
19 20●メニューを表示させるまでの操作手順は、機種によって異なります。詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●画面は実際とは異なる場合があります。 

Aモード中はAナンバー、Bモード中はBナンバーの設定となります。 
デュアルモード中は、Aナンバー、Bナンバーそれぞれの設定が可能です。 

※A・Bナンバーそれぞれ開始／停止、応答ガイダンス（音声・テレビ電話）、不在案内の応答ガイダンス、発信者番号案内、伝言メッセージの再生ができます。上記
の端末画面からの操作以外にも、4桁の番号へ発信するダイヤルボタン操作での設定も可能です。 ※伝言メッセージはA・Bナンバーそれぞれ40件（音声電話20
件＋テレビ電話20件）まで保存可能です。  ※着信通知サービスのSMSは、番号ごとに通知します。  ※呼出時間の設定は、A・Bナンバー共通です（個別に設定
することはできません）。 

「Aナンバー」「Bナンバー」
いずれかを選択します。 

※留守番電話サービス、転送でんわサービスのご契約者が新たに2in1を利用する場合、Bナンバーの留守番電話サービス、転送でんわサービスの開始／停止はAナンバーの設
定と同様になります。2in1ご利用中の方が新たに留守番電話サービスをご契約いただいた場合、Bナンバーの留守番電話サービスは開始となります（転送でんわサービスが開
始の場合は、転送でんわ設定が優先されます）。2in1ご利用中の方が新たに転送でんわサービスをご契約いただいた場合、Bナンバーの転送でんわサービスは停止となります。 

※A・Bナンバーそれぞれ開始／
停止、設定状態の確認ができ
ます。左記の端末画面からの
操作以外にも、4桁の番号へ
発信するダイヤルボタン操作
での設定も可能です。 

「留守番電話」メニューを表示させ、 
「留守番サービス開始」を選択します。 

留守番電話サービスなどネットワークサービスについて詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 

1

「転送でんわ」メニューを表示させ、 
「転送サービス開始」を選択します。 

留守番電話サービスの設定 

転送でんわサービスの設定 

●留守番電話サービス、転送でんわサービスの設定は、他の電話機からの遠隔操作も行えます。ただし、遠隔操作を行う際、「Aナンバーで発信しBナンバー指定の操作」および
「Bナンバーで発信しAナンバー指定の操作」はできません。 ●Bナンバー指定の遠隔操作を行う場合には、事前にBナンバー契約のネットワーク暗証番号の設定が必要です。 

●開始〈例：デュアルモードの場合〉 ●留守番電話再生〈例：デュアルモードの場合〉 

転送でんわ 
転送サービス開始 
転送サービス停止 
転送先変更 
転送先通話中時設定 
転送サービス設定確認 

Aモード中はAナンバー、Bモード中はBナンバーの設定となります。デュアルモード中は、Aナンバー、Bナ
ンバーのいずれかを選択します。ただし、転送先、呼出時間、ガイダンスの有無などの各種設定は、A・B
ナンバー共通となります（個別に設定することはできません）。 

Bアドレスにかかわる操作方法 

WEB上でメールを預かり、必要なときにアクセスしてメールを送受信することができます。また、必要なメー
ルだけケータイに保存することができるので、Ｂアドレスをメールマガジンや大容量添付メールの受信先に
設定しておくと便利です。 

Bアドレスではご利用の機種により、ケータイ本体でのメール送受信またはWEBメールでの送受信となります。 

WEBメールの各操作は 
WEBメールTOPページから行います。 

「開始」を選択します。 

転送でんわ 

転送先設定 
呼出時間設定 
開始 

2

「Aナンバー」「Bナンバー」
いずれかを選択します。 

転送でんわ 

番号を選択してください  
 
 Aナンバー 
 Bナンバー 

3

●開始〈例：デュアルモードの場合〉 

「留守番電話」メニューを表示させ、 
「留守番メッセージ再生」を選択します。 

「Aナンバー」「Bナンバー」
いずれかを選択します。 

※無通信状態が一定時間経過すると、自動的にログアウトします。 
　この場合、保存していない編集中のメールは破棄されます。 

Aアドレスのメールと同様の操作でデコメールや添付ファイルメールも送信ができ便利です。 

 

メール 

受信BOX 
送信BOX 
保存BOX 
新規メール作成 
 
 ＷＥＢメール 

【受信メール画面】 【受信メール画面】 

WEBメール 

ケータイ本体でのメール 

ケータイ本体でのメール 

WEBメール 現在お使いの機種では、
Ｂｱﾄﾞﾚｽのﾒｰﾙ送受信は
端末でのご利用となり
ます。 

iﾓｰﾄﾞｾﾝﾀｰ 
2009/ 6/1  13:05

2in1に関するお知らせ 

受信メール 

Sub

現在お使いの機種では、
Ｂｱﾄﾞﾚｽのﾒｰﾙ送受信は
WEBﾒｰﾙでのご利用とな
ります。 

iﾓｰﾄﾞｾﾝﾀｰ 
2009/ 6/1  13:05

2in1に関するお知らせ Sub

ケータイ本体でのメールとは？ 

WEBメールとは？ 

Fm Fm

To 受信メール To

非対応端末 
（平成26年3月現在） 

※別途設定いただくことでWEBメールも利用することが可能です。詳しくは、27ページをご覧ください。 

F-01A、F-02A、F-03A、F-04A、N-01A、N-02A、N-03A、N-04A、N-05A、N-06B、P-01A、
P-02A、P-03A、P-04A、P-05A、P-06A、P-10A、SH-01A、SH-02A、SH-03A、SH-04A、906i・
905i・904i・706i・705iシリーズ 
 

