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音声通話SIM 即日開通受付方法

◼ 概要
音声通話SIMの即日受付において、店頭にタブレット端末を設置しBIGLOBEモバイル
と一部オプションサービスの申込受付を致します。

◼ 受付内容

項目 タブレット申込
申込方法 店頭にてタブレット申込(OSS)

お手続き完了連絡 タブレットにメールにて結果通知

決済方法
（新規受付の場合）

店頭申込時にクレジットカード決済(新規のみ)

店頭オプション申込 あり(店頭でLTE申込後、オプション申込を実施)

◼ 店頭受付時間

タイプ 店頭受付時間

タイプD 20：00まで

上記の店頭受付時間以降にお申し込みの場合は、BIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口に受付可
能か確認の上、対応してください。
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即日開通受付にともなう納品物

納品物 詳細

①タブレット
（お客様お申込・店員メール受信用）

• お客様にてご契約手続きをおこなう為の端末です。
• 店頭でのお手続き完了後、BIGLOBEにて審査およびSIMカードへの登録手続きをおこな

います。お手続きの結果に関して、タブレットにメールにて結果報告をおこないます。

②店員ID／PW
（ヘルパー用ID/PW）

• タブレットにてお客様の本人確認書類をアップロードいただく際に「店員ID／PW」が必要と
なります。

③店員用メールアドレス • 店頭での申込後、BIGLOBEでの審査、手続きに関する結果報告用のメールアドレスです。

④お申し込み内容チェックシート • お客様にてタブレット入力前に本チェックシートを記載頂きます。
• 本チェックシートにタブレットへの入力内容を記載いただかないと、BIGLOBEの審査後の問

い合わせやどのお客様のSIMカードを受付・管理しているか等がわからなくなってしまいますの
で、必ずご利用ください。

◼ 納品物-1

お申し込み内容チェックシートタブレット
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即日開通受付にともなう納品物

納品物 詳細

①即日開通用パッケージ • 下記4種類のパッケージをご利用頂きます。
※即日開通パッケージに関しては、標準SIMの取り扱いはございません。

②申込確認書（書面） • ご入会前にお客様に読んでいただく重要事項説明書です。

③開通端末 タイプD用
（ドコモ製のガラケーまたはスマホ端末）

• micro用/nano用
SIMカードへの番号書き込みを確認するための開通端末です。BIGLOBEでの
審査/お手続き完了の報告メールを受信後、新規・MNP問わず、開通作業を実施ください。

⑤デモSIM • BIGLOBEモバイルの通信速度をご確認いただくためのデモ用SIMになります。

④その他 • その他、総合カタログ、キャンペーンチラシ、ダミーカードを納品させて頂きます。

◼ 納品物-2

商品イメージ 商品名 JANコード

新規発番用SIMパッケージ microSIM 4571451731523

新規発番用SIMパッケージ nanoSIM 4571451731516

MNP用SIMパッケージ microSIM 4571451731554

MNP用SIMパッケージ nanoSIM 4571451731561
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お手続き全体の流れ
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1
【販売員様】お申し込みに必要な物の確認 お申し込み内容チェックシート、申込確認書

【販売員様】お申し込みにあたっての申込確認

【お客様】お申し込み内容チェックシートの記入

【お客様】タブレットにてSIMご契約手続き

【お客様】お申し込みに必要な物の確認 本人確認書類、クレジットカード（新規契約の場合のみ）

【販売員様】
タブレットにて本人確認書類のアップロード

【販売員様⇒保護者】
青少年のインターネット利用に関する説明書をご説明

【販売員様⇒保護者】フィルタリングサービスの利用意思確認

【販売員様】
ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの紹介ﾁﾗｼをご紹介

【お客様】
タブレットにてSIMご契約手続き

【販売員様】タブレットにて
本人確認書類のアップロード

【お客様】
タブレットにて不要理由をご登録

ご利用者が家族でかつ18歳未満の場合

フィルタリングサービスを利用しない場合フィルタリングサービスを利用する場合

ご利用者がご契約者の場合、
または家族でかつ18歳以上の場合

【販売員様】タブレットにて
本人確認書類のアップロード

【お客様】
タブレットにてSIMご契約手続き

申込確認書内容を説明し(申込確認動画を視聴頂き) 
同意頂く
※申込確認動画は重要事項説明動画を指します

お手続き全体の流れ（詳細）1/2
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お手続き全体の流れ（詳細）2/2

