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クラウド電話帳について 

 「クラウド電話帳」は楽天コミュニケーションズが提供する、 PC(Windowsのみ)や 

スマートフォン・タブレット(iOS/Android)、 フィーチャーフォンで利用可能な 

無料の電話帳アプリです。 

 「クラウド電話帳」を利用することで、「モバイルチョイス」「モバイルチョイス"050"」
を 

より便利に利用することができます。 

 「クラウド電話帳」のデータは、楽天コミュニケーションズの提供するパブリッククラ
ウド(Fusion Cloud：IaaS)に保管され、クラウド電話帳を利用する端末にデータが
残りません。 

そのため、端末の紛失・盗難による電話帳情報の漏えいを最小限に抑えることが 
できます。 

一方、クラウドのデータを参照する方式のため、データ通信が行えない環境では、
利用することができません。 

 「クラウド電話帳」は、クラウドデータ共有サービス「Fusion Secure Drive App」の 
機能の一部を利用して提供しているため、 「Fusion Secure Drive App」の一部の 

機能も無料で利用可能です。 

全機能をお使いいただくには、有料の「Fusion Secure Drive App」にお申込み 
いただく必要があります。 
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クラウド電話帳の機能 

 電話帳機能 

一般的な電話帳アプリの機能(姓名・電話番号・メールアドレス等の管理)に加え、 
会社全体での電話帳の共有が可能です。 

 モバイルチョイス・モバイルチョイス"050"発信機能 

モバイルチョイス・モバイルチョイス"050"を利用して発信する際に、項目から 

選ぶだけで、プレフィックス番号を自動的に付与して発信することができます。 
※モバイルチョイス・モバイルチョイス"050"を利用するためには、別途申し込みが必要です。 

 オンラインストレージ機能 

1企業当たり10MBの容量が割り当てられますので、 

ファイルをクラウド上に保管したり、 

自分以外の方向けにダウンロードできるURLを発行したりすることができます。 
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＜管理者様作業＞ 

オンラインサインアップ 
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仮登録（１） 

• https://0009.fc.fusioncom.jp/register/

に、アクセスします。 

 

• 左記画面が表示されますので、 

「メールアドレス」「画像認証番号」を 

入力後、「仮登録」ボタンを押下して 

ください。 

https://0009.fc.fusioncom.jp/register/
https://0009.fc.fusioncom.jp/register/
https://0009.fc.fusioncom.jp/register/
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仮登録（２） 

• 「仮登録」ボタン押下後、左記画面
が表示されます。 

 

• 入力したメールアドレスにメールが
送信されますので、メールチェックを
行ってください。 
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仮登録（３） 

• 左記のようなメールが届きます。 

※お使いのメールソフトによって 

表示形式が異なる場合があります。 

 

• 本文中の「本登録完了URL」に記載
されているURLをクリックして、 

本登録画面に遷移してください。
URLが改行等でうまく遷移しない 

場合は、URLをコピーする等して、
ブラウザに入力ください。 

 

• 万が一メールが届かない場合は、 

ドメイン許容設定や、迷惑メール 

フィルタの設定を確認いただき、 

再度登録手続きを行ってください。 
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本登録（１） 

• 左記画面に遷移しますので、「企業
名」等を入力し、利用条件、個人情
報についてにそれぞれチェックをし
ていただき、「本登録」ボタンを押下
ください。 
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本登録（２） 

• 「本登録」ボタン押下後、左記画面が
表示されます。 

 

• 仮登録の際に利用したメール 

アドレスにメールが送信されます 

ので、メールチェックを行ってください。 
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本登録（３） 

• 左記のようなメールが届きます。 

※お使いのメールソフトによって 

表示形式が異なる場合があります。 

 

• 重要な情報が記載されております
ので、削除されたりしないようお気
を付けください。 

 

• 本文中の「企業コード」は、ご利用
になる企業に固有で、全利用者に
共通のものです。 

 

• 管理コンソールのURLをクリックし、
管理コンソールのログイン画面に 

遷移してください。 
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＜管理者様作業＞ 

管理コンソール 

(ユーザ作成) 
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初期設定（１） 

• 管理コンソール
(https://0009.fc.fusioncom.jp/login)