送受信方法の設定切替 
ケータイ本体でのメール対応端末、非対応端末においてドコモUIMカード（FOMAカード）の差し替えを行った
場合、初めて（AまたはBアドレス宛に）メールを受信したタイミングで、自動的にケータイ本体でのメール・WEB
メールの設定が変更となります。 

ケータイ本体での 
メール対応端末 

ケータイ本体でのメール対応端末からは 
iMenu　　お客様サポート　　各種設定（確認・変更・利用）　　 
その他サービス設定・確認　　2in1 WEBメール 

 ケータイ本体でのメール非対応端末からは、「メール」メニューの 
「WEBメール」を選択します。iモードパスワードを入力し、 
「決定」を選択するとWEBメールTOPページが表示されます。 

ケータイ本体での 
メール非対応端末 

2

Bナンバーのネットワーク暗証番
号を入力し、「決定」を選択します。 

【注意事項】 
ﾈｯﾄﾜｰｸ暗証番号を3
回間違えるとﾛｯｸがか

ﾈｯﾄﾜｰｸ暗証番号入力 

ﾈｯﾄﾜｰｸ暗証番号とは 

決定 

1

「　ご利用料金の確認」を選択
します。 

料金の確認・お支払い 
（2in1 Bﾅﾝﾊﾞｰ） 

ご利用料金の確認 
　ｱﾌﾟﾘ版ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 
料金のお支払い・お 
支払い状況照会 
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 
 

Bナンバーの請求予定金額が
表示されます。 

3 ご利用料金の確認 

2012年●月ご利用額 
（●/●～●/●ご利用分） 

Bナンバーの料金案内 Bナンバーのご利用料金がiモードの料金案内サイトで確認できます。 

料金の確認・お支払い（2in1 Bナンバー）画面までの操作 1 iMenu　　  お客様サポート　　  料金確認・診断　　  料金の確認・お支払い　　  2in1 Bナンバーの確認はコチラ 

※iアプリ版ドコモ料金案内はご利用いただけません。 

※事前にBナンバー契約のネットワーク暗証番号の設定が必要です。 

留守番電話 
留守番メッセージ再生 
留守番サービス開始 
留守番サービス停止  
留守番呼出時間設定 
留守番設定確認 
留守番サービス設定 
 

21 留守番電話 留守番電話 
留守番メッセージ再生 
留守番サービス開始 
留守番サービス停止  
留守番呼出時間設定 
留守番設定確認 
留守番サービス設定 
 

21 留守番電話 
番号を選択してください 
  
Aナンバー 
 Bナンバー 

番号を選択してください  
 
Aナンバー 
 Bナンバー 

2in1対応端末のうち、下記端末は非対応端末です。 

ご利用額 
●,●●●円 



21 22●画面は実際とは異なる場合があります。 

WEBﾒｰﾙ新着あり 

WEBﾒｰﾙ認証へ 

Sub

From:masayaXX@docomo.ne.jp 
Sub:週末の件 

http://docomo.ne.jp/mw/wmail. 
cgi?infomail=

WEBﾒｰﾙ認証 

iﾓｰﾄﾞﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 
（数字4桁） 

 決定 
※iﾓｰﾄﾞﾊﾟｽﾜｰﾄﾞはご契
約時の初期設定では
「0000」と

新着通知メール利用時の認証方法 

21 3

新着通知メールのURLを 
選択し、サイトに接続します。 

 iモードパスワードを入力し、 
「決定」を選択します。 

「受信メール」一覧画面が 
 表示されます。＊ 

受信ﾒｰﾙ 
（1/10） 

［１］06/03　13：05 
〈B〉ドコモ まさや 
　  週末の件 
 
［20］06/01　16：32 
tetsuyaXX@docomo.ne.jp 
　 待合せの時間 

NEW＊＊＊＊ 

〈受信に関する操作〉 

●デュアルモードで送信する場合＜アドレスを入力し、送信する場合＞ 

パターン1 「送信」を選択すると、Ａ・Ｂアドレスの選択画面が表示されます。 

「メール」画面から「新規メー
ル作成」を選択します。 
 

宛先・タイトル・本文を入力し、 
「送信」を選択します。＊ 

「Aアドレス」「Bアドレス」から 
送信したいアドレスを選択します。 

パターン2

「メール」画面から「新規メー
ル作成」を選択します。 
 

「Bアドレス」を選択します。 
 

 宛先・タイトル・本文を入力し、
「送信」を選択します。 
 

ケータイ本体でのメールの操作方法 

1 メール 

受信BOX 
送信BOX 
保存BOX 
新規メール作成 
新規デコメアニメ作成 
テンプレート 
iモード問い合わせ 
 

＜新規入力＞ 

新規メール 

Sub

1

To

2

かんたんデコメ 

新規メール 

Sub

1

To

3
masayaXX@docomo.ne.jp

送信者アドレスを 
選択してください 

Aアドレス 

送信者アドレス 

Bアドレス 

1 メール 

受信BOX 
送信BOX 
未送信BOX 
新規メール作成 
新規デコメアニメ作成 
新規SMS作成 
テンプレート 
 
 