①【販売員様】SIMパッケージレジ処理（会計）

②【販売員様】商品・書類一式をお渡し

開
通
業
務

3

お
渡
し
業
務

4

ご
購

入
後

5

①【お客様】商品・ご契約書類の受取り

お申し込み内容チェックシート、申込確認書、SIMパッケージ

※キーボードの予測変換を消去してください
※お客様への返却物に漏れがないか必ず確認してください

MNPの場合 新規発番の場合

②【販売員様】OTA開通処理

①【販売員様】結果通知メールを受信

③【販売員様】発着信番号への発信、開通確認
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申込確認書について
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申込確認書(音声通話SIM・店頭開通用)について

販売員様

申込確認書は
・「紙媒体」とチャネルにより「動画版※」があります。
※重要事項説明動画を指します

「紙媒体」の場合：
お客様に口頭で全てご説明し、「チェック欄」にチェックを入れます。

「動画版」の場合：
お客様に重要事項説明動画をご視聴頂き、「チェック欄」にチェックを入れ

ます。
動画版のみ、店舗使用覧の「動画説明」の「チェック欄」にチェックを入れ

ます。

「お客様署名欄」に署名を頂きます。
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申込確認書(音声通話SIM・店頭開通用)について記入要領(1/3)

販売員様

・年、月
必ず最新版の「申込確認書」の利用をお願いします。

※旧版は、破棄して頂き、必ず差替えをお願いします！

・ご利用者が家族で18歳未満の場合について
BIGLOBEモバイルの利用者について、年齢の確認をさせて
頂きます。なおBIGLOBEモバイルは、「契約者」または

「契約者のご家族」のご利用を認めています。

本欄では、ご利用者が、家族で18歳未満の場合について記載しています。

お客様

・タイプ
タイプD版とタイプA版があります。

・チェック
説明し、チェック欄にチェックをいれます。

・料金記載欄
お申込プランやオプションサービスに応じて、初期費用／月額料金について、

合計金額(税抜)を記載してください。

・最低利用期間終了月まで総額目安を記載してください。

※但しユニバーサル料、 SMS利用時の通信料、通話料は除く。

※月額料金は定価(キャンペーン適用前)を記入

PKG代金を記入

SIMカード準備料
や家族会員初期費用
（かかる場合）記入

プラン月額料金と
オプション月額料金の
合計金額を記入

店頭の販売価格を記入

お申し込み内容にあわせて
初期費用と最低利用期間終了月までの
期間の月額費用(オプションがある場合は

含む)の総額を記載します。
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申込確認書(音声通話SIM・店頭開通用)について記入要領(2/3)

販売員様お客様
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申込確認書(音声通話SIM・店頭開通用)について記入要領(3/3)

販売員様お客様

・お客様署名欄
申込確認書をご説明、お客様にて理解、承諾いただいた場合には

署名を頂いてください。

なお、署名を記入いただく前に、不明点がないかを必ず確認、
不明点がある場合は、ご説明をお願いします。

・店舗使用欄
ご契約にあたって販売代理店の名称／連絡先／営業時間／代理店届出

番号の告知が義務つけられています。本欄には事前に上記を記載

（店舗印があれば印でも可）ください。

※事前に記入が難しい場合は、名刺をセットでお渡しいただくことも

可とします。

※但し、代理店届出番号の記入は必須になります。

・お申し込み後のお問い合わせ先
カスタマーサポートの連絡先・営業時間を記載しています。

入会後の各種お手続きや解約等のご相談は、

左記に連絡いただくようにご案内ください。

・動画説明
動画版(重要事項説明動画)でご説明頂いた場合は、

チェックを入れます
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申込内容（お客様に説明する義務がある重要事項）について
動画でご覧頂くことで、お客様に一層の理解を促進するツールとなり

