されます。
⇒「P19 メールソフトの手動設定」の③へ進んでください。
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第３章 メールの設定
３-３ メガ・エッグメールを使う

３- ３ メガ ･ エッグ メールを使う
メガ・エッグ メール（Web メール）は、パソコンや・携帯などのブラウザで、メールアドレスと
POPパスワードを入力するだけで、すぐにお使いいただけます（設定操作は必要ありません）。
さっそく使ってみましょう。

１．ログインする
メガ・エッグ会員サイトにアクセスしてください。
メガ・エッグ会員サイト：http://www.megaegg.jp/member/

①「MEGA EGGメール」を
クリックしてください。

メガ・エッグ メールのログイン画面が表示されます。
②メールアドレスと POPパスワード※
を入力してください。
※POPパスワードは、
「登録内容確認書」に
記載されています。

③「ログイン」ボタンを
クリックしてください。

通常は「デフォルト」のままご利用ください。

ログイン画面をブックマークしよう！
メガ・エッグ メールのログイン画面（https://webmail.megaegg.ne.jp/）
をブックマークしたり、デスクトップにショートカットを作成しておくと
スピーディにメールチェックができて便利です。
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第３章 メールの設定
メガ・エッグメールを使う

２．メールを送る

④「新しいメッセージ」ボタンを
クリックしてください。

メール送信画面が表示されます。

宛先のメールアドレスを入力してください。

件名を入力してください。

メール本文を入力してください。

⑤「送信」ボタンをクリックするとメールが送信されます。

（「送信済み」フォルダに、送信したメッセージが保存されます。）

よく使うメールアドレスは登録しておこう！
よく使うメールアドレスを登録しておくことで、毎回メールアドレスを入力し
なくても、「宛先」ボタンをクリックして選択できます。
「連絡先」タブをクリックすると、連絡先の管理画面が表示されます。

13

第３章 メールの設定
３-３ メガ・エッグメールを使う

３．メールを読む
メールの振り分け設定等をしていない場合、通常は「受信箱（▼90日削除）」フォルダに受信
メールが入ります。

①「受信箱（▼90日削除）」フォルダをクリックすると、
受信メールの一覧が右の欄に表示されます。
受信メールの一覧が表示されます。

②読みたいメールをダブル
クリックしてください。

メールの保存期間に注意！
「受信箱（▼90日削除）」フォルダ
配下の受信メールは、受信後90日を経過する
と自動的に削除されるので、ご注意ください。
※「迷惑メール」と「ゴミ箱」フォルダのメ
ールは、フォルダに入った日から14日間で
自動的に削除されます。

メールの内容が表示されます。

大切なメールは保存して
おこう！
削除したくない大切なメールは「保存」
フォルダへ移動させておきましょう。
（「保存」フォルダのメールの保存期間は
無期限です。自動的に削除されることはあ
りません。）

返信してみよう！
上記の受信メールを表示している画面で「返信」ボタンをクリックすると、
宛先に差出人が設定された状態でメール送信画面が表示されるので、返信が簡単にできます。
「返信」ボタンをクリックすると、
メール送信画面が表示されます。

迷惑メールフィルタリングサービスを使おう！
メガ・エッグ メールの画面（右図）から迷惑メールフィル
タリングサービス（P7参照）の画面を直接呼び出して設定
できます。
HTML版や携帯版では項目が表示されません。
下記URLの画面からアクセスしてご利用ください。
⇒ http://www.megaegg.jp/option/spamﬁlter/login.html
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クリックすると、フィ
ルタリングの設定画面
が表示されます。
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メガ・エッグメールを使う

４．ログアウトする
「▼」マークをクリックして表示されるメニューで、
「ログアウト」をクリックしてください。

５．その他の操作・設定について
メガ・エッグ メールのその他の機能や操作方法等で分からないことがあるときは、ヘルプをご利用
ください。

「▼」マークをクリックして表示されるメニューで、
「ヘルプ」をクリックしてください。
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第３章 メールの設定
３-４ メールソフトの設定をする

３- ４

メールソフトの設定をする

メールソフトの設定は、次の「１．メールソフトのかんたん設定」または「２．メールソフトの手動設定」
のいずれかの方法で行ってください。
（※Windows10のパソコンは手動設定です。）

１．メールソフトのかんたん設定
メールアドレスの変更後、ブラウザに表示されるメールアドレスのご利用にあたっての画面（11 ペー
ジ）で「かんたん設定を開始する」ボタンをクリックすると、かんたん設定ツールのインストールが
開始されます。
（補足）・メールアドレスの追加後のメールソフト設定操作も同様です。
・既存のメールアドレスをメールソフトに設定する場合は、18 ページをご覧ください。
インストール手順がブラウザ画面に表示されますので、案内にしたがって操作を進めてください。

この画面が表示されたら、かんたん設定ツール
のインストールは完了です。

①「かんたん設定を開始する」
ボタンをクリックしてください。
※メールソフトを起動させている
場合は、終了してからクリック
してください。

かんたん設定ツールが起動し、次のような画面が表示されます。

② 使いたいメール
ソフトを選択する。

かんたん設定ツールで設定できるメールソフトで、
パソコンにインストールされているものを自動的
に検出して表示します。

③「次へ」ボタンをク
リックしてください。

お使いのパソコンにかんたん設定ツールで設定できるメールソフトがない場合は、
次のような画面が表示されます。
左図の画面が表示された場合や、かんたん設定ツールの画面に
希望するメールソフト名が表示されない場合は、手動で設定を
行ってください。
⇒「P19 メールソフトの手動設定」
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メールソフトの設定をする

設定手順がブラウザに表示されますので、案内にしたがって操作を進めてください。

次のような画面が表示されたら、メールソフトの設定は完了です。

こちらをクリックすると
画面を閉じ、設定したメー
ルソフトが起動します。

こちらをクリックすると
画面が閉じます。

設定したメールソフトを起動して、メールを使ってみましょう。
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第３章 メールの設定
３-４ メールソフトの設定をする

既存のメールアドレスをメールソフトに設定するには？
これまで使っていたメールアドレスを新しいパソコンで使う場合など、
既存のメールアドレスをそのままメールソフトに設定したい場合も、メールかんたん設定
ツールをご利用いただけます。
メガ・エッグ会員サイト（http://www.megaegg.jp/member/）にアクセスしてください。

①「設定・マニュアル」メニューの
「メールの設定」をクリックして
ください。

②「メール設定マニュアル」
をクリックしてください。

③「かんたん設定を開始する」ボタン
をクリックしてください。

以降は画面の説明にしたがって操作を進めてください。
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メールソフトの設定をする