メール作成＜新規＞ 
 

2
送信者アドレスを 
選択してください 

Aアドレス 
Bアドレス 

3
宛先 
題名 
　　  
本文　　　　  0.0KB 
              絵文字プラス 
 
 

Bメール作成＜新規＞ 
 

（添付なし） 
 

送信 

送信 

自動端末保存（クイック返信）／自動端末保存 

返信・転送、送受信履歴などからのメール送信 

メールメニューの「新規メール作成」からのメール送信 

WEBメールの操作方法 
※送信について詳しくは、24ページ「新規メール作成」をご覧ください。 
※ケータイ本体でのメールをご利用の場合、専用メールサイトからの確認はできません。 

※2in1ご契約時は「①自動端末保存（クイック返信）」に初期設定されています。 
 

2009/ 6/02 23:00

こんばんは 

 
　　返信/転送はこちら 
（To replｙ） 

Sub

http://w1p.docomo.ne.jp/ 
cp/hm/… 

返信／転送用URL付き 
受信メール画面 【 】 

※Aアドレスのメールボックスの最大保存件数・容量を超えた場合などは受信できないことがあります。 
※WEBメールTOPページ以降のページには、画面メモやブックマークなどから直接アクセスすることはできません。 
※WEBメールTOPページの「お知らせ」が表示されている場合、2in1に関する情報がご覧いただけます。 
※受信メールの最大保存件数は合計500通、保存容量は合計20MBです。この条件を超えた場合、未保護の既読メールのうち、古いものから順に削除します（保存期間に制限はありません）。 
※WEBメールサイト上で、電話番号、URL、メールアドレスが記載されたメールを受信しても、phone to機能、web to機能、mail to機能はご利用いただけません。なお、デコメール内
に電話番号・URL・メールアドレスを記載したメールを受信した場合は、phone to機能、web to機能がご利用いただけます。端末で受信したWEBメールは、デュアルモードでは
mail to機能もご利用可能です（Aアドレスからのメール送信となります）。また、デュアルモード中のphone to機能はAナンバーもしくはBナンバーで発信するかを選択できます。 

1 2 3

WEBメールTOPページか
ら「受信メール」を選択します。 

「受信メール」一覧が表示＊されたら、 
 確認したいメールのタイトルを選択します。 

「受信メール詳細」画面が   
 表示されます。 

受信ﾒｰﾙ 
（1/10） 

［１］06/03　13：05 
〈B〉ドコモ まさや 
　  週末の件 
［2］06/02　23：00 
mikaXX@docomo.ne.jp 
こんばんは

NEW

　 受信ﾒｰﾙ 
　 新規ﾒｰﾙ作成 
　 送信ﾒｰﾙ 
　 保存ﾒｰﾙ（2） 

電話帳

お知らせ 

通知なし 

＊フォルダを作成している場
合は「受信メールフォルダ」
画面が表示されます。 

＊フォルダを作成している場
合は「受信メールフォルダ」
画面が表示されます。 

ｉモード上の専用メールサイトを利用して送受信が行えます。 

操作パターンは、お使いの機種により異なります。詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。 

それぞれ発着信、送受信したナンバー、アドレスに従って、自動的に送信元アドレスを設定します。 

①自動端末保存（クイック返信）・・・メールが自動的に端末保存され、メールの文末に返信／転送画面にアクセスできるURLが挿入されています。 
②自動端末保存・・・メールが自動的に端末保存されます。 
③新着通知メール・・・メール受信時に端末へ通知メールが届きます。 
④通知なし 

＊電話帳から宛先を引用した場合は、電話帳2in1設定に従って送信元アドレスを自動的に設定します。 
  共通設定の電話帳の場合はAアドレスからの送信となります。 

※画面はBアドレスを選択した場合
のイメージです。 

iMenu お客様サポート 各種設定（確認・変更・利用） メール設定 

Bアドレスメール設定 iモードパスワードを入力し、「決定」を選択 新着メール受信設定 
自動端末保存（クイック返信）／自動端末保存および 
新着通知メールの受信設定までの画面操作 