にアクセスします。 

 

• 左記画面が表示されます。 

 

• 本登録完了メールに記載されている
「管理者ID」「パスワード」を入力し、
ログインしてください。 

https://0009.fc.fusioncom.jp/login
https://0009.fc.fusioncom.jp/login
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初期設定（２） 

• 初回ログイン時のみ左記画面に 

遷移します。 

 

• 本登録完了メールに記載されている
「パスワード」を「初期パスワード」に
入力し、「新パスワード」を管理者 

ご自身で設定いただき、2か所に 

入力後、変更を押下してください。 

 

• この画面で設定していただいた 

「新パスワード」が後々わからなくな
らないようご留意ください。 
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ログイン 

• 新パスワード設定後、左記画面が
表示されます。 

 

• 本登録完了メールに記載されて 

いる「管理者ID」と先ほど設定した

「新パスワード」を入力し、ログイン
してください。 
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ユーザ作成（１） 

• ログイン後、上記画面に遷移します。 

入力した「会社名」「担当者名」が表示されているかご確認ください。 

 

• ユーザ作成のため、ページ左側の「ユーザー管理」をクリックします。 
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ユーザ作成（２） 

• ユーザー管理画面に遷移します。 

 

• 1名ずつユーザ作成を行う場合は、画面中央左側のユーザー作成を
クリックし、画面の項目にしたがって、ユーザー作成を行います。 
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ユーザ作成（３） 

A B C D E F G H I 

1 #操作コード ユーザーID 氏名 パスワード ヨミガナ メールアドレス 連絡先 ストレージ容量 
ユーザーグ
ループ 

2 1 fcc001 佐藤さん 12345678 0 Byte/10 MB 

3 1 fcc002 鈴木さん 12345678 0 Byte/10 MB 

4 1 fcc003 高橋さん 12345678 0 Byte/10 MB 

5 1 fcc004 田中さん 12345678 0 Byte/10 MB 

6 1 fcc005 伊藤さん 12345678 0 Byte/10 MB 

• ユーザーの一括作成を行う場合は、下記の表に倣う形でcsvファイルを作成します。 

サンプルファイルを下記URLにて配布しております。 

URL：http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/ 
〔クラウド電話帳スタートガイド ダウンロード〕の、〔Windows版アプリ 電話帳一括登録用サンプルファイル〕より 

ダウンロードできます。 

 

• Excelなどの表計算ソフトに下記の表をコピーし、「ユーザーID」「氏名」「パスワード」 
「ストレージ容量」を任意の値に変更し、「名前を付けて保存」から、csvファイルで保存します。 

 

「ストレージ容量」は、分母が割当容量となりますので、ご注意ください。 

「ヨミガナ」「メールアドレス」「連絡先」の入力は必須ではありません。 

「ユーザーグループ」の欄は入力しないでください 

 

• 連絡先には数字以外の値を入力しないでください。 

• Excelで連絡先等の数字の0から始まる値を入力する場合は、値を入力する前に、 

セルの書式設定で表示形式を「文字列」に変更しておいてください。 

http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/
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ユーザ作成（４） 

• ユーザー管理画面の画面ほぼ中央の参照ボタンを押下し、 
先ほど作成したcsvファイルを選択してください。 

 

• 参照ボタン右側のユーザー一覧更新をクリックし、 

ユーザーの登録を行います。 
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ユーザー作成（５） 

• csvファイルにエラーがなく、登録が成功した場合は、先のような画面が表示されます。 

 

• csvファイルにエラーがあった場合は、エラー内容が記されたcsvファイルのダウン
ロードリンクが表示されますので、ファイル内容を確認し、登録用csvファイルを 

修正し、再度一括更新を行ってください。 

 

• 以上で、ユーザ作成は終了です。 
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＜管理者様作業＞ 

Windows版アプリのインストールと 

電話帳の一括登録 
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インストールファイルのダウンロード 

• インストール用ファイルをダウンロードするため、
http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/

