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サービス内容

インターネットを利用して、ご契約のフリーボイス／フリーボイスシンプル／フ
リーボイスライトの各種設定変更をお客さま自身でリアルタイムに変更いただける
サービスです。なおご利用にあたり、初期工事費用・月額基本料金は一切かかりま
せん。

変更する機能によっては、事前に設定が必要なものがございます。

その際には、機能ごとに500円(税別)の工事費用がかかります。

変更できる機能は以下の通りです。

フリーボイス
フリーボイスシンプル
フリーボイスライト

1 同時接続数設定変更 ○ ×

2
話中時迂回設定変更

○ ×
グループ外迂回設定変更

3

着信グループ変更

○

×

着信先番号変更※１ ○

着信分配率設定変更※２ ×

4 受付先変更設定※２ ○ ×

５ 非通知着信拒否設定 ○ ×

※１

変更する着信先電話番号を事前に登録
する必要がありますので、ご登録がお
済みでないお客さまは、下記番号まで
ご連絡いただき、お申込書をご請求く
ださい。

電話問い合わせ：0120-961-961
（9:00～17:30 年中無休）

※２

ご利用いただくには事前に付加機能ご
利用のためのお申込みが必要です。
（2014/1/28以前に「フリーボイス」
のご利用開始いただいているお客さま
は、追加のお申込みは不要です。）
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機能概要

1. 同時接続数設定変更
一つのフリーボイス番号による同時接続数の上限を設定する事が可能です。

2. 話中時迂回設定変更、グループ外迂回設定変更
【話中時迂回サービス】

複数のご契約端末がある場合「着信グループ・番号設定」画面でそれらを一つの着信グループとし
て登録し、もし着信先がお話し中になっても、着信グループ内の他のご契約端末に迂回して接続させ
る事が可能です。

【グループ外迂回サービス】

一つの着信課金番号に対し複数の着信グループを登録している場合、一つの着信グループ内の全ての
ご契約回線が話し中になっても、他の着信グループに迂回して接続させる事が可能です。

3. 着信グループ・番号変更、着信分配率設定変更
【着信グループ・番号変更】

フリーボイス番号の着信先を、あらかじめ当社に登録した候補の「着信先電話番号」にリアルタイム
での変更が可能です。複数のご契約端末がある場合、それらを一つの「着信グループ」として登録す
ることができます。（着信グループは最大20まで登録可能）

【着信分配率設定変更】

「着信グループ」内の番号毎に分配比率を設定可能で、設定した比率で着信の振り分けを行う事が可
能です。着信分配率設定は事前にお申し込みが必要です。
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機能概要

4. 受付先変更設定
時間帯に応じ、着信先を変更する事が可能です。時間帯の設定は、平日/祝日毎に設定できます。受
付時間外への着信は、当社が提供するトーキー（アナウンス）に接続させることも可能です。

受付先変更設定は事前にお申し込みが必要です。

5. 非通知着信拒否設定
フリーボイス番号に対し非通知発信呼があった場合、その発信端末に「非通知着信拒否ガイダンス」
を流すことが可能です。
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ログイン方法
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ログイン方法

ご利用にあたって、『フリーボイス／フリーボイスシンプル／フリーボイスライト
開始のご案内』をご用意ください。

以下の手順により、ログインしてください。

(1) https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/fv_henko/ にアクセス

(2) 表示されたページの「入力画面」（画面A）をクリック

【推奨ブラウザ】

Microsoft Edge Internet Explorer (IE) モード

IEモード設定方法：

https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/iemode/

https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/fv_henko/
https://comm.rakuten.co.jp/goriyouchu/iemode/
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ログイン方法

(3) 必要項目を入力

①『フリーボイス／フリーボイスシンプル／フリーボイスライト開始のご案内』に
記載の「セルフケアID」と「セルフケアパスワード」（画面A）を入力

※セルフケアパスワードは半角英数文字です。大文字と小文字にご注意願います。

②「ログイン」 （画面B）ボタンをクリック
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ログイン方法

(4) 変更したいフリーボイス番号の選択

①ご契約中のフリーボイス番号が表示されるので、変更したい番号を選択（画面A）

し、「変更開始」（画面B）ボタンをクリック。
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ログイン方法

(5) 設定変更したい内容を選ぶ画面が表示されます。（画面A）
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各種設定変更詳細マニュアルはこちら

1 同時接続数設定変更

2

話中時迂回設定変更

グループ外迂回設定変更

3

着信グループ変更、着信分配率設定変更（フリーボイスのお客様）

着信先番号変更（フリーボイスシンプル、フリーボイス ライトのお客様）

4 受付先変更設定

５ 非通知着信拒否設定
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同時接続数設定変更

一つのフリーボイス番号による同時接続数の上限を設定することができる機能です。
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同時接続数設定変更