受信ﾒｰﾙ詳細 

Date : 09/06/03 13:05 
From : 〈B〉ドコモ まさや 
Sub : 週末の件 
 週末の件ですが、 

To

※自動端末保存された場合、
WEBメールサイト上では既読
メールとなります。　 

受信メール 1/10To

受信メール 1/10To



23 24●画面は実際とは異なる場合があります。 

フォルダ機能では、受信メールのフォルダを10個まで作成することができます。 ●フォルダ新規作成 

フォルダ機能 

●振分条件設定 

「受信メールフォルダ設定」画面か
ら「振分条件設定」を選択します。 

「新規作成」を選択します。 

「ルール名（必須）」「振分条件（必須）」
「アドレス振分」「振分先フォルダ（必須）」
を入力し、「決定」を選択します。 

※「フォルダ別新着メール受信設定」を選択す

ると、「新着メール受信設定に従う」「自動端

末保存（クイック返信）」「自動端末保存」「新

着メール通知」「通知なし」が選べます。 

ﾌｫﾙﾀﾞ新規作成 

ﾌｫﾙﾀﾞ名 
 
 

2 3

WEBメールTOPページから「受信
メールフォルダ設定」を選択します。 

フォルダ名を入力し、「決定」を
選択します。 

「フォルダ新規作成」を選択します。 

サークル 

決定 
戻る 
 

※「受信メール」一覧画面にある「フォルダ内検索」では、指定した条件に合致するメールのみ表示 

    させることができます。 

受信ﾒｰﾙﾌｫﾙﾀﾞ設定 

　 ﾌｫﾙﾀﾞ新規作成 
　 ﾌｫﾙﾀﾞ名編集 
　 ﾌｫﾙﾀﾞ削除 
　 振分条件設定 
　 WEBﾒｰﾙﾄｯﾌﾟへ 
 
 

1
　 受信ﾒｰﾙ 
　 新規ﾒｰﾙ作成 
 
　 署名設定 
　 Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
　 受信ﾒｰﾙﾌｫﾙﾀﾞ設定 

お知らせ 

振分条件編集 
▼ﾙｰﾙ名（必須） 
 友人 
▼振分条件（必須） 
 
◎ｱﾄﾞﾚｽ振分 
 
 
▼振分先ﾌｫﾙﾀ（゙必須） 
 サークル 
▼ﾌｫﾙﾀﾞ別新着ﾒｰﾙ受信設定 
 新着ﾒｰﾙ受信設定に従う 

2 3振分条件設定 

　 新規作成 
　 並べ替え 
　 削除 
戻る 

1
　 ﾌｫﾙﾀﾞ新規作成 
　 ﾌｫﾙﾀﾞ名編集 
　 ﾌｫﾙﾀﾞ削除 
　 振分条件設定 
　 WEBﾒｰﾙﾄｯﾌﾟへ 

受信ﾒｰﾙﾌｫﾙﾀﾞ設定 

メールをどのフォルダに振り分けるか設定できます。 

●WEBメールでは、新着メール受信設定を『通知なし』、振分条件編集
のフォルダ別新着メール受信設定（　の画面）を『自動端末保存』と
設定することで、メルマガは『通知なし』、友人からは『自動端末保存』
といった便利な使い分けをすることができます。 

masayaXX@docomo.ne.jp

3

1

新規メール作成 

2

WEBメールTOPページから
「新規メール作成」を選択します。 

宛先・タイトル・本文を入力し、
「送信」を選択します。 

ﾒｰﾙ作成 

To: 
 宛先追加 
Sub: 
本文: 
(全角5,000文字まで)

　 送信 
　 保存 

※宛先を入力する際、携帯電話機の電話帳を参照する

こともできます。 

※新規の添付ファイル追加およびデコメール・デコメ絵

文字の送信はできませんが、添付ファイル付受信メー

ルを転送する場合のみ添付ファイル送信が可能です（再

送が制限された制限付ファイルは転送時に自動的に

削除されます）。 

 

※デュアルモードご利用中に端末から新規ｉモードメール

を作成する場合、Bモードの電話帳からメールアドレス

を引用することが可能ですが、Aアドレスによるメール

送信となります。 

　 受信ﾒｰﾙ 
　 新規ﾒｰﾙ作成 
　 送信ﾒｰﾙ 
　 保存ﾒｰﾙ 
　 電話帳 
　 署名設定 
　 Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
　 受信ﾒｰﾙﾌｫﾙﾀﾞ設定 

お知らせ 

●「フォルダ名編集」は「受信メールフォルダ設定」画面から「フォルダ名編集」を選択し、編集したいフォルダを選びま
す。フォルダ名を入力後、「決定」を選択します。 
●「フォルダ削除」は「受信メールフォルダ設定」画面から「フォルダ削除」を選択し、削除したいフォルダを選びます。
「フォルダ削除確認」画面で「はい」を選択します。 

2

端末保存 
※画像ファイルなどの添付ファイルは、WEBメール

サイト上では確認できないため、端末に保存する

必要があります。 

※添付ファイルがある場合などは、WEBメールサイ

ト上で内容を確認することができないため、WEBメー

ルを端末（本体）に保存する必要があります。保

存にあたってはパケット通信料がかかります。 

WEBメールサイト上のメールを端末に受信し、保存することができます。 

受信ﾒｰﾙ詳細 

Date : 09/06/02 23:00 
From : mikaXX@docomo.ne.jp 
Sub : こんばんは 
 先日はとても楽しかったです。 

返信/転送 
端末に保存 

「受信メール」一覧が表示されたら、保存
したいメールのタイトルを選択します。 

「受信メール詳細」画面が表示されたら、
「端末に保存」を選択します。 

1
［１］06/03　13：05 
〈B〉ドコモ まさや 
　  週末の件 
［2］06/02　23：00 
mikaXX@docomo.ne.jp 
　こんばんは 