ます

(再生時間：約10分30秒）

◆申込確認書(重要事項説明書 動画版)の画面イメージ

申込確認書(音声通話SIM・店頭開通用)について[動画]
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申込確認書(音声通話SIM・店頭開通用)について[動画]

③最近使った項目から、該当動画のサムネイルをタップ

①クラウドストレージから重要事項説明動画をダウンロード

②ダウンロード後、ファイルアプリをタップ

◆申込確認書(重要事項説明書 動画版)の再生手順

④再生ボタンをタップして再生



16

ご利用者がご家族かつ18歳未満の場合の対応

販売員様お客様

・2017年6月に改正された「青少年が安全に安心してインターネットを
利用できる環境の整備等に関する法律」（青少年インターネット環境
整備法）にて、18 歳未満の方がインターネットを利用する場合は
保護者が不要としない限りフィルタリングサービスの利用を義務づけて
います。

ご利用者が「ご家族」で18歳未満の場合は、
保護者（契約者＝保護者とは限りません）の方に本資料をもとに

・フィルタリングサービス法律で義務付けられている旨のご説明
・フィルタリングサービスを利用しない場合には、保護者による
「フィルタリングサービス不要理由」の確認が必要なこと

をご説明ください。

青少年のインターネット
利用に関する説明書
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お申し込み内容チェックシートの記入
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事前確認

事前確認
1. 「BIGLOBEモバイル」ご契約にあたり、必要なものを確認してください。

1. 有効な本人確認書類
2. 国内発行のご契約者様本人名義のクレジットカード

※新規契約の場合のみ。現物を必ず確認してください。

2. 申込確認書にて、重要事項をご説明(チャネルにより動画再生)してください。

3. お客様にて「お申し込み内容チェックシート」を記入してください。
※ご記入いただく際にお客さまが既にお持ちのBIGLOBE ID(ユーザID)でモバイルの契約を
ご希望される場合は、お客さまにIDのご確認をお願いいたします。

BIGLOBE ID(ユーザID)がご不明の場合、BIGLOBEモバイル販売店向け窓口にて
「氏名/生年月日/連絡先」をもとに会員情報や受付番号を確認いただけます。

4. 販売員様にて「お申し込み内容チェックシート」の店員記入欄を記入してください。

⇒ 記入方法は次ページ参照
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お申し込み内容チェックシートの記入方法(お客様)(1/3)

お客様

お客様にてチェックシートを記入して頂きます。（一部、販売員記入欄あり）

・ご契約（新規にID申し込み/既存IDで申し込み）の確認
新規にユーザIDを申し込むか、現在ご利用中のIDで申し込むかを
チェックして頂きます。記入方法は別ページ参照。
※ご記入いただく際にお客さまが既にお持ちのBIGLOBE ID(ユーザID)で
モバイルの契約をご希望される場合は、お客さまにIDのご確認をお願いいたします。
BIGLOBE ID(ユーザID)がご不明の場合、BIGLOBEモバイル販売店向け窓口にて

「氏名/生年月日/連絡先」をもとに会員情報や受付番号を確認いただけます。
BIGLOBE ID(ユーザID)をお持ちの方を新規IDで手続きされると、
各種特典が正しく適用されず、ご請求がBIGLOBE ID(ユーザID)毎になるなど、
お客様クレームに繋がる可能性があります。