(1) ログイン後に表示される「同時接続数設定変更」を選択（画面A）し、「選択」
（画面B）ボタンをクリック
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同時接続数設定変更

(2) 同時接続数を設定する場合「設定する」にチェックを入れ（画面A）、同時に接
続を許容する数を入力（画面B）し、「変更」 （画面C）ボタンをクリック。

・指定可能な回線数は、「0～9999」です。

・「0」を指定した場合、当該フリーボイス番号への接続は不可となりますのでご注意願います。

(3) 設定を解除する場合「設定しない」にチェックを入れ（画面A）、「変更」 （画

面C）ボタンをクリック。
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同時接続数設定変更

(4) 設定した変更後内容が表示されますので（画面A）、正しければ「確定」（画面B）

ボタンをクリック
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同時接続数設定変更

(5)「同時接続数設定変更が完了しました。」と表示されたら（画面A）、変更が完
了です。



17

話中時迂回設定

複数のご契約端末がある場合「着信グループ・番号設定」画面でそれらを一つの着信グループとして登録し
もし着信先がお話し中になっても、着信グループ内の他のご契約端末に迂回して接続させる機能です。
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話中時迂回設定（話中迂回設定）

(1) ログイン後に表示される「話中迂回設定変更」を選択（画面A）し、「選択」（画

面B）ボタンをクリック
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話中時迂回設定（話中迂回設定）

(2) 話中時迂回設定する場合「迂回する」にチェックを入れ（画面A）、「変更」 （画

面B）ボタンをクリック

(3) 設定を解除する場合「迂回しない」にチェックを入れ（画面A）、「変更」 （画面

B）ボタンをクリック
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話中時迂回設定（話中迂回設定）

(4) 設定した変更内容が表示されますので（画面A）、正しければ「確定」（画面B）ボ
タンをクリック
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話中時迂回設定（話中迂回設定）

(5)「話中迂回設定が完了しました。」と表示されたら（画面A）、設定が完了です。
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グループ外迂回設定

一つの着信課金番号に対し複数の着信グループを登録している場合、一つの着信グループ内の
全てのご契約回線が話し中になっても、他の着信グループに迂回して接続させる機能です。
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グループ外迂回設定（話中迂回設定）

(1) ログイン後に表示される「話中迂回設定変更」を選択（画面A）し、「選択」（画

面B）ボタンをクリック
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グループ外迂回設定（話中迂回設定）

(2) グループ外迂回設定する場合「迂回する」にチェックを入れ（画面A）、「迂回
先グループ名」をプルダウンより指定（画面B）の上、「変更」（画面C）ボタンをク
リック

(3) 設定を解除する場合「迂回しない」にチェックを入れ（画面A）、「変更」（画面

C）ボタンをクリック
※設定解除する時は、「迂回先グループ名」を指定する（戻す）必要はありません。



25

グループ外迂回設定（話中迂回設定）

(4) 設定した変更内容が表示されますので（画面A）、正しければ「確定」（画面B）ボ
タンをクリック
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グループ外迂回設定（話中迂回設定）

(5) 「話中迂回設定が完了しました。」と表示されたら（画面A）、設定が完了です。
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着信グループ・番号変更

フリーボイスのお客様

着信先を、あらかじめ当社に登録した候補の「着信先電話番号」にリアルタイムに変更する機能です。
複数のご契約端末がある場合、それらを一つの「着信グループ」として登録することができます。



28

着信グループ・番号変更（フリーボイスのお客様）

(1) ログイン後に表示される「着信グループ・番号変更」を選択（画面A）し、「選
択」（画面B）ボタンをクリック
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着信グループ・番号変更（フリーボイスのお客様）

(2) 変更対象の「着信グループ」を選択
①現在着信先として設定されている「着信グループ」（画面A）が数字で表示されているので、変更
対象の「着信グループ」をクリックして選択する。

②「着信グループ」一覧に設定されている着信番号が表示されている。（画面B）
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着信グループ・番号変更（フリーボイスのお客様）

(3) 着信番号を追加する場合
①グループに加えたい電話番号（画面A）を「着信先電話番号」の一覧から選択（番号自体をクリック）

②「←」（画面B）をクリックする

③選んだ番号が「着信グループ」一覧に追加される。（画面C）

※「着信先電話番号」一覧では、選択中の着信グループに含まれている番号はグレーで、含まれていないものは黒で表示されます。
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着信グループ・番号変更（フリーボイスのお客様）