［20］06/01　16：32 
tetsuyaXX@docomo.ne.jp 
　 待合せの時間 

受信ﾒｰﾙ 
（1/10） 

NEW

To

送信メール確認 
※送信メールの最大保存件数は合計100通、保存容量

は合計4MBです。この条件を超えた場合、未保護の

送信メールのうち、古いものから順に削除します（保

存期間に制限はありません）。 

※送信メールを利用して編集や再送信することも可能

です。 

送信ﾒｰﾙ 
（1/10） 

［１］06/03　15：01 
〈B〉ドコモ まさや 
 Re:週末の件 
［2］06/02　12：15 
mikaXX@docomo.ne.jp 
　お得情報 

1 2

WEBメールTOPページから
「送信メール」を選択します。 

確認したいタイトルを選択します。 

　 受信ﾒｰﾙ 
　 新規ﾒｰﾙ作成 
　 送信ﾒｰﾙ 
　 保存ﾒｰﾙ 
　 電話帳 
　 署名設定 
　 Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
　 受信ﾒｰﾙﾌｫﾙﾀﾞ設定 

お知らせ 

masayaXX@docom

●返信（引用）する場合 

返信／転送 

2 3

「受信メール詳細」画面から「返信
／転送」を選択します。 

本文を入力し、「送信」を 
選択します。 

「返信（引用）」を選択します。 

1 返信/転送 

　 返信 
　 返信（引用） 
　 全員に返信 
　 全員に返信(引用） 
　 転送 
戻る 

受信ﾒｰﾙ詳細 

Date : 09/06/03 13:05 
From : 〈B〉ドコモ まさや 
Sub : 週末の件 

午前9時集合です 

返信/転送 
端末に保存 

ﾒｰﾙ作成 

To: 
宛先追加 
Sub: 
本文: 
(全角5,000文字まで)

　 送信 
　 保存 

Re:週末の件 

＞午前9時集合です 
了解です！ 

※転送する場合は、　  の画面で「転送」を選択し、宛先を入力後「送信」を選択します。 2

To

〈送信に関する操作〉 



5.2in1ﾒｰﾙ設定 
■ Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
2in1 Bｱﾄﾞﾚｽのﾒｰﾙ設定 
を確認・変更できます。 

25 26●画面は実際とは異なる場合があります。 

削　除 

1 2

「選択削除」「既読削除」「全件
削除」のいずれかを選択します。 

「受信メール」一覧画面で「削除」
を選択します。 

受信ﾒｰﾙ 
（1/10） 

［１］06/03　13：05 
〈B〉ドコモ まさや 
　  週末の件 
［2］06/02　23：00 
mikaXX@docomo.ne.jp 
　こんばんは 

NEW

削除 

●1件削除する場合 ●複数削除する場合 

　 選択削除 
　 既読削除 
　 全件削除 
一覧へ戻る 

※「既読削除」とは、フォルダ内の保護されたメール以外の既読メールをすべて削除します。　※「全件削除」とは、フォルダ内の保護されたメール以外のメールをすべて削除します。 

削除 

「ケータイデータお預かりサービス」を利用して電話帳データを保存していれば、

そのデータを用いて「受信メール」「送信メール」画面などのメールアドレスを名

前変換することができます。また、電話帳2in1設定のA ・ B・共通も表示されます。 

●電話帳参照機能 【新規メールを作成する場合】 

ﾒｰﾙ作成 

電話帳参照 

全件 
ﾌﾘｰﾜｰﾄﾞ: 
 
ﾌﾘｶﾞﾅ 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ: 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ00 
全15件 
 
送信履歴 
［B］ドコモ まさや 
［B］ドコモ あき 

検索 

検索 

検索 

ﾒｰﾙ作成 

To: 

宛先追加 
Sub:

To: 
宛先追加 
Sub:

masayaXX@docom

「メール作成」画面の宛先入力欄の横に電話帳参照ボタン（本の絵文字）が表
示されます。このボタンを押すことで、電話帳データの中からメールアドレスが引
用できます。電話帳データの検索方法は、「全件／送信履歴／受信履歴／50
音順検索」「フリーワード検索」「グループ検索」の3種類があります。 