２．メールソフトの手動設定
かんたん設定ツールに対応していないメールソフトやＯＳをご利用の場合、各メールソフトの画面で
設定を行います。
会員サイトにて、いくつかのメールソフトの設定手順をご案内しています。
メガ・エッグ会員サイト：http://www.megaegg.jp/member/

①「設定・マニュアル」メニューの
「メールの設定」をクリックして
ください。

②「メール設定マニュアル」
をクリックしてください。

③ 希望するメールソフト名をクリック
すると、設定操作の説明が表示され
ます。
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会員サイトに設定手順のご案内が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

＠

.megaegg.ne.jp（メールアドレス）

pop.megaegg.ne.jp（POPサーバ）
受信メールサーバ
SSL

使用する

ポート番号

995

smtp.megaegg.ne.jp（SMTPサーバ）
送信メールサーバ
SSL
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

使用する
＠

ポート番号

465

.megaegg.ne.jp（POP ID）

※メールアドレスと同じ
POPパスワード
※「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。
使用する

お使いのメールソフトがSSLに対応していない場合は、下記の設定をしてください。
受信メールサーバ

SSL

使用しない

ポート番号

110

送信メールサーバ

SSL

使用しない

ポート番号

587

ポート番号

993

IMAPで利用する場合、受信メールサーバは下記の設定をしてください。
imap.megaegg.ne.jp
IMAPサーバ
SSL
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メールアドレスを追加する

メールアドレスを追加する

メールアドレスの追加は、メガ・エッグ会員サイトから行います。
（注意）・メールアドレスは最大 10 個までご利用いただけます。
・追加メールアドレスは、１個につき月額１００円（税抜き）がかかります。
・ファミリーコースまたはファミリーコースプラスでご契約の方は、メールアドレ
ス５個まで無料です。

メールアドレスの追加方法
お手元に 登録内容確認書 を準備して、メガ・エッグ会員サイトにアクセスしてください。
メガ・エッグ会員サイト：http://www.megaegg.jp/member/
「P8 メールアドレスを変更する」のメールアドレスの変更方法①〜⑥の手順に従いメールアドレス一
覧画面を表示してください。

①「メールアドレス追加」を
クリックしてください。

②希望するメールアドレスを
設定してください。

希望の文字列を入力してください。
※使用できる文字の種類や文字列
の長さに制限があります。
図面の説明をご確認ください。

プルダウンメニューから希望する
単語を選択してください。

③「追加する」ボタンを
クリックしてください。

※表示料金は全て税抜きで、別途消費税が必要です。
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④希望するメールアドレスの入力に
誤りがないことを十分確認してください。

⑤「追加する」ボタンを
クリックしてください。

次の画面が表示されたらメールアドレスの追加は完了です。
（注意）新しいメールアドレスが使えるようになるまでに、約１５分程かかります。

⑥ 新しいメールアドレスを
使うには、「メールを使
う」ボタンをクリックし
てください。

こちらをクリックすると
メールアドレス一覧画面へ
戻ります。

メールサービスご利用にあたってのご案内がブラウザに表示されます。
以降は、新しいメールアドレスの利用方法を選択してください。
（画面の内容および操作は、Ｐ．11と同様です。）
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セキュリティソフトとリモートヘルプサービスのご利用方法
４-１ メガ・エッグ標準装備セキュリティの利用方法

セキュリティソフトと
リモートヘルプサービスのご利用方法

４-１ メガ・エッグ標準装備セキュリティの利用方法
（ファミリーコースプラス、ファミリーコース、ホームライトの標準サービス）
ファミリーコースプラス、ファミリーコース、ホームライトのお客さまは、セキュリティソフト「マカフィー
マルチデバイスセキュリティ」又は「ウイルスバスター マルチデバイス 月額版＋パスワードマネージャー
月額版」のいずれかを標準でご利用いただけます。

インストールの前に
①パソコン、Ａｎｄｒｏｉｄ端末のスペックがご契約の標準装備セキュリティの動作環境を満たしてい
るかご確認ください。
②インストール済みのセキュリティソフトがあれば、事前にアンインストールしてください。
動作環境（その他詳細はホームページにてご確認ください。）
対応端末数
マカフィー

ウイルスバスター

パスワードマネージャー

５台 ※1

対応端末

パソコン、Android(スマートフォン、 Windows10/8.1/7/Vistaの場合
２GB以上
タブレット)Mac

３台

無制限

パソコンのメモリ（推奨）

同上

※2

同上

Windows10/8.1/7
32ビットの場合
64ビットの場合

１GB以上
２GB以上

WindowsVistaの場合

１GB以上

Windows10/8.1/7/Vistaの場合
２GB以上

※1 インストールする端末台数分のメールアドレスが必要となります。
メールアドレスの追加方法は「P 2 1 メールアドレスを追加する」をご覧ください。
※2 インストールできる端末台数に制限はありませんが、１ユーザーのみの利用となります。

ご利用の流れ
具体的な手続き方法は、メガ・エッグ会員サイトに掲載されています
メガ・エッグ会員サイト：http://www.megaegg.jp/member/

＜はじめに＞
メガ・エッグ標準装備セキュリティ
の確認にあたり、登録内容確認書記
載のお客さまＩＤとお客さまパス
ワードが必要です。
登録内容確認書をお手元にご用意く
ださい。
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４-１ メガ・エッグ標準装備セキュリティの利用方法

《Step１》ご加入のメガ・エッグ標準装備セキュリティの確認
ご加入のメガ・エッグ標準装備セキュリティの確認を行います。
メガ・エッグ会員サイトにアクセスしてください。
メガ・エッグ会員サイト：http://www.megaegg.jp/member/

①「設定・マニュアル」メニューの
「セキュリティソフトの設定」
をクリックしてください。

②「お客さま契約内容照会／変更」を
クリックしてください。

③ 登録内容確認書より、お客さ
まID と お客さまパスワードを
入力してください。

④「ログイン」ボタンを
クリックしてください。
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⑤「ご契約情報」をクリックしてください。

＜マカフィー マルチデバイスセキュリティの場合＞

＜ウイルスバスター マルチデバイス 月額版
＋パスワードマネージャー月額版の場合＞

シリアルナンバーはインストール時に必要
となります。
登録内容確認書などに書き留めてください。

《Step ２》セキュリティソフトの導入
各セキュリティソフトの導入を行ってください。
（注）インターネット上の危険や脅威から保護するために、セキュリティソフトについては
速やかにダウンロード、インストールすることをお勧めします。
各セキュリティソフトのインストール方法は、メガ・エッグ会員サイトをご確認ください。

