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第1章
はじめに

1. 会員登録とIDについて P.8
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会員登録を申請する

IDについて

会員登録に必要なお客様の情報を入力していただき、申請を行い
ます。

ログインに必要なID（登録ID、お客様ID）と、利用開始キーの受け
取り方法について解説します。

P.9

P.15

1.会員登録とIDについて

ID
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1.会員登録とIDについて

https://dmail.denpo-west.ne.jp/bビジネスD-MAIL

1.会員登録を申請します会員登録を申請します

2.ビジネスD-MAIL会員の主なサービス内容を確認しますビジネスD-MAIL会員の主なサービス内容を確認します

はじめてのお客様は、
「NTT西日本の電報お申込みサイト
ビジネスD-MAIL」トップ画面の
「いますぐ会員登録」ボタンをクリッ
クします。

1

2

1

 　　　　　　  ボタンをクリックします。1 会員について

内容を確認します。
確認し終えたら、「前のページへ戻る」
ボタンをクリックし、戻ります。

2

1
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1.会員登録とIDについて

内容を確認し、
　　　　　ボタンをクリックします。

1
同意する

3.会員登録申請方法の内容を確認します会員登録申請方法の内容を確認します

2

 　　　　　　　　　　　    ボタンを
クリックします。

1 会員登録申請方法について

内容を確認します。
確認し終えたら、「前のページへ戻る」
ボタンをクリックし、戻ります。

2

4.利用規約の内容を確認します利用規約の内容を確認します

1

1
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1.会員登録とIDについて

5.「会員登録申請入力」画面で必要事項を入力します「会員登録申請入力」画面で必要事項を入力します

「お客様会社名」を全角文字30文
字以内で入力します。

1

「担当者名（漢字）」を10文字以内
で入力します。また、「担当者名（カ
ナ）」を15文字以内で入力します。

2

「お客様部課名等」を全角文字10
文字以内で入力します。

3

「連絡方法」について、
「電話」か「FAX」を選択します。

4

「連絡先電話番号」を入力します。5

「郵便番号」を入力します。
【郵便番号から住所検索する場合】
郵便番号を入力し「郵便番号による
住所検索」ボタンをクリックします。

7

「お客様のメールアドレス」を入力
します。確認用も入力します。

9

「住所」を入力します。
【郵便番号から住所検索した場合】
番地等を追加入力します。

8

必須＊　　　マークがある項目は省略できません。 会員情報の入力

「お客様ID」（4～8桁）を半角英数
字混在で入力します。

10

「電報案内の要否」について、
「DMとメール」・「DM」・「メール」・
「なし」のいずれかを選択します。

12

「パスワード」（8～16桁）を半角英
数字混在で入力します。確認用も
入力が必要です。

11

お客様IDとパスワードは、ログイン時に必要です。
お忘れにならないようメモ等に控えておくことをお勧めします。

Check!

1

3

4

5

6

7

8

9

2

10

12

11

「連絡先FAX番号」を入力します。6
（電報をお届けできなかった場合の連絡方法です。）
※FAXを選択された場合でもお電話でご連絡を
　差しあげる場合がございます。
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1.会員登録とIDについて

13

1「お支払い方法」は
「電話番号」・「クレジットカード」・  
「電話番号とクレジットカード」
から選択します。

入力内容を確認し
　　　　　　　　　　　　　   
ボタンをクリックします。

14

お支払い情報の入力

お支払い方法によって利用開始時期が異なります

会員登録申請の確認へ進む

※「会員登録申請の確認へ進む」をクリックすると必須項目にチェックがかかります。

2

3

「電話番号」「電話番号とクレ
ジットカード」を選択した場合
は「請求先電話番号」を入力し
ます（最大20回線まで）。

「クレジットカード」「電話番号
とクレジットカード」を選択した
場合は「クレジットカード番号」
と「有効期限」を入力します。

3日～5日後
利用可能

即利用可能

会員登録
申請完了

お支払い方法で「クレジットカード」
または「電話番号とクレジットカード※」
を選択した場合

画面・メールで
登録IDを通知

お支払い方法で
「電話番号」を選択した場合

※クレジットカードによるお支払いで即利用可能

NTT西日本より
登録IDを郵送〒

「会 申請 確 進 必須 が

13

14

3

2

1
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1.会員登録とIDについて

6.会員情報の内容を確認します会員情報の内容を確認します

お支払い方法で「クレジット
カード」を選択した場合

登録する

お支払い方法で「電話番号」
または「電話番号とクレジット
カード」を選択した場合

3※この画面は、お支払い方法が
　「電話番号とクレジットカード」の場合です。

入力された「会員登録申請」の内容
が表示されます。

1

修正したい場合は「前のページへ
戻る」ボタンをクリックします。

2

入力した内容に誤りがなければ
　　　　　ボタンをクリックします。

3

「クレジットカード」を選択した場合、会
員登録申請が完了し、会員登録申請完
了画面に遷移します。

お支払い方法で「電話番号」または
「電話番号とクレジットカード」を
選択した場合、電話料金によるお
支払いはNTT西日本での登録審
査が完了するまで利用できないと
いう注意が表示されます。

4

「OK」ボタンをクリックすると会員
登録申請が完了し、会員登録申請
完了画面に遷移します。

5

「登録する」ボタンは連続して複数回クリック
しないようにご注意ください。

1

2

4

Check!