【受信メール画面】 

受信ﾒｰﾙ 
（1/10） 

［１］06/03　13：05 
〈B〉ドコモ まさや 
　　週末の件 
［2］06/02　23：00

NEW

「ケータイデータお預かりサービス」で、とっても便利！ 

https://www.nttdocomo.co.jp/ サービス・機能　 iモードケータイ向け　 ケータイデータお預かりサービス 

「新規メール作成」や「宛先追加」、

「フォルダ内検索」、「振分条件設定」

時にお預かりセンターのデータからメー

ルアドレスを引用することができます。 

●名前変換機能 

1/1ﾍﾟｰｼﾞ 

宛先を最大4件まで追加することが可能です。 
宛先種別はTo、Cc、Bccから選択することが 
できます。 

「メール作成」画面で「宛先追加」を選択し、
追加したいアドレスを入力します。 

宛先追加 署名設定 

署名設定 
●署名をつけますか？ 
◎つける 
○つけない 
 
●署名 
（全角100文字まで） 
 決定 
戻る 

WEBメールTOPページから「署名設
定」を選択し、署名を「つける」を選び、
署名を入力後「決定」を選択します。 

※「署名設定」画面で事前に署名を登録しておく

と、新規メール作成および引用をしない返信の

場合は自動的に本文に表示されます。 

※WEBメールTOPページの「Bアドレスメール設定」からも同様に設定を行うことが可能です。 

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 

「受信メール詳細」画面で「削除」
を選択します。 

受信ﾒｰﾙ詳細 

Date : 09/06/03 13:05 
From : masayaXX@docomo.ne.jp 
Sub : 週末の件 

午前9時集合です 

返信/転送 
端末に保存 
削除 

To

ﾒｰﾙ作成 

To: 
宛先追加 
Sub: 
本文: 
(全角5,000文字まで)

Bアドレスに関する各種設定（ケータイ本体でのメール・WEBメール共通） 

希望ｱﾄﾞﾚｽ 

以内で入力し 
※先頭文字は、必ず英 
字入力してください。 

　1日3回までｱﾄﾞﾚｽ変 
更を行うことができます。 
決定 

@docomo.ne.jp

Bアドレスの変更 

2 3

「希望アドレス」を選択します。 
 

希望のアドレスを入力し、「決定」を選択します。 

keita02XX

2in1お申込み時にBアドレスは、ランダムな英数字に設定されています。 

「メアド変えても転送サービス」（100円（税抜）／回）を利用すれば、Bアドレスを変更しても以前（1つ前）のBアド
レス宛のメールを60日間受信できます。 ※「メアド変えても転送サービス」の詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。 

 「メアド変えても転送サービス」で、Bアドレスを変えてもあんしん！ 

Bアドレスの確認 

「メール設定確認」を選択します。 

ﾒｰﾙ設定確認 

あなたのﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは、 
keita02XX@docomo.ne.jp 
です。 

3

現在のBアドレスが表示され
ます。 

Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
 

2
■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 
　希望ｱﾄﾞﾚｽ 

■ﾒｰﾙ設定確認 

Bアドレスメール設定では、Aアドレスとは別にBアドレス専用に以下の 
設定を行うことが可能です。 ※設定によっては、Aアドレスに従わせることもできます。 その他設定 

メール設定画面までの操作 

「メール設定」画面から
「Bアドレスメール設定」
を選択し、iモードパス
ワードを入力し、「決定」
を選択します。 

1 メール設定 
 機能説明 

1.ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ設定 
■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 
　希望ｱﾄﾞﾚｽ 
　電話番号ｱﾄﾞﾚｽ 
　2in1A・Bｱﾄﾞﾚｽ入替え 

5.2in1ﾒｰﾙ設定 
■ Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
2in1 Bｱﾄﾞﾚｽのﾒｰﾙ設定 
を確認・変更できます。 

2

iMenu　　お客様サポート　　各種設定（確認・変更・利用） 　 メール設定 1

メールを受信できなかった場合 
のアラーム通知メールの設定 

新着メールを受信した際の 
設定  　22ページへ 

「URL付きメール拒否設定」 
「受信／拒否設定」「iモード
／spモードメール大量送信
者からのメール受信制限」
を設定 

Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
 ■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 

　希望ｱﾄﾞﾚｽ 
　2in1A・Bｱﾄﾞﾚｽ入替え 
■ﾒｰﾙ受信設定 
　迷惑ﾒｰﾙ対策 

メール設定画面までの操作 

「メール設定」画面から「Bアドレス
メール設定」を選択し、iモードパス
ワードを入力し、「決定」を選択します。 

1 メール設定 
 機能説明 

1.ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ設定 
■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 
　希望ｱﾄﾞﾚｽ 

iMenu　　お客様サポート　　各種設定（確認・変更・利用） 　 メール設定 1

5.2in1ﾒｰﾙ設定 
■ Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
2in1 Bｱﾄﾞﾚｽのﾒｰﾙ設定 
を確認・変更できます。 

メール設定画面までの操作 

「メール設定」画面から「Bアドレス
メール設定」を選択し、iモードパス
ワードを入力し、「決定」を選択します。 

1 メール設定 
 機能説明 

1.ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ設定 
■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 
　希望ｱﾄﾞﾚｽ 

iMenu　　お客様サポート　　各種設定（確認・変更・利用） 　 メール設定 1

Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
 ■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 

　希望ｱﾄﾞﾚｽ 
　2in1A・Bｱﾄﾞﾚｽ入替え 
■ﾒｰﾙ受信設定 
　迷惑ﾒｰﾙ対策 
　新着ﾒｰﾙ受信設定 
　ｱﾗｰﾑ通知設定 
■その他設定 
■WEBﾒｰﾙ利用設定 
■ﾒｰﾙ設定確認 
■iﾓｰﾄ゙ ﾒｰﾙ自動保存設定 