(4) 着信番号を削除する場合
①「着信グループ」一覧から削除したい電話番号（画面A）を選択（番号自体をクリック）

②「→」（画面B）をクリックする

③選んだ番号が「着信グループ」一覧から削除される。（画面A）

※「着信先電話番号」一覧では、選択中の着信グループに含まれている番号はグレーで、含まれていないものは黒で表示されます。

④着信グループの番号追加・削除が完了したら、「変更」ボタンをクリック。（上記画面C）
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着信グループ・番号変更（フリーボイスのお客様）

(5) フリーボイス番号の着信先に設定している全ての着信グループ内容が表示され
るので（画面A）、変更した内容が正しいか確認し（画面B）、問題なければ「確定」
（画面C）ボタンをクリック
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着信グループ・番号変更（フリーボイスのお客様）

(6) 「着信先グループ番号変更が完了しました。」と表示されたら（画面A）、設定
が完了です。
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着信グループ・番号変更（フリーボイスのお客様）

＜着信グループ作成について＞

新しく着信グループを作りたい場合は、「＋」（画面A）ボタンをクリック。

前述の「着信番号を追加する場合・削除する場合」を参考に着信番号を選択し（画

面B）、「変更」（画面C）ボタンをクリック。
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着信グループ・番号変更（フリーボイスのお客様）

＜着信分配設定について＞

着信分配サービスを事前にお申し込みいただいている場合のみ、「着信番号」ごと
に着信呼数の比率を設定（画面A）することができます。（「１」は等分）
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着信先番号変更

フリーボイスシンプル・フリーボイスライトのお客様

着信先を、あらかじめ当社に登録した候補の「着信先電話番号」にリアルタイムに変更する機能です。
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着信グループ・番号変更（フリーボイスシンプル・フリーボイスライトのお客様）

(1) 右側の「変更先着信番号」から変更対象の「着信番号」を選択。（画面A）

(2)「変更」（画面B）ボタンをクリック



38

着信グループ・番号変更（フリーボイスシンプル・フリーボイスライトのお客様）

(3) 設定した変更後内容が表示されます。（画面A）

正しければ「確定」（画面B）ボタンをクリック。
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着信グループ・番号変更（フリーボイスシンプル・フリーボイスライトのお客様）

(4) 「着信先番号変更が完了しました。」と表示されたら（画面A）、変更が完了で
す。
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受付先変更設定

時間帯に応じ着信先を変更したり、当社が提供するトーキー（アナウンス）に接続させる機能です。

当機能をご利用される場合は、あらかじめ当社へお申し込みいただく必要がございます。
お申し込みいただいていない状況では、変更手続きが行えません。
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受付先変更設定

(1) ログイン後に表示される「受付先変更設定」を選択（画面A）し、「選択」（画面

B）ボタンをクリック
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受付先変更設定

(2) 変更されたい項目を選択し、「変更」（画面A）をクリック。

（各項目の詳細は次頁参照）



43

受付先変更設定

①発信地域名を選択します（上画面A）

あらかじめ登録された「発信地域名」が表示されます。発信地域名を複数登録されている場合は、プ
ルダウンメニューより選択します。この「発信地域」からの接続に対して、下記②～⑥の設定をおこ
ないます。

②日時を指定します（上画面B）

＜曜日指定＞（右画面a）

各曜日および祝日に受付可/否を設定することが可能です。設定し
たい曜日、祝日のチェックボックスをクリックしてください。

＜特別日指定＞（右画面b）

特定の日にちに受付可/否を設定することが可能です。「特別日」
のラジオボタンを選択すると鉛筆マークがクリックできるようにな
ります。鉛筆マークをクリックした際に表示される画面（右画面c）

で、具体的な日にちを設定してください。日にちのしては「月日
（４桁）」となります。「年」の指定はできません。

※曜日指定、特別日指定はどちらかのみ編集が可能です。曜日と特別日の両方を設定
したい場合は、行追加をクリックし、二行に分けて設定してください。

※特別日での設定は、曜日・祝日の設定より優先されます。
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受付先変更設定

③時間帯を指定します。（上画面A）

受付を行う時間帯を設定することが可能です。鉛筆マークを
クリック（右画面a）した際に表示される画面（右画面b）で具体
的な時間帯（１分単位で指定可能）を設定してください。

00:00をまたいで入力することはできません。日をまたぐのであれば、24:00
までと00:00以降で2つに分けて入力する必要があります。24時間同じ状況で
あれば何も入力する必要はありません。時間帯は指定があった場合のみ入力
してください。