「設定・マニュアル」メニューの
「セキュリティソフトの設定」を
クリックしてください。
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第４章 セキュリティソフトとリモートヘルプサービスのご利用方法
４-２ リモートヘルプサービスのご利用準備

４-２

リモートヘルプサービスのご利用準備

（ファミリーコースプラス の標準サービス）
ファミリーコースプラスのお客さまは、リモートヘルプサービスをご利用いただけます。
申し込みには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」が必要になりますの
で、お手元にご用意ください。
※直前に基本メールアドレス取得・変更の手続きをされた場合は、手続きが完了するまで15分ほどお待ちいただいてか
らアクセスコードの取得を行ってください。

①アクセスコードの取得
ご利用を始めるには、メガ・エッグ会員サイトからアクセスコードの取得を行ってください。

メガ・エッグ会員サイト

http://www.megaegg.jp/member/

①「設定・マニュアル」メニューの
「リモートヘルプサービスの設定」
をクリックしてください。

②「アクセスコードの取得までの流れ」の
説明にしたがって、「アクセスコードの取得」
より手続きを行ってください。

リモートヘルプサービスの電話番号は
こちらでもご確認いただけます。

アクセスコードが表示されましたら取得は完了です。アクセスコードとリモートヘルプサービスの電
話番号を控えておいてください。

※アクセスコードは基本メールアドレスにもメールで届きます。届いたメールは保存しておいてください。
リモートヘルプサービスの電話番号やアクセスコードがわからなくなった場合は、サポートセンター（P38）へ
お問い合わせください。

②リモートヘルプサービスのご利用
ご利用の際は、①で控えておいたリモートヘルプサービスの電話番号に電話をかけてください（通話
料は無料です）。その後の手順は担当者よりご案内します。
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第５章
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章

電話番号切替の予約

電話番号切替の予約
NTT 固定電話など現在ご利用の電話番号を引き続きご利用の方を対象と
したお手続きについてご案内します。
す
す。

メガ・エッグ 光電話で新たに電話番号を取得された方は、「第６章 電話機の配線と通話試験」へ
お進みください。

ご利用開始までの流れ
インターネットの開通工事日以降にお客さまより電話番号切替日時をご予約いただき、ご予約日
当日になりましたら電話番号の切替を行います。必ず電話番号切替の希望日を
メガ・エッグ 開通センター 0120-921-506（受付時間 9:00 〜 21:00）
までご連絡ください。

１

お客さま
当

インターネットの
開通工事

社

２
インターネットの
電話番号切替日のご予約
開通工事
※必ずご連絡ください

３
電話番号切替日
（配線の切り替え）

利用中の他社電話
サービス
（NTTなど）
メガ・エッグ
（インターネット）

休止
（または解約）

ネットご利用開始

メガ・エッグ
（光電話）

光電話ご利用開始

ご注意
●電話番号切替日までは現在ご利用の電話事業者から通話料が請求されます。
●電話番号切替日には電話回線の配線を変更していただく必要があります。

電話番号切替日前に電話機を光電話ルータに接続されますと電話がご利用いただけません。
電話番号切替日までおまちください。
ドアフォンなど、配線工事・加工が必要となるお客さまは、電話番号切替日前に工事を完了して
おくことをおすすめします。
当社訪問セットアップサービス（有料）でも工事を承っております。
当社ホームページ（http://www.megaegg.jp/）をご覧のうえ、メガ・エッグ お客さまセンター
ゴ ー ゴ ー エッグ へ

0120-505-898（受付時間 9：00〜21：00）までご相談ください。
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第６章

電話機の配線と通話試験

第
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章

電話機の配線と通話試験

電話機の接続
光電話ルータに電話機を接続します。ご利用になる電話番号の種類によって作業するタイミングが異なり、ご加入の
サービスによって配線の位置も異なります。以下の説明をご覧いただき、正しいタイミングで作業してください。
新たに電話番号を取得される場合 [A]
このまま作業を進めてください。

ご利用中の電話番号を継続利用される場合 [B]
第５章でご予約いただきました電話番号切替日時以降に電話機を接続をし
てください。
( お約束の時間に NTT 交換局にて電話番号の切替が実施されます。当社
からお客さまへの当日のご連絡や作業員の訪問はありません。)
※プラスナンバーサービスにご加入で、ひとつの電話番号が [A]、もうひとつが [B] に該当するお客さま
1. [A] の番号のみこのまま配線作業と通話試験を進めてください。
2. [B] の電話番号切替日になりましたら [B] の配線作業と通話試験を進めてください。

○１回線サービスの配線
「電話１」にのみ電話機を接続します。

電話 1 ポート（黒色）

プラス０５０サービスにご加入の場合、
同じ電話機で０５０から始まる電話番号が
使えます。

契約電話番号
０８２−▲▲▲−▲▲▲▲
( ０５０−●●●●−●●●● )
電話線（光電話ルータ付属品）

○２回線サービスの配線
「電話１」と「電話２」それぞれに
電話機を接続します。
どちらも同じ電話番号になります。

電話線
（光電話ルータ付属品）

電話 1 ポート（黒色）

契約電話番号
０８２−▲▲▲−▲▲▲▲
( ０５０−●●●●−●●●● )

プラス０５０サービスにご加入の場合、両方の
電話機で０５０から始まる電話番号が使えます。
電話 2 ポート（黒色）

電話線

○２回線サービス＋プラスナンバーの配線
「電話１」に契約電話番号での通話、
「電話２」にプラスナンバーでの通話
に使う電話機を接続します。
プラス０５０サービスにご加入の場合、
「電話１」
に接続した電話機のみ０５０から始まる電話番号
が使えます。

電話線
（光電話ルータ付属品）

電話 1 ポート（黒色）

契約電話番号
０８２−▲▲▲−▲▲▲▲
( ０５０−●●●●−●●●● )

プラスナンバー
０８２−■■■−■■■■

電話 2 ポート（黒色）

電話線

※ご利用中の電話番号を継続利用される方は、電話番号切替の作業時間中に電話機の着信音が一度だけ鳴ること
があります。
（このとき、お客さまが電話に出ていただく必要はありません。）

注意事項

ひとつの電話ポートにアダプタなどを利用して複数の電話機をブランチ配線（タコ足配線）して利用することはできません。
ISDN デジタル電話機、ビジネスフォンはご利用いただけません。
FAX もご利用いただけますが、G4（デジタル回線 (ISDN 回線 ) 用 FAX) はご利用いただけません。
ドアフォンのご利用可否については機器メーカーや設置業者にご相談ください。
ガス会社、水道局などのノーリンギングサービス（電話回線を利用して契約者メータを自動検針するサービス）、警備会社などが提供
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する信号監視通信サービスをご利用のお客さまはご利用できなくなるため、提供会社へ連絡のうえ必要なお手続きを行ってください。