※Bアドレスの変更はモードの切替に関係なく、「Bアドレスメール設定」にて行います。 
※WEBメールTOPページの「Bアドレスメール設定」からも同様に設定を行うことが可能です。 
※2in1の利用お申込みをする前のFOMAでご利用いただいていたメールアドレスをBアドレスとして利用すること
ができます。詳しくは、8ページ＜Bアドレスに関する注意事項＞をご覧ください。 
※アドレスリセット、シークレットコード登録など一部の機能がご利用いただけません。 
 



27 28

ご利用上の注意 
＜2in1のご利用に関する注意事項＞ 

●Bナンバーでは、パケット通信、ＳＭＳ、イマドコサーチ、ケータイお探しサービスなどはご利用いただけません。ただし、

ドコモまたは国内他事業者の携帯電話から送信されたSMSの受信は可能です。 

●Bナンバーからの「　　　  （警察への緊急通報）」「　　　  （海上での緊急通報）」「　　　  （消防・救急への

緊急通報）」への発信は、Bナンバーで発信してもAナンバーが着信側に通知されます。そのため、着信回避機能な

どでAナンバーに着信しない設定にしている場合、警察、消防および海上保安庁からの折り返しの電話がかかってき

てもこれらの電話を着信できるよう、緊急通報を行ったときは、次の各機能の設定を自動変更いたします。 

　・着信回避機能で、Aナンバーを「着信しない」設定にしている場合は、緊急通報時、「着信する」設定に自動変更します。 

　・Aナンバーの留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定し、サービスを「開始」し 

　  ている場合は、緊急通報時、「停止」設定に自動変更します。 

　※自動変更後は、緊急機関からの折り返し以外の電話についても着信します。設定を戻したい場合は、あらためて

　 設定操作を行ってください。 

●2in1の利用をお申込み後、2in1サービスをご利用いただくためには、お客さまご自身の端末操作により、2in1機能

を開始にする必要があります。また、圏外時など、2in1開始／停止の操作ができない場合があります。 

●2in1の利用廃止をした場合には、お客さまご自身の端末上の操作で2in1機能を停止してください。なお、2in1機能を

停止にしただけでは、2in1の利用を廃止したことにはなりません（2 in1機能を停止にしても、端末に保存されている

2in1の設定情報は消去されません）。 

●端末操作で設定リセットをした場合、2in1機能が停止になります。 

●2in1対応端末から2in1非対応端末へ変更しても、ケータイデータお預かりサービスでお預かりしている電話帳デー

タの電話帳2in1設定は消去されません。 

●2 in1非対応端末・2in1機能停止中の2in1対応端末・904iの一部機種などで外部メモリ（microSD等）内の電話

帳やメールなどのデータを参照すると、電話帳2in1設定・受信アドレスにかかわらず、すべてのデータが表示されます。 

●2in1対応端末で受信メールの全件削除を行うと、端末に保存されているA・Bの両モードのメールがすべて削除されます。 

●Bナンバー宛のSMSをドコモUIMカード（FOMAカード）へ移動した場合、Aナンバー宛のSMSとなります。 

●2in1非対応端末では、Bアドレス宛のメールの受信は可能ですが、WEBメールサイトおよびBアドレスメール設定

画面へのアクセスができません。 

●ドコモの携帯電話機などのSIMロックを解除し、他社のSIMカードを挿入してご利用された場合、2in1はご利用いた

だけません。また、ドコモの携帯電話機以外の携帯電話機などにドコモUIMカード（FOMAカード）を挿入してご利用

された場合も、2in1および本誌に記載する2in1の各機能をご利用いただけない場合がございます。 

●本誌はドコモUIMカード（FOMAカード）とドコモの携帯電話機でご利用になられた場合のご利用ガイドブックとなります。 

 

＜海外で利用する場合の注意事項＞ 

●渡航先の国・地域によっては、留守番電話・転送でんわサービスの開始／停止設定ができない場合があります。 

●渡航先での発信は、お客さまのモード設定にかかわらず、Aナンバーのみでのご利用となります。Bナンバーで発信し

ようとすると、端末画面に発信できない旨のエラーメッセージが表示されます。また、着信について、海外事業者によっ

てはどの番号に対する着信かを判別できず、Bナンバーへの着信もAナンバーへの着信として表示される場合があ

ります。その場合、Aナンバーの着信設定（表示、着信音など）が反映されます。 

●渡航先でご利用いただいたBナンバーの着信料・着信転送料は、Aナンバーの通話・通信料に合算して請求されま

す（着信回避機能を利用されると、Bナンバーの着信を規制することもできます）。 

●渡航先では、2in1開始／停止の操作などができない場合があります。 

●WORLD WING利用停止目安額の対象となる月間利用累積額には、国際ローミング時に利用された2in1のAナン

バーとBナンバーのご利用分の合計額が含まれます。 

メールに関する注意事項など詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 

メールのパケット通信料について 

※パケットパック10、パケットパック30、パケットパック60、パケットパック90は、パケット割引サービスなしのそれぞれ1/2、1/4、1/10、3/40の料金となります。 
　パケットパック10、パケットパック30は、平成20年12月31日をもって新規お申込み受付を終了いたしました。 
　パケットパック60、パケットパック90は、平成21年3月31日をもって新規お申込み受付を終了いたしました。 
※料金は目安です。WEBメールのご利用状況により、パケット通信料が高くなる場合がありますので、ご注意ください。 