にアクセスします。 

 

• ページ内に〔Windows版 FUSION Secure Drive App for Windows〕 

という欄がありますので、その欄の、「アプリケーションダウンロード」 
からzipファイルをダウンロードしてください。 

 

• ダウンロードしたzipファイルを解凍します。 

http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/
http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/
http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/
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インストール（１） 

• 解凍したフォルダの中の 

• インストール用のsetup.exeを実行
すると左記画面が表示されます 

 

• 「次へ」をクリックしてください 
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インストール（２） 

• インストールするフォルダの選択画
面が表示されます。 

必要に応じて、フォルダを変更して 

ください。 

変更する必要がなければそのまま
「次へ」をクリックしてください。 
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インストール（３） 

• 左記画面が表示されるので、 

「次へ」をクリックしてください。 

 

• ユーザーアカウント制御の 

ウインドウが表示された場合は、
「はい」を選択してください。 
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インストール（４） 

• 左記画面が表示されるので、 

次画面が表示されるまでお待ち 

ください。 
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インストール（５） 

• 左記画面が表示されたら、 

インストールは完了です。 

 

• 「閉じる」をクリックして終了して 

ください。 
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アプリ起動 

• デスクトップに左のような「FUSION SDA 

for Windows」という名前のショートカットア

イコンが作成されるので、そのアイコンをク
リックして、Windows版アプリを起動してく
ださい。 
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サインイン 

• 左記画面が表示されるので、 

記載条件に同意する場合、 

「同意する」ボタンをクリックしてください。 
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サインイン 

• 左記画面が表示されるので、「本登録
メール」に記載されている「企業コード」と、
“ユーザー作成（３）”で設定した 

「ユーザーID」と「パスワード」を入力後、
「サインイン」ボタンをクリックしてください。 

 

※本登録完了メールに記載されている
「ユーザーID」「パスワード」は、管理コン
ソールへのログイン用のID・パスワード
のため、サインインできません。 
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サインイン画面 

• サインインが成功すると左記画面が
表示されます。 

***** 
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電話帳一括登録（１） 

• 電話帳一括登録を行うため、 

上部メニューから 

「ツール」→「電話帳一括入力」を 

選択します。 

***** 
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電話帳一括登録（２） 

• 左記ウインドウが表示されます。 

 

• 登録用csvファイルを作成します。 
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電話帳一括登録（３） 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

1 姓 名 読み 電話番号1 電話番号2 電話番号3 
メールアド
レス1 

メールアド
レス2 

メールアド
レス3 

郵便番号 住所 会社名 所属 役職 会社URL メモ 

2 山田 一郎 やまだ 0312345678 
090123456
78 

  
yamada@a
aa.bb.jp 

    1234567   中山商事         

3 佐藤 ひろし さとう 0612345978 
080123456
78 

  
sato@bb.c
cc.jp 

    2345678   第一通信         

4 高橋 大輔 たかはし 0112345678 
070123456
78 

  
takahashi
@qqq.aa.jp 

    5671234             

5 鈴木 太郎 すずき 0812345678     
suzuki@aa
a.bb.jp 

    4567890             

• 一括登録用csvは、下記の表に倣う形で作成します。 

サンプルファイルを下記URLにて配布しております。 

URL：http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/ 
〔クラウド電話帳スタートガイド ダウンロード〕の、〔Windows版アプリ 電話帳一括登録用サンプルファイル〕より 

ダウンロードできます。 

 

• Excelなどの表計算ソフトに下記の表をコピーし、各項目を任意の値に変更し、 

「名前を付けて保存」から、csvファイルで保存します。 

 

  ※電話番号に数字以外のデータを入力するとエラーになります。 

  ※Excelで電話番号、郵便番号等の数字の0から始まる値を入力する場合は、 

  値を入力する前に、セルの書式設定で表示形式を「文字列」に変更しておいて 

  ください。 

http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/
http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/
http://comm.rakuten.co.jp/houjin/mobacho/cloudphone/download/
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電話帳一括登録（４） 

• 左記画面右側の参照ボタンを 

クリックし、先ほど作成した 

csvファイルを選択してください。 

 