第６章

電話機の配線と通話試験

通話試験
新たに電話番号を取得される場合 [A]
このまま通話試験をしてください。

ご利用中の電話番号を継続利用される場合 [B]
電話番号切替日の予定時間を過ぎたら通話試験を
してください。

光電話ルータに接続した電話機から以下の番号に電話をかけていただき、通話できることを確認してください。
お客さま電話機

試験用電話番号 082-250-3259

①お客さま（発信試験）
約 10 秒後

（ご契約の光電話からの通話料無料）

②テストコール（着信試験）

（24 時間 365 日 自動応答）

①発信試験：お客さま試験用電話番号に発信して、音声案内が聞こえたら発信試験が完了です。
（発信試験が完了しましたら受話器をおいてお待ちください。）
②着信試験：発信試験後（約 10 秒後）に着信試験のため折り返しコールが鳴ります。
電話に出ていただき音声案内が聞こえたら着信試験が完了です。
上記①②の発着信テストが完了すれば試験は終了です。
念のため、携帯電話への発信もお試しになることをおすすめします。
※発信・着信ができないなど異常がある場合は、メガ・エッグ サポートセンターまでご連絡ください。
メガ・エッグ サポートセンター 0120 -050-157（受付時間 9:00 〜 21:00）
〔ご注意〕
ACR（ＬＣＲ）機能つき電話機をご利用の場合、この機能を ｢ＯＦＦ｣ でご利用ください。
ACR（ＬＣＲ）とは、各電話会社の通信料を比較し、安い電話会社を利用するよう自動的に発信を振り分ける
電話機の機能です。ACR 機能をご利用されている場合、機能をお客様自身で解除いただきませんと光電話が
ご利用できません。

番号切替の補足事項
ＮＴＴ固定電話の休止手続きについて
ＮＴＴ番号を引き続きご利用の場合、ＮＴＴ西日本へは当社が代行し回線休止（または解約）いた
しますので、お客さまからのお手続きは必要ありません。
電話加入権をお持ちの方は、後日ＮＴＴ西日本より「利用休止のお知らせ」が送付されます。

他事業者光電話からの乗り換えについて
他事業者の電話サービスにて NTT 番号をご利用の場合、他事業者へは当社が代行し電話番号の
移行手続きを行います。ただし、他事業者とのご契約により、付帯するインターネット契約等、料
金が発生する場合がございますので、契約内容を十分ご確認ください。
メガ・エッグに番号ポータビリティされた電話番号の NTT 請求先に合算されていた各種サービスは、
お客さまから請求先に解約等のご連絡をお願いします。
メガ・エッグに番号ポータビリティされた電話番号で、NTT 以外の定額料の発生する割引等のサー
ビスをご利用の場合は、別途解約手続きを行ってください。
（光電話利用開始後も定額料が引き続き発生する場合があります。）

マイライン・マイラインプラスについて
NTT 番号を引き続きご利用の場合、マイラインおよびマイラインプラスは自動的に解除されます。
ただし、マイラインおよびマイラインプラスと同時に登録された割引サービスについては、料金が
発生する場合がございますので、お客さまにて登録された電話会社に利用終了の連絡が別途必要
となります。
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第７章

電話のご利用方法
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電話のご利用方法

基本的な操作につきましては、これまでお使いの電話機で、電話のかけ方を変えずにご利用いただけます。
通話以外にもお客さまの電話番号を非通知にしたり、光電話付加サービスの設定をすることが可能です。

電話のかけかた
一般固定電話への通話
従来どおり相手先の電話番号をダイヤルしてください。
※ ACR/ LCR 機能付き電話機をお使いの方は、機能を停止してください。

携帯電話 /PHS への通話
従来どおり相手先の電話番号をダイヤルしてください。
※携帯電話発信割引サービス（0033 や 0077）機能付き電話をお使いの方は機能を停止してく
ださい。

特番（110/119 など）への通話
緊急通報（110/118/119）や災害伝言ダイヤル（171）、天気予報（177）、電報（115）、時報（117）、
番号案内（104）など従来どおりダイヤルすることで通話ができます。
※緊急通報にダイヤルした場合、発信者番号が非通知に設定されていても、お客さま情報が接続先
（警察・海上保安庁・消防機関）に通報されます。

フリーコール・フリーダイヤル / ナビダイヤルへの通話
フリーダイヤル・フリーコール（0120）やナビダイヤル（0570）など従来どおり相手先の電話番
号をダイヤルしてください。

IP 電話への通話
従来どおり相手先の電話番号をダイヤルしてください。
プラス０５０サービスをご利用の場合、０５０から始まる電話番号による発信となり、無料提携先ＩＰ
電話への通話が無料になります。
プラス０５０サービスをご利用でない場合、固定電話番号（市外局番から始まる番号）からの発信と
なります。
※無料提携先ＩＰ電話につきましてはメガ・エッグホームページにてご確認ください。
※プラスナンバーサービスとプラス０５０サービスを併用されている場合は電話１ポートで０５０から始まる電話番号
が使えます。

国際電話への通話
「010 ＋ 相手の国番号 ＋ 先頭の０をはずした相手先電話番号」をダイヤルしてください。
国番号や通話料金につきましては、メガ・エッグのホームページよりご確認ください。
国際電話への発信を制限したい場合は後述の「国際電話への発信可／発信不可の切り替えについ
て」をご覧ください。
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第７章

電話のご利用方法

電話をかける際の番号通知・非通知の設定
光電話のご利用開始時点では、相手先へお客さまの電話番号を「通知する」設定となっています。
非通知でかける場合には、相手先の電話番号の前に「184」をつけてダイヤルしてください。
常に相手先へ電話番号を「通知しない」設定に変更を希望される場合は、次の電話番号へご連絡ください。
○発信者番号通知変更専用ダイヤル
TEL．082-521-0066（ご契約の光電話からの通話料無料）
［受付時間］9：00 〜 17：00（12/29 〜 1/3 を除く。）
（確認試験を実施しますので、ご利用中の光電話からお申し込みください。）
お客さまの電話番号を常に「通知しない」設定にされている場合で、相手先に電話番号を通知されたい時は、相手先の
電話番号の前に「186」をつけてダイヤルしてください。
発信者番号通知の設定変更「通知しない」から「通知する」への変更）は、お申し込み一回につき変更工事費１，
０0０円が
発生いたします。