※家族会員お申し込みの場合もチェックして頂きます。
※ご家族でまとめて新規申し込みの場合は、親会員(BIGLOBE会員)の新規ご契約を
先に開始してください。

・ご希望のSIMサイズ、プラン、オプション
ご希望のSIMカードのサイズ、プラン、オプションサービスに
チェックをして頂きます。

・ご契約者情報
こちらにご記入いただいた情報をもとに本人確認資料とのチェックをお願いします。

※本人確認業務については本人確認運用マニュアルを参照願います。

・クレジットカード（新規契約の場合のみ）
BIGLOBE新規契約の場合のみ、ご本人様名義のクレジットカードが必要となります。
※国内発行のものに限る。デビットカードやプリペイド式のカードは不可。

・本人確認資料にチェック
ご提示いただいた本人確認資料にチェックをして頂きます。

・新規発番／MNPの確認
新規／MNPのどちらかにチェックをして頂きます。
MNPをご希望の場合は、MNP予約番号およびMNP電話番号を
あわせてご記入頂きます。
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お申し込み内容チェックシートの記入方法(お客様)(2/3)

お客様にてチェックシートを記入して頂きます。

・ご利用者様情報
ご利用者の確認をしてください。

ご契約者本人もしくは、ご家族の方で年齢が18歳以上であれば、該当の欄に
チェックをいただくだけで終了です。

ご利用者が「ご家族」で18歳未満の場合は、保護者（契約者＝保護者とは限りません）
の方に「青少年のインターネット利用に関する説明書」を用いてフィルタリングサービ
スが義務つけられていることをご案内願います。
（保護者が店頭にいない場合はご契約不可となります。）
※保護者とは、親ないし後見人。
※家族とは、生計を共にしているもの。

・その上で、フィルタリングサービスの加入希望をご確認ください。
フィルタリングサービスをご利用のかたは、以下のチラシをお渡しください。
※iphoneをご利用の場合は、iOSの機能制限をお願いします。
⇒本チラシに設定のURLを記載しております。

・フィルタリングサービスをご利用されない場合は、
「フィルタリングサービス不要理由」を保護者の方にご確認頂きます。

フィルタリングサービス
紹介チラシ

青少年のインターネット
利用に関する説明書

お客様
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お申し込み内容チェックシートの記入方法(販売員様)(3/3)

販売員様

販売員様にて、店員記入欄にシール貼付、必要事項の記入をお願いします。

・シール貼り付け位置
開通させるSIMパッケージに同梱されているシールを貼り付けます。

＜新規発番・MNP＞
SIMパッケージに同梱されて
いるシールを剥がし、貼付

・受付番号
既存IDでお申し込み希望で、ユーザIDがわからない場合、
BIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口より払い出された受付番号を記入します。

BIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口にてお客様からご申告いただいた
「氏名/生年月日/連絡先」を照合し、会員情報を確認します。
会員情報が確認できましたら、数字10桁の受付番号を払い出します。

・受付担当者名
受付していただいた販売員様のお名前を記入してください。
申し込み内容についてBIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口からご連絡する
場合がございますので、「フルネーム」の記入をお願いします。
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タブレット登録作業
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タブレット登録作業

販売員様お客様

④本確再ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ：
本人確認書類の再アップロードが必要な際にタップ

ツール関連：
クラウドストレージに遷移します。
お渡しツール、掲載可能ツールなどが格納されています。
※クラウドストレージのパスワードがご不明な場合は
当社営業担当に確認をお願い致します。

Webクリップの「①通常申込、②家族会員追加、④本確再ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ」をタップすると
店頭契約用のBIGLOBEモバイルの各ご契約手続きページが表示されます。画面の案内にそって、ご入力いただくようお願い致します。

「ツール」は訴求ツールの格納先に遷移しますので適宜ご利用下さい。

①通常申込：
新規入会もしくは既にBIGLOBE会員のお客様が申込みの場合にタップ

②家族会員追加：
家族会員の新規登録・追加お申し込みの場合にタップ
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タブレット登録作業

＜重要＞
・端末は、電源をONした立上げ時には、画面ロックがかかった状態になっております。
画面ロックの解除には、下記PWをご入力ください。

●画面ロック解除パスワード：a123

「BIGLOBE会員でないお客様」の
登録手順はP.27から

「BIGLOBE会員のお客様」の
登録手順はP.41から

Webクリップの「①通常申込」をタップすると店頭契約用のBIGLOBEモバイルのご契約手続きページが表示されます。
画面の案内にそって、お客様にご入力いただくようお願い致します。