●ケータイ本体でのメール 
　ｉモードメールと同様です。 
●ＷＥＢメール 
　ＷＥＢメールとｉモードメールで、メール送受信などのパケット通信料が異なります。 

パケット定額（割引）サービスなし パケ・ホーダイ ダブル 操作方法記載ページ 

ＷＥＢメールＴＯＰ 

ＷＥＢメール認証 

受信メール一覧 

受信メール詳細（全角100文字） 

新規メール作成 

新規メール送信（全角100文字） 

 

 

無　料 

約13～14円 

約5～6円 

約4～5円 

約3～4円 

 

無　料 

無　料 

無　料 

約5円 

約2～3円 

約1～2円 

約1～2円 

 

20ページ 

22ページ 

24ページ 

メールのご利用が 
多い方におすすめ！ 

Aアドレスのメール機能停止を行うと、Bアドレスも停止となります。 !

●画面は実際とは異なる場合があります。 

1 1 0 1 1 8 1 1 9「Bアドレスメール設定」
画面から「WEBメール
利用設定」を選択します。 
 

「WEBメールを常時利
用する」を選び、「決定」
を選択します。 
 

WEBﾒｰﾙ利用設定 
 

 決定 

Bｱﾄﾞﾚｽのﾒｰﾙを端末で
送受信できる機種をお

ケータイ本体でのメール対応端末でも、WEBメールを利用することが可能です。 

＜概算＞【税抜】 

入替え後のメールアド
レスを確認し、「決定」
を選択します。 

迷惑メール対策などのメー
ル設定も入替える場合は、
「入替える」にチェックを入
れたまま「決定」を選択し
ます。 

Ａ・Ｂアドレス入替え ＡアドレスとＢアドレスの入替えが可能です。 
iMenu お客様サポート 各種設定（確認・変更・利用） メール設定 
2in1 A・Bアドレス入替え iモードパスワードを入力し、「決定」を選択 

1 2in1 A・Bアドレス入替え画面までの操作 

2 2in1A・Bｱﾄﾞﾚｽ入替え 

入替えが完了しました。 
 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと同時に、以
下の設定も入替える場
合は、ﾁｪｯｸを入れたまま
「決定」を押してください。 
□入替える 
・迷惑ﾒｰﾙ対策 
（SMS拒否設定は対象
外となります）  
 決定 

1 2in1A・Bｱﾄﾞﾚｽ入替え 

■現在の設定 
・Aｱﾄﾞﾚｽ 
aXX@docomo.ne.jp 
・Bｱﾄﾞﾚｽ 
■入替え後 
・Aｱﾄﾞﾚｽ 
bXX@docomo.ne.jp 
・Bｱﾄﾞﾚｽ 
aXX@docomo.ne.jp 
 
 決定 

▼WEBﾒｰﾙを常時利用
しますか？ 
○WEBﾒｰﾙを常時利用
する 
○端末機能に従う 
 
Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定へ 

iMenu お客様サポート 各種設定（確認・変更・利用） メール設定 
Bアドレスメール設定 iモードパスワードを入力し、「決定」を選択 Bアドレスメール設定画面までの操作 

●メールアドレスの入替えと同時に、メール設定の一部を入替えることができます。 
　（入替え可能な設定）・迷惑メール対策（SMS拒否設定は対象外となります） ・メールサイズ制限 ・メールヘッダ情報
受信設定 ・未承諾広告メール拒否 
　（入替え不可能な設定）・国際MMS受信／拒否設定　・新着通知メール受信設定 
　・アラーム通知設定　・WEBメール利用設定　・フォルダ設定　・フォルダ振分条件設定　・署名設定 
●Aアドレスが番号アドレス（電話番号＠docomo.ne.jp）の場合は、メールアドレスの入替えができません。 
●メアド変えても転送サービスをご利用中の場合は、メールアドレスの入替えと同時に、継続の有無を選択できます。継続
しない場合は、サービスの設定は解除されますが、メアド変えても転送サービス利用料はかかります。 
●メアド変えても転送サービスをご利用中で、Aアドレスの転送元アドレスが番号アドレス（電話番号＠docomo.ne.jp）の場合は、
メールアドレスを入替えると自動的にサービスの設定が解除されます。ただし、メアド変えても転送サービス利用料はかかります。 

Bｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ設定 
 ■ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 

　希望ｱﾄﾞﾚｽ 
　2in1A・Bｱﾄﾞﾚｽ入替え 
■ﾒｰﾙ受信設定 
　迷惑ﾒｰﾙ対策 
■その他設定 
■WEBﾒｰﾙ利用設定 
■ﾒｰﾙ設定確認 
■iﾓｰﾄﾞﾒｰﾙ自動保存設定 