２回線サービス発着信動作の補足
２回線サービスと２回線サービス＋プラスナンバーサービスは、どちらも同時に最大２通話が可能ですが、それぞれ発
着信の動作が異なります。

●２回線サービスのみの場合（電話番号が 1 つ）
○発信
・片方の電話機が通話中でも発信ができます。
通話中
契約電話番号
082- ▲▲▲ - ▲▲▲▲

着信

発信可

○着信
・片方の電話機が通話中でも着信ができます。
通話中
契約電話番号
082- ▲▲▲ - ▲▲▲▲

発信

082- ▲▲▲ - ▲▲▲▲

着信可

●２回線サービス＋プラスナンバーサービスの場合（電話番号が 2 つ）

○発信
・光電話ルータの「電話１」「電話２」に接続した電話機ごとに電話番号が決まっており、それぞれの
番号で発信ができます。
契約電話番号
082- ▲▲▲ - ▲▲▲▲

通話中

着信

発信可

プラスナンバー
082- ■■■ - ■■■■

○着信
・それぞれの番号ごとに着信できます。
契約電話番号
082- ▲▲▲ - ▲▲▲▲

通話中

発信

082- ■■■ - ■■■■

着信可

プラスナンバー
082- ■■■ - ■■■■

※表示料金は全て税抜きで、別途消費税が必要です。
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光電話付加サービスのご案内

付加サービスのラインアップ
光電話をより便利にお使いいただけるように付加サービスをご用意しています。付加サービスはメガ・エッグ
会員サイトからお申し込みください。 (http://www.megaegg.jp/member/)

発信者番号表示サービス
発信元の電話番号を表示するサービスです。番号表示対応の電話機で、電話
に出る前にかかってきた相手を確認できます。
※番号表示に対応していない機器を接続すると正常に着信できない場合があ
ります。

月

額

月

額

月

額

月

額

月

額

月

額

月

額

200 円

非通知着信拒否サービス
発信者番号を非通知でかけてきた相手に対して、番号を通知してかけ直すよ
うにお願いするガイダンスを流すサービスです。
※発信者番号表示サービスのご利用が必要です。

200 円

迷惑電話着信拒否サービス
迷惑電話を受けた際、終話直後に電話機を操作して登録すると、同じ電話番
号からの着信を拒否することができるサービスです。

200 円

転送電話サービス
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転送するサービス
です。発信者番号表示サービスをご利用の方には、転送先に発信者番号が表示
されます。

500 円

割込通話サービス
通話中にほかの相手から着信があった場合に、最初に通話中の相手を保留にし、
後からかけてきた相手と通話ができるサービスです。
※１回線サービスのみご提供しています。

300 円

プラス０５０サービス
「メガ・エッグ光電話」でご利用中の電話番号に加え、
「050」から始まる電話
番号を１番号追加できるサービスです。

300 円

プラスナンバーサービス
光電話２回線サービスで、２つの電話番号が利用可能となるサービスです。
電話と FAX、仕事用と自宅用、２世帯住宅など用途に応じて別々の電話番号
をご利用いただけます。

100 円

※光電話付加サービスお申し込み１回につき、1,000 円の初期費用が必要となります。
プラス 050 サービスおよびプラスナンバーサービスを除き、複数の付加サービスを同時に申し込んでも
初期費用は 1,000 円です。
※お申し込みの付加サービスはプラスナンバーサービスとプラス 050 サービスを含む全ての電話番号で
ご利用いただけます。
※複数の付加サービスがセットになった ｢光電話あんしんパック｣ もあります。詳しくは、メガ・エッグ会
員サイトをご覧ください。
※表示料金は全て税抜きで、別途消費税が必要です。
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付加サービスの設定方法
一部の付加サービスでは、お客さまの電話機から設定を行っていただきます。
ここではよく使われる設定項目を中心に、電話機の操作手順を説明します。
巻末の「参考資料」にはすべての設定項目を一覧にしていますので、ここに記載のない設定項目は
そちらをご覧ください。
なお、プラスナンバーサービスにご加入の場合、プラスナンバーの電話番号でもこれらの付加サービスをご利用いただけます。
契約電話番号とプラスナンバーの設定は別々に行うようになっているため、プラスナンバーへ設定したいときは、プラスナンバー
での通話に使用する電話機を操作してください。

付加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）
付加サービスごとに、設定を行うための専用番号を設けております。
設定の際は以下の表をご確認のうえ、ダイヤルしてください。
付加サービス名

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

144

ご契約の電話機からのみ設定可能です。

非通知着信拒否

148

ご契約の電話機からのみ設定可能です。

142

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

147

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

転送電話

転送電話
( 指定番号転送 )

○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。
登録した順に 30 件まで保存できます。また、発信者の番号が通知されない着信でも登録可能です。
メッセージでの応答時も、かけてきた相手に通常の通話料金がかかります。
※着信して受話器を上げたり留守番電話で応答するなど、最後に通話が成立した電話についてのみ登録
ができます。相手が非通知でも登録できます。
※指定した電話番号や通話が成立していない着信履歴からの登録はできません。

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。
」

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

1 4 4

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 2 （迷 惑リストへ の登 録）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． 1

4 4

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 3 （最新登録番号の解除）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． 1

4 4

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 9 （一括 登 録 解除）をダイヤルします。
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○非通知着信拒否サービスの設定
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も、かけてきた相手に通常の通話料金がかかります。

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。
お客さまが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できません。
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。」

サービスの停止方法
１． 1

4 8

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 0 （サービスの 停止）をダイヤルします。

サービスの起動方法
１． 1

4 8

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 1 （サービスの開始）をダイヤルします。

○転送電話サービスの設定（ご利用開始準備）

かかってきた電話を、設定し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できます。
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。
転送した場合は、お客さまにご契約の電話から転送先までの通話料が発生します。
※プラスナンバーサービスをご利用のお客さまは、それぞれの電話番号について設定が必要です。
設定される場合は、それぞれの電話機から操作をしてください。