※この画面は、お支払い方法が「電話番号」または「電話番号とクレジット
カード」の場合に表示されます。

4

※この画面は お支払い方法が「電話番号 または「電話番号とクレジ ト

5
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1.会員登録とIDについてID

Check!

7.会員登録の申請完了を確認します会員登録の申請完了を確認します
「会員登録申請完了」画面では表示されたID等を確認・保管（印刷等）して、「ホーム（法人のお客さま）
へ戻る」ボタンをクリックします。

お支払い方法で「クレジットカード」または「電話番号とクレジットカード」を選択した場合

お支払い方法で「電話番号」を選択した場合

※この画面はお支払い方法が「クレジットカード」または「電話番号と
　クレジットカード」の場合です。

2

1

※この画面はお支払い方法が「電話番号」の場合です。

2

1

会員登録申請が完了しました。
登録ID、お客様IDを確認・保管（印刷
等）をしてください。
会員登録申請後、「D-MAIL会員登録
申請完了のお知らせ」をメールでお送
りします。

1

ビジネスD-MAILトップ画面に戻る
場合は「ホーム（法人のお客さま）へ
戻る」ボタンをクリックします。

2

会員登録申請が完了しました。
申請番号を確認・保管（印刷等）をして
ください。

会員登録申請後、「D-MAIL会員登録
申請完了のお知らせ」をメールでお送
りします。後日NTT西日本が郵送〒す
る「登録ID」をログイン画面で入力す
ることにより、利用可能となります。

1

ビジネスD-MAILトップ画面に戻る場
合は「ホーム（法人のお客さま）へ戻
る」ボタンをクリックします。

2

IDについて、詳しくは次のページを
ご確認ください。

電話番号のお支払いをする場合は、後日NTT西日本
から「利用開始キー」が郵送されます。Check!
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1.会員登録とIDについて

お支払い方法で
「クレジットカード」を
選択した場合

登録ID お客様ID

お客様ご自身で設定（P.11）NTT西日本が発行

会員登録申請後
郵送〒（P.16）にて
登録IDをお送り
いたします。

パスワード

お支払い方法で
「電話番号」を
選択した場合

会員登録申請の完了画面（P.14）にて
登録IDが表示されます。

ID

ID

ID

ID PW

お支払い方法で
「電話番号とクレジット
カード」を選択した場合

登録IDとお客様IDについて

ログイン時に必要なIDについてログイン時に必要なIDについて
ログインには、登録ID、お客様ID、パスワードの3つが必要になります。お客様ID、パスワードはお客様が設定
されたものになりますが、登録IDはNTT西日本が発行し、お支払い方法によって受け取り方が異なります。

どちらもログインのために必要なIDです。
「登録ID」はNTT西日本から1回の申請に対し1つだけ発行されるID（変更はできません）です。
「お客様ID」は担当者様自身で設定されたID（変更はできません）で、ご本人のみご使用いただけます。
お客様IDを追加する際は、ユーザー設定（P.104）からご登録ください。

ID
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1.会員登録とIDについて

「電話番号」でお支払いを選択された場合、登録ID記載の用紙をNTT西日本より郵送〒（3日～5日程度）
にてお送りします（「電話番号とクレジットカード」でお支払いを選択された場合、利用開始キーも記載）。
必ず確認・保管してください。

登録IDお知らせ用紙登録IDお知らせ用紙

登録IDが記載されています。1

「電話番号とクレジットカード」
でお支払いを選択された場合、
記載されます。

この「利用開始キー」を、ログ
イン時に表示される利用開始
キーの入力画面で入力するこ
とにより、請求先電話番号が
ご利用可能となります。

2

2

1

利用開始キー（P.17）

ID
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1.会員登録とIDについて

続けて「利用開始キー入力」画面が表示さ
れるので、「利用開始キー（8桁の英数字）」
を入力し登録します。

2

2

新規会員登録申請時に、お支払い方法で
「電話番号とクレジットカード」を
選択されたお客様

P.12お支払い情報の入力

会員情報変更申請時に、
　　　　 がついた項目
を変更されたお客様

P.97会員情報変更申請

再審査
● お客様会社名
● 郵便番号
● 契約者のご住所
● 請求先電話番号

i

「利用開始キー」登録後、
請求先電話番号がご利用可能に

なります。

「利用開始キー」登録後、
会員情報の変更が反映

されます。

Check!

※「請求先電話番号」を登録および変更された場合、ご利
用の前に「登録情報の個別設定・変更」（P.94）で使用
する請求先電話番号を設定してください。

利用開始キーについて利用開始キーについて
「利用開始キー」とは、NTT西日本が審査後お客様にお送りする８桁の英数字です。以下の設定をされた
お客様は、ご利用前に「利用開始キー」を入力し登録してください。

ID

利用開始キーの登録方法

「会員ログイン・新規登録」画面にて
登録ID、お客様ID、パスワードを入力し、
　　　　  ボタンをクリックします。

1

ログイン

1
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