• 取り込み先の設定を確認し、 

「次へ」をクリックしてください。 

※企業全体で共用する電話帳を 

一括登録する場合は「公開範囲」を
「企業」に設定してください。 
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電話帳一括登録（５） 

• 左記画面が表示されます。 

「OK」をクリックしてください。 
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電話帳一括登録（６） 

• 左記画面が表示されるので、「電話
帳の項目」と「取り込むファイルの 

項目」とを、設定で紐付けてください。 
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電話帳一括登録（７） 

• 左記画面のように、「電話帳の項目」
(左記画面の場合は、「名」)と「取り
込むファイルの項目」 (左記画面の
場合は、「名」)とを、選択した状態
(表示色が反転している状態)で、「設

定」をクリックすることで、項目の紐
付が行えます。 
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電話帳一括登録（８） 

• すべての項目の紐付が終わったら、
「次へ」をクリックします。 

※例示したcsvを利用した場合は、

左記画面のようになりますが、それ
以外のcsvファイルを利用した場合

は、紐付しない項目がある場合が
あります。 
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電話帳一括登録（９） 

• 確認画面が表示されるので、項目と
内容の対応が間違っていないことを
確認し、「取込実行」をクリックします。 

 

• 対応が間違っていた場合は、「戻る」
をクリックし、項目の紐付けを修正 

します。 
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電話帳一括登録（１０） 

• 取り込み件数が表示されるので、
「OK」をクリックします。 
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電話帳確認（１） 

• サインイン直後の画面が表示され
ます。 

 

• 電話帳の内容を確認するために 

上部左側の電話帳アイコン（＠が 

書かれた冊子のアイコン）をクリック
します。 

***** 
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電話帳確認（２） 

• 左記のようなウインドウが表示され
ます。 

 

• 内容を確認するため、いずれかの
データをダブルクリックして開きます。 
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電話帳確認（３） 

• 電話帳の内容が左記の通り表示 

されます。 

 

• 必要に応じて修正してください。 

 

• 「グループ」は、1件につき1個の 

グループを設定可能です。 
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電話帳確認（４） 

• 名前右側の色のついた丸は、企業/個人、
編集の可/不可を表しています。 

 

緑…ログインしている本人しか 

   見られないデータ 

緑/黄…ログインしている本人が登録した、 

     他人が編集可能な、 

     企業全体で見られるデータ 

緑/赤…ログインしている本人が登録した、 

     他人が編集できない、 

     企業全体で見られるデータ 

黄…本人以外が登録した、編集可能な、 

   企業全体で見られるデータ 

赤…本人以外が登録した、 

   他人が編集できない、 

   企業全体で見られるデータ 
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＜利用者様作業＞ 

スマートフォン/タブレットでの操作 
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アプリの入手 

■Google play 

Android版 

https://play.google.com/store/apps/deta

ils?id=jp.co.fusioncom.fusionsda 

 

Android Tablet版 

https://play.google.com/store/apps/deta

ils?id=jp.co.fusioncom.fusionsdatb 

 

■iTunes AppStore 

iPhone版 

https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-

secure-drive-app/id759988916?mt=8 

 

iPad版 

https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-

secure-drive-app-

for/id760030889?mt=8 

 

• お使いの端末に合わせたアプリを
入手します。 

 

• 左記のURLから、各デバイスに 

対応したアプリを入手できます。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fusioncom.fusionsda
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fusioncom.fusionsda
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fusioncom.fusionsda
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fusioncom.fusionsdatb
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fusioncom.fusionsdatb
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fusioncom.fusionsdatb
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app/id759988916?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app/id759988916?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app/id759988916?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app/id759988916?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app/id759988916?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app/id759988916?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app/id759988916?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app/id759988916?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/fusion-secure-drive-app-for/id760030889?mt=8


47 

アプリの起動 

• 左記アイコンがお持ちの端末に 

生成されますので、タップして起動
してください。 

※機種・OS等の違いにより表示が
異なる場合があります。 
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サインイン 