転送先の登録
１． 1

4 2

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 4 （その 他各種 設 定）をダイヤルします。

３．音声ガイダンス後、 0 （転 送 先電話 番 号の登 録）をダイヤルします。
４． 1 〜

4

で登録先を選択します。※転送先番号を 4 つまで保存できます。

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。

※電話番号は、市外局番から指定してください。

６． 1 （設定の保存）をダイヤルします。

転送先の指定
１． 1

4 2

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 4 （その 他各種 設 定）をダイヤルします。

３．音声ガイダンス後、 1 （転 送 先の指 定）をダイヤルします。
４． 1 〜

4

で転送先を選択します。

５． 1 （設定の保存）をダイヤルします。

34

第８章

光電話付加サービスのご案内

転送条件の設定
１． 1

4 2

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 4 （その 他各種 設 定）をダイヤルします。

３．音声ガイダンス後、 2 （転 送 条 件の設 定）をダイヤルします。
４． 1 〜

4

で転送条件を選択します。

転送条件

1

無条件転送

かかってきた電話を転送元を呼び出すことなく直接転送します。

2

無応答時転送

いったん転送元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。
（※ 1）

3

話中時転送

話中の場合に転送します。

4

話中時＆無応答時転送

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。
（※ 1）

５． 1 （設定の保存）をダイヤルします。
（※ 1）無応答時転送の呼出時間の設定 （無応答時転送する場合のみ）
１． 1

4 2

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 3 （無 応 答 時転 送の呼出時間の設 定）をダイヤルします。
３．無応答時転送の呼出秒数を 1 〜 60 の数字でダイヤルし、最後に
４． 1 （設 定の 保 存）をダイヤルします。

＃

をダイヤルします。

転送サービスの起動と停止
１． 1

4 2

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 （サービスの 停止）をダイヤルします。

○転送電話サービスの設定（指定番号の転送）
指定の相手からかかってきた場合だけ転送したり、逆に指定の相手以外からかかってきた場合だけ転
送する機能です。あらかじめ相手先電話番号を登録してください。

相手先電話番号を登録もしくは削除する ※ 30 個まで登録できます。
１． 1

4 7

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 3 （電 話 番 号 の 登 録）または、 4 （登録した電話番号の削除）をダイヤ
ルします。
３．音声ガイダンス後、指定したい相手先電話番号をダイヤルし、 ＃ をダイヤルします。

４． 1 （設定の保存）をダイヤルします。

サービスの利用開始（指定番号を転送 / 指定番号以外を転送）と一時停止
１． 1

4 7

をダイヤルします。

２．指定した番号のみ転送する場合
停止する場合は

0

1

、指定した番号以外転送する場合

2

、サービスを一時

をダイヤルします。

※相手が発信者番号を通知しなかった場合も、設定どおりに動作します。
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○転送電話サービスのリモート操作
外出先（携帯電話など）でもサービスの開始 / 停止、転送先の選択ができます。あらかじめご契約の
電話機から暗証番号を設定してください。（転送先の登録は行うことができません。）
※暗証番号の初期値は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されています。

暗証番号の設定（ご自宅の光電話で）
１． 1

4 2

をダイヤルします。

２．音声ガイダンス後、 4 （その 他各種 設 定）をダイヤルします。

３．音声ガイダンス後、 3 （暗証番 号の設 定）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 （設定の保存）をダイヤルします。

※転送先の登録も忘れずに行ってください。
（34 ページ記載）

転送の開始と転送先の選択（外出先で）
１．以下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 （サービスの起 動）
または、

0 （サービスの停止）、 4 （転送先の指定）をダイヤルします。

指定番号への転送／着信開始と停止（外出先で）
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 （サービスの停止）をダイヤルします。

転送の開始と転送先の選択

リモート操作用専用番号

広島：082-521-0142
山口：083-949-0142
鳥取：0857-68-0142

岡山：086-806-0142
島根：0852-69-0142

広島：082-521-0147
山口：083-949-0147
鳥取：0857-68-0147

岡山：086-806-0147
島根：0852-69-0147

指定番号への転送／着信開始と停止

リモート操作用専用番号
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割込通話サービスの使い方
通話中に他の相手からかかってきたとき、通話中の相手との通話を保留にし、後からかけてきた相手
と通話ができるサービスです。
（1 回線サービスのみのご提供）

お話し中の通話を終了し、かかってきた電話に出たいとき
１．
「ツー、ププッ、ププッ」という音が聞こえたら、受話器を置いて最初の相手との通話を終了します。
２．すぐに電話が鳴りますので、受話器をとれば、かかってきた相手と通話ができます。

お話し中の通話を保留し、かかってきた電話に出たいとき
１．
「ツー、ププッ、ププッ」という音が聞こえたら、フックボタン（受話器を置くところ）を 1 回短
く押すと、後からかかってきた相手と通話ができます。
（お待ちいただいている相手には保留音
が流れます。）
２．もう一度フックボタンを押すと、前の相手と通話ができます。
（フックボタンを押すことにより、
何度でも通話相手の切り替えができます。）
３．お話し中の通話を終えて受話器を置くと、すぐにお客さまの電話のベルが鳴ります。受話器を
とれば、お待ちいただいている相手と通話ができます。

割込着信時に発信者番号を表示する方法
割込通話と発信者番号表示にご加入のお客さまは、ご使用の電話機がキャッチホンディスプレイ対
応であれば、割込着信の際にも発信者番号を表示させることができます。
ご利用になる場合は、光電話ルータの設定変更が必要です。以下のメガ・エッグ会員サイトより設定
手順をご覧いただき設定を行ってください。
http://www.megaegg.jp/member/phonehelp/catch̲d.html

国際電話の発信可／発信不可の切り替えについて
国際電話への発信をお客さまにて制限することができます。ご利用の際は、メガ・エッグ会員
サイトの以下のページより手順をご覧いただき設定を行ってください。
◎ http://www.megaegg.jp/member/phonehelp/kokusai.html
※ ご利用開始時の設定は『発信可』となっています。
※「プラスナンバーサービス」をご契約のお客さまは、一つ目の電話番号（契約電話番号）とプ
ラスナンバーサービスの電話番号それぞれに、発信可／発信不可の設定ができます。
※「プラス 050 サービス」をご契約のお客さまは、一つ目の電話番号（契約電話番号）と同じ
設定となります。
なお、『発信不可』の設定時に国際電話へ発信すると、「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。」というガイダンスが流れます。
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接続やメールの送受信に関するトラブルなどの技術的なお問い合わせは、メガ・エッグ会員さま専用
のサポート窓口「メガ・エッグ サポートセンター」でお受けしています。

メガ・エッグ サポートセンターへのお問い合わせ方法
ホームページからのお問い合わせは

https://www.megaegg.jp/contact/

メールでのお問い合わせは

mega-sp@enecom.co.jp

電話でのお問い合わせは

0120−050−157（受付時間 9：00 〜 21：00）

お問い合わせにあたっては、あらかじめ以下の事項について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・エッグサービスを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。作業内容により、一時的にサービスの停止を伴う場合がありますのであらか
じめご了承ください。
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、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ありま
すので、予期しない停止があった場合、こちらもご確認ください。