＜専用ページからもアクセス可能＞ http://0962.jp/sokuji/entrance2/

販売員様お客様
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新規にIDをお申し込み（BIGLOBE会員でないお客様）
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新規にIDをお申し込み

今回の音声通話SIMのお申し込みについて、他社で利用中の電話番号を引き継ぐ（MNP）か

新規に電話番号を発番するかをチェックしてください。

MNPの場合はこちらにチェック

新規発番の場合はこちらにチェック

販売員様お客様
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新規にIDをお申し込み

販売員様お客様

登録番号/電話番号

※登録番号/電話番号はハイフンも含めて入力してください。

パッケージ同封のシールに記載の登録番号/電話番号・製造番号をご入力ください。

登録番号/電話番号と
製造番号を入力します。

タイプD：電話番号を入力
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新規にIDをお申し込み

販売員様お客様

ご希望のプランを選択してください。

※SIMサイズは自動で選択されます。お客様ご希望のSIMサイズと相違ないかご確認ください。

SIMサイズは、入力した
パッケージの番号を
もとに自動選択！

間違いがないかを必ず確認

タイプDは、
microSIM/nanoSIMの
画像が表示されます。

「次へ」を押下
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新規にIDをお申し込み

販売員様お客様

ご契約情報の入力画面が表示されます。画面の手順に沿って、ご契約情報を入力します。
※本人確認書類と同一の内容を入力してください。

氏名・生年月日・住所は、
本人確認書類の情報を

そのまま入力してください。（マンション名等も）
相違があると不備となり、再対応が必要です。
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新規にIDをお申し込み

お客様

新規取得するBIGLOBEメールアドレスを入力します。

■BIGLOBEメールアドレス（無料）を取得します。
ご希望のメールアドレスをご入力ください。「***」部分
は自動的に決まります。
使用可能な文字は、半角英数小文字、"-"（ハイフン）、
"_"（アンダーバー）、"."（ピリオド）です。先頭は半角英
数小文字のみ、最後尾に"."（ピリオド）は使用できません。



31

新規にIDをお申し込み

お客様

青少年インターネット環境整備法にしたがって、ご利用者が青少年(18歳未満)であるかの確認をします。

18歳以上か18歳未満かにより、画面遷移先が異なります。

◆SIM利用者がご本人もしくはご家族でSIM利用者の年齢が18歳以上の場合

該当箇所にチェックを入れ、規約に同意
頂き、次へを押下してください。
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新規にIDをお申し込み

お客様

◆SIM利用者がご家族でSIM利用者の年齢が18歳未満の場合
SIM利用者がご本人で18歳未満の場合は、
BIGLOBEモバイルのお申し込みは出来ません。

青少年インターネット環境整備法にしたがって、ご利用者が青少年(18歳未満)であるかの確認をします。

18歳以上か18歳未満かにより、画面遷移先が異なります。

該当箇所にチェックを入れ、規約に同意
頂き、次へを押下してください。
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新規にIDをお申し込み

お客様

ご利用者が青少年(18歳未満)である場合、フィルタリングサービスを利用するか利用しないかの確認をします。

フィルタリングサービスを
「利用する」/「利用しない」のどちらかにチェックをいれます。

※必ず保護者の方にお手続きをして頂いてください。

「利用する」場合は、「フィルタリングサービスの利用」の下に
「フィルタリングサービスのご紹介」の枠が表示されます。→次頁

「利用しない」場合は、「フィルタリングサービスの利用」の下に
「フィルタリングサービス不要理由」の枠が表示されます。→次々
頁
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新規にIDをお申し込み