• 左記起動画面が表示されるので、
管理者から通知された「企業コード」
「ユーザーID」「パスワード」を入力
します。 

 

※iOS版は初回起動時に位置情報
についてのダイアログが表示され 

ますが、写真関連の機能を利用 

するために必要となりますので、 

許容してください。 
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電話帳起動 

• 左記画面が表示されるので、電話
帳アイコンをタップして、電話帳機能
を起動してください。 
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電話帳画面 

• 左記のように電話帳起動画面が表示さ
れます。 

 

• 点線囲みの部分をタップすると、 

グループ一覧が表示され、 

グループ別に表示することができます。 

 

※機種・OS等の違いにより表示が 

異なる場合があります。 

iPhone Android 
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電話発信（１） 

• 名前をタップすると左記画面が表示
されます。 

複数電話番号が登録されている場
合は、複数表示されます。 

 

• 発信したい電話番号をタップしてく
ださい。 

iPhone Android 
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電話発信（２） 

• 電話番号をタップすると、左記画面
に切り替わり、発信方法を選択 

します。 

 

• ご希望の発信方法を選択してくだ 

さい。 

 

• 選択した発信方法で、電話が発信
されます。 

iPhone Android 
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設定変更（１） 

• メニューを開き、設定を選択します。 

・ ・ ・ 

iPhone Android 
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設定変更（２） 

• 左記画面が表示されます。 

 

• 「発信方法」を選択し、電話発信時に
表示される発信方法をお使いの
サービスのみに変更します。 

iPhone Android 
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設定変更（３） 

• 左記画面が表示されますので、 

ご利用になる発信方法のチェック 

ボタンを確認し、利用しない発信方
法のチェックボタンを外してください。 

 

• 設定が完了したら、「OK」をタップし
てください。 

 

• 設定は以上です。 

iPhone Android 



56 

＜利用者様作業＞ 

フィーチャーフォンでの操作 
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URLの入力 

■フィーチャーフォン版 

https://0009.fc.fusioncom.jp/m/ 

 

※下記形式で入力後、ブックマークに登録することで、 

  企業コードとユーザーIDの都度入力を省略することができます。 

https://0009.fc.fusioncom.jp/m/index?code=【企業コード】&id=【ユーザID】 
 

例)企業コード：abcd、ユーザーID：EFGHの場合 

https://0009.fc.fusioncom.jp/m/index?code=abcd&id=EFGH 

 

・お手持ちのフィーチャーフォンで下記URLを入力してください。 

・企業コード、ユーザーID、パスワードを入力してログインしてください。 

※フィーチャーフォン版は、電話帳機能(モバイルチョイス、モバイルチョイス"050"

発信機能含)のみとなります。その他の機能に関しては、対応しておりませんのでご
了承ください。 

※お使いのフィーチャーフォンによってはご利用時にエラーメッセージが表示される
ことがあります。 

https://0009.fc.fusioncom.jp/m/
https://0009.fc.fusioncom.jp/m/
https://0009.fc.fusioncom.jp/m/
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困ったら（１） 

• 利用者IDを忘れてしまった。 

→管理者に管理コンソールにログインしてもらい、確認してもらってください。 

 

• 利用者パスワードを忘れてしまった。 

→管理者に管理コンソールにログインしてもらい、パスワードを再設定してもらってください。 

 

• 管理コンソールのパスワードを忘れてしまった。 

→企業コード、管理者ID、登録時メールアドレスを下記URLに入力することでリセットが 

可能です。 

https://0009.fc.fusioncom.jp/register/forget 

 

• 企業コードを忘れてしまった。企業コードが記載されているメールをなくしてしまった。 

→企業コードの再発行することはできません。再度別のメールアドレスで登録してください。 

 

• 管理コンソールのIDがわからなくなった。管理コンソールのIDが記載されているメールを 

なくしてしまった。 

→企業コンソールのIDを再発行することはできません。再度別のメールアドレスで登録して
ください。 

https://0009.fc.fusioncom.jp/register/forget
https://0009.fc.fusioncom.jp/register/forget
https://0009.fc.fusioncom.jp/register/forget