お問い合わせの際には
■メガ・エッグ会員サイト（http://www.megaegg.ne.jp/member/）には、本書でご案内していない設
定情報や技術情報も掲載しています。お問い合わせいただく前に、ぜひご確認ください。
■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
・ご利用のサービス（メガ・エッグ 光ネット［ホーム / マンション / ホームライト］/ 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わせや、その他特殊な利用方法などに関するお問
い合わせはご遠慮ください。
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光電話ルータ（または光ネット無線ルータ）のご返却について
100メガサービスから1ギガサービスへのサービス変更や光電話ルータの機種変更手続きによっ
て、新しい光電話ルータ（または光ネット無線ルータ）が届いた場合、あるいは、「メガ・エッ
グ 光電話」または光ネット無線ルータを解約された場合、8 日以内に、下記住所にレンタル機
器 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 プラットフォームズ（株） 装置製造部レンタル配送グループ

宛

TEL：0537 − 22 − 1144
（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。（レンタル機器をご利用の間、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、

ゴ ー ゴ ー エ ッ グ へ

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。

困ったときは、メガ・エッグ会員サイト！
メガ・エッグ会員サイトには、本書でご案内していないＱ＆Ａや設定方法、その他さまざまな
便利な情報をたくさん掲載しています。
困ったら、まずはメガ・エッグ会員サイトをチェックしてみましょう。

メガ・エッグ会員サイト

http：//www.megaegg.jp/member/

「よくあるご質問」にはお問い合わせの多い
ご質問と回答がたくさん掲載されています。
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よくあるご質問 Q&A
ここに掲載のもの以外にもメガ・エッグ会員サイトに「よくあるご質問」を掲載しています。

http://www.megaegg.jp/member

全般的な Q&A
Q．利用料金の明細を確認することはできますか？
A．メガ・エッグ会員サイトから毎月のご利用料金の明細をご確認いただけます。

「ご契約内容／ご利用料金の確認」
をクリックしてください。
操作方法は「ご利用料金明細の
確認方法」をご覧ください。

②「お客さま契約内容照会／変更」
をクリックしてください。

Q．各種 ID やパスワードは変更できますか ?
A．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。
なお、認証パスワードを変更した場合は、光電話ルータの再設定が必要です。
「P3
ください。

第２章 配線・接続設定」をご確認

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．光電話ルータ無線タイプ（または光ネット無線ルータ）をご利用の場合、各機器の無線接続設定を行っていただくことで
①「設定・マニュアル」メニューの
「メールの設定」をクリックして
ご利用が可能です。
ください。

メールに関する Q&A

②「メール転送設定手順」

をクリックしてください。
Q．希望のメールアドレスを取得したい。
「ご契約内容／ご利用料金の確認」
A．メールアドレスをご希望のメールアドレスへ変更することができます。
をクリックしてください。
「P8 メールアドレスを変更する」の手順に従い、会員サイトから変更を行ってください。操作方法は「ご利用料金明細の
確認方法」をご覧ください。
（注意）初期設定のメールアドレス（登録内容確認書に記載されています）に限り１回のみ無料で変更ができます。
２度目以降の変更の際は、手数料 500 円がかかります。
メールアドレスを追加する場合は、
「P21 メールアドレスを追加する」をご覧ください。
②「お客さま契約内容照会／変更」

Q．メールを転送したい。
をクリックしてください。
A．メガ・エッグ メールからメール転送設定を行うことができます。設定手順は、メガ・エッグ会員サイトをご覧ください。

①「設定・マニュアル」メニューの
「メールの設定」をクリックして
ください。

②「メール転送設定手順」
をクリックしてください。
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※表示料金は全て税抜きで、別途消費税が必要です。
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光電話に関するＱ＆Ａ
Q．インターネットと電話を同時に利用できますか ?
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．光電話ルータで利用できる電話機は何台ですか ?
A．1 回線サービスでは 1 台、２回線サービスでは２台までです。ひとつの電話ポートに接続できる電話機は１台で、アダプ
タなどを利用して複数の電話機をブランチ配線（タコ足配線）して利用することはできません。
Q．停電のときに光電話は利用できますか ?
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。
Q．電話をかけると音声ガイダンスが流れ、電話がかけられません。
A．音声ガイダンスの一覧を参考資料に記載していますので、対処方法をご確認ください。
なお、ガイダンスは他電話事業者が出すこともあります。
Q．通話明細を確認することはできますか？
A．メガ・エッグ会員サイトから通話明細をご確認いただけます。

こちらからご確認いただけます。
操作方法は「ご利用料金明細の
確認方法」をご覧ください。

②「お客さま契約内容照会／変更」
をクリックしてください。

パソコン初心者にオススメのリモートヘルプサービス
リモートヘルプサービスは、メガ・エッグのサービスや設定はもちろんパソコン全般に関して
お客さまの「こまった･･･」「できない･･･」の様々な問題解決をお手伝いするサービスです。
電話でのサポートだけでなく、オペレーターがあなたの代わりにパソコンの代行操作もしてく
れるので、パソコン初心者の方にとても心強いサービスです。
詳しくはこちらをご覧ください。⇒ http://www.megaegg.jp/option/remotehelp/
エクセルの操作
が分からないん
だけど…。

※リモートヘルプサービスは、ファミリーコースプラスの方は無料でご利用になれます。
（標準サービス）。その他のコースの方は月額500円のご利用料金がかかります。
詳しい内容やお申し込みは、メガ・エッグ お客さまセンター（裏表紙参照）へお問い
合わせください。

※表示料金は全て税抜きで、別途消費税が必要です。
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光電話の音声ガイダンス一覧
音声ガイダンスが流れたときは、ガイダンスの中でつながらなかった理由が説明されます。
光電話サービスで発生するガイダンスについて、それぞれの対処方法をご案内します。