④接続先を指定します。
＜着信グループ名＞（上画面B）

あらかじめ登録された「着信グループ名」が表示されます。
着信グループ名を複数登録されている場合は、プルダウンメ
ニューにより選択します。①～③で指定した発信地域や日
時・時間帯ごとに、接続先電話番号（着信グループ）を変え
ることが可能です。

＜ガイダンス名＞（上画面C）

着信時、あらかじめ設定された「ガイダンス」を流すことが
可能です。ガイダンスは、右表の「休業日」「時間外」「地
域外」から設定できます。

着信グループ名、ガイダンス名はどちらかのみ編集が可能です。

ガイダンス内容

休業日
お電話ありがとうございます。本日は休業日の
ためおつなぎできません。ご了承ください

時間外
お電話ありがとうございます。只今、営業時間
外のためおつなぎできません。ご了承ください

地域外
こちらは、楽天コミュニケーションズです。お
かけになりました電話へは指定地域以外のため
おつなぎできません
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受付先変更設定

(4) 設定した変更後内容が表示されます。（画面A）正しければ「確定」（画面B）ボタ
ンをクリック
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受付先変更設定

(5)「受付先変更設定が完了しました。」と表示されたら（画面A)、変更が完了です。
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受付先変更設定

受付先変更設定のサンプル

＜設定内容＞

●水曜日を「定休日」とし、それ以外は稼働。● 稼働日の受付時間は「11時～20時30分」。●ただし、8月13日（水）に限り通常の稼働としたい。

（最初に）この例では５項目設定するので、行追加ボタンで５行になるように行を追加しておく。

①定休日の設定

「水曜日」は着信先を「ガイダンス：休業日」に設定。

（最初に）
この例では５項目設定するので、
行追加ボタン（画面A）で５行に
なるように行を追加しておく。

①定休日の設定（画面①）

「水曜日」は着信先を「ガイダンス：休業日」に設定。

②稼働日の営業時間内の設定（画面②）

「11時～20時30分」は、着信先を「着信グループ名：0120963-

GRP-01」に設定。

時間帯は、鉛筆マーク（画面B）をクリックすると表示される下
記画面で入力し「設定」ボタンをクリック。

①

②

③

③稼働日の営業時間外の設定（画面③）

「0時～11時00分」、「20時30分～24時」は、着信先を「ガイ
ダンス：時間外」に設定。

時間帯は、鉛筆マーク（画面C）をクリックすると表示される下
記画面で入力し「設定」ボタンをクリック。
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受付先変更設定

受付先変更設定のサンプル

④特別日（8月13日）の営業時間内の設定（画面④）

特別日のラジオボタンを選択（画面A）し、特別日の鉛筆マーク
（画面A）をクリックすると表示される下記画面に「0813」と入
力し、「設定」ボタンをクリックする。

時間帯の鉛筆マーク（画面B）をクリックすると表示される下記
画面で営業時間「11時～20時30分」を入力し、「設定」ボタン
をクリックする。

着信先は「着信グループ名：0120963-GRP-01」に設定。

④

⑤

⑤特別日（8月13日）の営業時間外の設定（画面⑤）

特別日のラジオボタンを選択（画面C）し、特別日の鉛筆マーク
（画面C）をクリックすると表示される下記画面に「0813」と入
力し、「設定」ボタンをクリックする。

時間帯の鉛筆マーク（画面D）をクリックすると表示される下記
画面で営業時間外「0時～11時00分」、「20時30分～24時」を
入力し、「設定」ボタンをクリックする。

着信先を「ガイダンス：時間外」に設定。

「特別日」を経過されましたら、不要な「設定（行）」は先頭のゴミ箱 をクリックして削除することをお勧めします。
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非通知着信拒否設定

非通知発信呼があった場合、その発信端末に「非通知着信拒否ガイダンス」を流す機能です。
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非通知着信拒否設定

(1) ログイン後に表示される「非通知着信拒否設定変更」を選択（画面A）し、「選
択」（画面B）ボタンをクリック
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非通知着信拒否設定

(2) 非通知着信拒否設定する場合は、「設定する」（画面A）にチェックを入れ「変
更」（画面B）ボタンをクリック

※ガイダンス名を変更することはできません。

(3) 設定を解除する場合は、「設定しない」（画面A）にチェックを入れ「変更」（画

面B）ボタンをクリック
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非通知着信拒否設定

(4) 設定した変更内容が表示されますので（画面A）、正しければ「確定」（画面B）ボ
タンをクリック
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非通知着信拒否設定

(5)「非通知着信拒否設定が完了しました。」と表示されたら（画面A）、設定が完了
です。
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