お客様

ご利用者が青少年(18歳未満)である場合、フィルタリングサービスを利用するか利用しないかの確認をします。

フィルタリングサービスを利用するにチェックをいれます。

◆フィルタリングサービスをご利用する場合

チェックを入れた方には、フィルタリングサービスの紹介チラシ
をお渡しください。

フィルタリングサービスを利用する旨をご確認を頂き、
チェックをいれます。

※必ず保護者の方にお手続きをして頂いてください。
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新規にIDをお申し込み

お客様

SIMご利用者が青少年(18歳未満)である場合、フィルタリングサービスをご利用するかされないかの確認をします。

フィルタリングサービスを利用しないチェックをいれます。

◆フィルタリングサービスをご利用されない場合

フィルタリングサービス不要理由の該当する理由１つにチェックを
入れます。

※必ず保護者の方にお手続きをして頂いてください。

フィルタリングサービスを利用しない旨をご確認を頂き、チェック
をいれます。
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新規にIDをお申し込み

■契約者名義のクレジットカードの入力

デビットカードやプリペイド式のカード、海外で発行されたクレ
ジットカードはご登録いただけません。

【ご注意】

一度クレジットカードの番号を間違えてしまうと、

お客様がクレジットカードに登録している電話番号の入力を

求められることがあります。

クレジットカード情報を入力します。

お客様
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新規にIDをお申し込み

お申し込み内容の確認後、「本人確認書類アップロード」ボタンを押下してください。

※ご契約情報の「氏名」「住所」「生年月日」が本人確認書類と同一であることを確認してください。

入力内容に間違いがないかをチェック！
●SIMカードタイプは合ってますか？
●SIMサイズはただしいですか？
●MNPの電話番号は正しいですか？（MNPの場合）
●氏名・住所・電話番号は、本人確認書類と同一ですか？

SIMカードタイプが表示されます

販売員様お客様
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販売員様お客様

お申し込み内容の確認後、「本人確認書類アップロード」ボタンを押下してください。

SIM利用者、SIM利用者の年齢、フィルタリングサービスの利用及び不要理由が表示されます。

▼SIM利用者がご本人で18歳以上の場合の表示 ▼SIM利用者がご家族で18歳未満の場合の表示

P53「8.本人確認書類のアップロード」
へ進んでください」

新規にIDをお申し込み
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本人確認書類のアップロード
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本人確認書類アップロード

別途、払い出しております、店員ID （ヘルパー用ID） /パスワードを入力してください。

・店員ID（ヘルパー用ID ）：
固定で8桁の英数字です。
（頭3桁：英字、後ろ5桁：数字）

・パスワード：月に1度変更になります。
変更ルールは別ページを参照願います。

アップロードいただく本人確認書類については、
別紙の本人確認運用マニュアルを参照してください。
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本人確認書類アップロード

「画像をアップロードする」ボタンを押下し、本人確認書類をカメラで撮影してください。

【重要】
アップロードいただく本人確認書類は、
ご契約者の「氏名」「住所」「生年月日」の記載があり、
かつBIGLOBEにご登録いただく情報と
一致している必要があります。

アップロード前に、本画面にて、ご入力いただいた情報
と一致しているかを必ずご確認ください。

【注意事項】
免許証：住所変更されている場合は裏面も必要です
保険証：下記の項目はマスキングをお願いします

被保険者証記号・番号、保険者番号

＜注意＞

※「お申し込みを確定」ボタンは一回だけ押下するようにしてください。

申し込み内容についてBIGLOBEモバイル販売店
問合せ窓口からご連絡する場合がございますの
で、
「フルネーム」の記入をお願いします。

登録内容を表示しています。
氏名・生年月日・住所が本人確認書類と

同じかチェック！

氏名・生年月日・住所が全てわかるように
アップロードしてください。

画像をアップロード頂く際には必ず「カメラ」を選択してく
ださい。「ドキュメント」はタブレット上に画像が保存され
てしまう為、選択しないでください。
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本人確認書類アップロード