○お客さま環境に原因があるときに流れるガイダンス
【ガイダンス】
『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。』
（※国際電話の発信不可の設定時に国際電話へ発信した場合もこのガイダンスが流れます。）
《 対処方法 》
受話器を上げて ｢ツー｣ という発信音が聞こえてからダイヤルしてください。
《 対処方法−市内へダイヤルしたときに発生した場合 》
市外局番をつけて発信してください。
《 対処方法−市外へダイヤルしたときに発生した場合 》
ACR（LCR）つき電話機を使っていませんか？
・ACR（LCR）とは、ダイヤルした電話番号から自動的に通話料金が安い通信事業者を選択し
て発信する機能のことで、光電話ではこの機能は利用できません。
・ACR（LCR）つき電話機をご利用の場合にはその設定を ｢OFF｣ にしてください。
・外付けアダプタタイプの場合は取り外してください。
《 対処方法−携帯電話へダイヤルしたときに発生した場合 》
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」でご使用ください。
《 対処方法−その他へダイヤルしたときに発生した場合 》
光電話で発信可能な電話番号にかけていますか？
「１０６」
「１１３」「１１４」などの３桁特別番号、「０９９０」で始まる番号などはご利用いた
だけません。ダイヤルした番号をご確認ください。
【ガイダンス】
『こちらはエネルギアコムです。お客さまのお電話は、ご利用停止させていただいておりますので、
おつなぎできません。』
《対処方法》
お客さまの光電話が通話停止になっています。心当たりがない場合は、メガ・エッグサポートセン
ターへご連絡ください。携帯電話やメール等、光電話以外の手段をご利用ください。

○電話をかけた相手側の問題（または間違い電話の場合）で流れるガイダンス
※メッセージは相手が光電話を利用している場合のものです。相手の利用する電話サービスなどに
よってメッセージは若干異なります。
【ガイダンス】
『こちらはエネルギアコムです。お客さまがおかけになった電話番号は現在使われておりません。
電話番号をお確かめになって、もう一度おかけ直しください。』
《対処方法》
発信先の電話番号が存在しないときにこのガイダンスが流れます。ダイヤルした番号に間違いがないか
ご確認ください。また、受話器を上げて ｢ツー｣ という発信音が聞こえてからダイヤルしてください。
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【ガイダンス】
『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つなぎで
きません。』
《対処方法》
相手の電話番号は一時的に通話停止状態になっています。急ぐときは別の電話番号
（携帯電話など）
へかけたり、メ一ルを送ったりなど、ほかの手段での連絡が必要です。
【ガイダンス】
『こちらはエネルギアコムです。お客さまがおかけになった電話は、機器が接続されていないか、
通話できない状態にあるためおつなぎすることができません。』
《対処方法》
相手側の電話設備が一時的に停止しています。急ぐときは別の電話番号（携帯電話など）へかけた
り、メールを送ったりなど、ほかの手段での連絡が必要です。
【ガイダンス】
『こちらはエネルギアコムです。おかけになった電話は、大変混み合っておりかかりにくくなって
おります。恐れ入りますが、しばらくたってからおかけ直しください。』
《対処方法》
災害時など電話が殺到した場合にこのようなガイダンスが流れます。被災地周辺ではしばらくはつ
ながりにくい状態が続きます。
（消防や救急等の通報は除きます。
）
被災した場合の安否通知や被災者の安否確認には、携帯電話などから災害用伝言掲示板や災害用伝
言ダイヤル（１７１）をご利用になることをおすすめします。
【ガイダンス】
『こちらはエネルギアコムです。お客さまがおかけになった電話番号へは、非通知ではおつなぎす
ることができません。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。
』
《対処方法》
相手が番号非通知でかかってくる電話を拒否しています。番号を通知しておかけ直しください。相
手先電話番号の前に「１・８・６」をダイヤルすると番号を通知してかけられます。
【ガイダンス】
『こちらはエネルギアコムです。おかけになった電話は、お客さまのご都合によりお取り扱いがで
きません。』
《対処方法》
相手から着信を拒否されています。相手が拒否を解除するまで同じ電話番号から電話をかけること
はできません。
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光電話付加サービス 電話機ボタンからの設定操作一覧
光電話付加サービス「迷惑電話着信拒否」「非通知着信拒否」「転送電話」の電話機ボタンによる設定
操作の一覧です。
「第 8 章 光電話付加サービスのご案内」に記載のない項目は、こちらでご確認ください。
誤作動防止のため、音声案内を聞きながらボタン操作をしてください。

迷惑電話着信拒否
2

最後にかかってきた電話番号を迷惑電話番号として登録する

3

最後に登録した電話番号 1 つを解除する

9

登録した電話番号を全て解除する

非通知着信拒否
0

非通知着信拒否を停止する

1

非通知着信拒否を開始する

転送電話
0

転送を停止する

1

転送を起動する

2

電話番号 ＃ 1

転送先電話番号を転送先リスト１番に登録する
※市外局番から指定してください

3

秒数

無応答時転送の呼出秒数を設定する

＃ 1
電話番号 ＃ 1

転送先電話番号を転送先リスト 1 〜 4 番に登録する
※市外局番から指定してください

1

1

転送する先を転送先リストから選択する

2

1

4 0

3

暗証番号

8 0
1

転送条件を選択する
（1 無条件転送、２無応答時転送、3 話中時転送、4 話中時転送と無応答時転送併用）

＃ 1

暗証番号を設定する（リモート操作の際に使用する）
転送先電話番号の登録内容を確認する
※登録内容を音声でご案内します
選択中の転送条件を確認する
※登録内容を音声でご案内します

転送電話（指定番号転送）
0
1

指定番号転送を開始する
（指定番号からの着信時に転送する）

2

指定番号転送を開始する
（指定番号以外からの着信時に転送する）

3

電話番号 ＃ 1

指定番号を登録する
※市外局番から指定してください

4

電話番号 ＃ 1

指定番号を削除する
※市外局番から指定してください

8
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指定番号転送を停止する

指定番号の登録内容を確認する
※登録内容を音声でご案内します
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ラクラク健康管理のご利用準備
「ラクラク健康管理」をお申し込みいただいたお客さまは、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。

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。

URL http://kfh.jp/megaegg/
QR コード

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

❸

お手元の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。

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。
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■メガ・エッグ 会員サイト
困ったときのＱ＆Ａや設定・操作方法などメガ・エッグに関する情報を公開しています。

http://www.megaegg.jp/member/
● ホームページからのお問い合わせ https://www.megaegg.jp/contact/

■メールでのお問い合わせ
● 一般的なお問い合わせ MEGAEGG-info@enecom.co.jp

MEGAEGG-bbh@enecom.co.jp
● 設定やサポートなどのお問い合わせ mega-sp@enecom.co.jp
「メガ・エッグ for BB 東広島」をご利用のお客さま専用

■電話でのお問い合わせ

※おかけ間違いにご注意ください。

● 一般的なお問い合わせ

お客さまセンター

ゴ ー ゴ ー エッグ へ

0120−505−898（受付時間

9：00〜21：00 年中無休）

0120−984−039（受付時間

9：00〜21：00 年中無休）

「メガ・エッグ for BB 東広島」をご利用のお客さま専用
● 設定やサポートなどのお問い合わせ

サポートセンター

0120−050−157（受付時間

9：00〜21：00 年中無休）
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