「次へ」ボタンを押下し、オプションサービスのお申し込みにお進みください。

オプションを申し込まない場合も必ず「次へ」を押下してください。
オプションサービスのお申し込み完了後、会員登録されます。
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オプションサービスのお申し込み
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オプションサービスのお申し込み

ご希望のオプションサービスを選択します。

「BIGLOBEでんき」は
取り扱い店舗ではない場合、表示
されません。

「エンタメフリー・オプション」は
音声通話１ギガプランをお申し込
みの場合、表示されません。

ご連絡希望日時を選
択します

「BIGLOBEでんき」は、新規会員のみの受付となります。
既存会員・家族会員は受付ておりません。
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オプションサービスのお申し込み

お申し込み内容を確認し、「上記の内容で確定する」ボタンを押下してください。
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オプションサービスのお申し込み

「ログアウト」ボタンを押下してください。
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オプションサービスのお申し込み

お申し込み完了ページです。「次へ」ボタン押下し画面遷移後、5秒後にブラウザが閉じます

申込結果メールを受信し、開通作業に進みます。

タイプD
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既存ID・家族会員新規・追加申込について
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既存IDをお持ちのお客様、家族会員で新規登録・追加
申込の場合の入口は、トップ画面上のwebクリップが
別になります。

今回の研修資料では、掲載しておりません。

申し込み方法等詳細は別途「タブレットマニュアル」
にてご確認ください。
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申込結果メールの受信～開通作業
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申し込み結果メールの受信
販売員様

申し込み結果メールの内容について

項目 内容

TOアドレス 各店舗IDにて取得しているメールアドレス

fromアドレス BIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口
<biglobe_psm@ml.biglobe.co.jp>

メールサブジェクト DN1234567890処理結果
（↑製造番号）

メール本文 製造番号：DN1234567890
申込時刻：2016/12/20 14:15
処理時刻：2016/12/20 14:45
処理結果：不備（ご契約者と本人確認書類の氏名が異なります。）
---------
＜申し送り事項＞

申し込み結果メールの確認
申し込み結果が配布済みのメールアドレス宛に届きます。

タブレットにて申し込み結果を確認してください。
※申し込み結果メールの受信を待っている最中に、
お申し込み内容チェックシート、SIMパッケージ、SIMカードが
他のお客様と混ざらないように管理・保管をしてください。
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処理結果一覧

ステータス 処理結果

完了 完了

再アップロード 再アップロード（不鮮明のため、再度アップロード願います。）

再アップロード 再アップロード（正しい本人確認資料をアップロード願います。）

不備 不備（移転元事業者の契約状態に問題があります。移転元事業者にお問い合わせください。）

不備 不備（MNP電話番号、MNP予約番号が確認できません。移転元事業者に確認をお願いします。）

不備 不備（移転元事業者の名義と相違しております。移転元事業者に確認をお願いします。）

不備 不備（MNP予約番号の有効期限が切れております。移転元事業者に確認をお願いします。）

不備 不備（移転元事業者への照会ができません。移転元事業者に確認をお願いします。）

不備 不備（ご契約回線数がオーバーしております。）

不備 不備（ご契約者と本人確認書類の氏名が異なります。）

不備 不備（MNP電話番号のご入力が誤っております。）

不備 不備（他事業者にて解約受付中です。移転元事業者にお問い合わせください。）

不備 不備（移転元事業者の契約内容と一致しておりません。移転元事業者にお問い合わせください。）

不備 不備（その他）

不備 キャンセル

メール本文の処理結果に以下のいずれかの文言が記載されます。

販売員様
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申し込み結果が「完了」の場合 ～OTA開通作業手順～

1. お客様のSIMカードを準備。
※申し込み結果メールに記載の製造番号とSIM台紙裏面に記載のSIM製造番号に誤りが無いかを確認。

2. 対象のSIMサイズの開通作業端末を取り出し、電源が切れていることを確認。

3. 開通作業端末の裏蓋と電池パックを外す。

4. SIM台紙からSIMチップを切り、SIMチップを開通作業端末に挿入、電源を入れる。

5. 端末の画面に「処理が正常に終了しました」と表示されることを確認。（MNPのみ）

6. 端末に電話番号表示を行い、MNPの場合、お客様の電話番号と相違ないことを確認。

7. 開通作業端末にて発着信番号（1111）へ発信、開通確認を実施。（新規発番/MNP共通）

8. 開通作業端末の電源を切る。

9. 開通作業端末の裏蓋と電池パックを外し、SIMチップを開通作業端末から抜取る。

10. SIMチップ裏面、お申し込み内容チェックシートに貼ってある製造番号が一致していることを確認。

11. レジにて清算。

12. お客様にSIMパッケージ、お申し込み内容チェックシート、申込確認書をお渡し。

販売員様
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画面エラー時の対応
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【重要】エラー時にBIGLOBEに問い合わせする場合

【重要】
同じエラーが頻発した場合や、エラー内容が不明な場合は、画面上部に表示する
「エラー№」をお控えのうえ、BIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口までご連絡願
います。

BIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口に
お問い合わせの際は、
「エラー№」をご連絡願います。

パッケージ同封のシールに記載の登録番号/電話番号・製造番号をご入力ください。

販売員様
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注意事項
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お手続きにあたって特に注意をお願いしたい点

①．BIGLOBEへの登録内容とアップロードする本人確認資料の下記3点は必ず一致させてください。
同じでない場合は、不備となります。
・ 氏名
・ 生年月日
・ 住所※マンション名/部屋番号等も同じであること！

②．下記内容を誤って入力した場合、即日リカバリーできず、重クレームとなりますので必ずご確認ください。
●MNP電話番号
●SIMサイズ
●回線タイプ

③．SIMカードの渡し間違いに注意してください。
●BIGLOBEでの審査、処理が正常に完了した場合、処理結果（成功）メールを送信します。
本メールには、お客様の個人情報保護の観点より、SIM製造番号をキーにメール報告をおこないま
す。本メールの受信後、お客様にSIMカードをお渡しする前に、該当のお客様のSIMカードで

間違いがないか、必ずご確認ください。

④．店員ID／PWを忘れるとお手続きができなくなりますので、お忘れのないようにお願いします。

⑤．タブレットでのお手続き時にエラーが発生した場合、「エラーNo」をお控えのうえ、
BIGLOBEモバイル販売店問合せ窓口までお問い合わせください。

⑥. お申し込み入力途中でキャンセルになった場合、全てのタブを閉じてください。
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店員IDのPW変更ルール
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店員IDのPW変更ルール

PWは定期的に変更しますので、月初1営業日の朝一にPWを変更後メールを受信してください。

[PW変更スケジュール]

BIGLOBEで月初1営業日の朝10:00までに変更予定です。

[PWの命名規則]

PWは全8桁です。店舗毎に異なりますが上6桁※は固定です。

月次で下2桁を変更致します。半年でaa～ffの1サイクルです。

※上6桁は別途通知致します。

↓下2桁

(12月/6月)…aa

( 1月/7月)…bb

(  2月/8月)…cc

(  3月/9月)…dd

(4月/10月)…ee

(5月/11月)…ff

[留意事項]

PW変更後、メールの設定で変更PWを設定をしてください。
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メールのパスワード変更
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メールのパスワード変更

月次のパスワード変更に伴い、メールのパスワードの設定も変更が必要になります。

「設定」をタップ 左ペインを下にスクロールし、
「メール」をタップ

「アカウント」をタップ
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メールのパスワード変更

「メールアドレス」
をタップ

「アカウント （メールアド
レス）」をタップ

パスワード欄に新しいパスワードを
入力
その後 下部の「SMTP」をタップ
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メールのパスワード変更

「mail.biglobe.ne.jp」
をタップ

ひとつ前の画面に戻るので、左上の
「アカウント」をタップ
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メールのパスワード変更

前の画面に戻ったら、右
上の「完了」をタップ


