
メール転送設定ガイド
（Hotmail® への転送）

「××× @ezweb.ne.jp」をご利用のお客様へ
お客様がお使いの「××× @ezweb.ne.jp」宛ての受信メールを、無料のメール アドレス
「Hotmail」に転送させる方法をご紹介します。

＜Hotmail とは？＞
マイクロソフトの無料オンライン サービスが受けられる「Windows Live® ID」を取得することでご利用いた
だけるメール サービスです。 Windows Live ID があれば、Hotmailだけでなく、無料で大容量のデータを
保存したり、アプリを手間なく購入したり、さまざまなオンライン サービスがご利用いただけます。
＜本設定により可能なこと＞
●「××× @ezweb.ne.jp」宛てのメールを受信できます。
●新着メールの確認は、［Hotmail］タイルの機能で、受信ごとにスタート画面に通知されます。

Windows Phone への転送は、下記の 3 つの Step で設定できます。

設定手順の概要

※上記の画面は、説明用に作成したものです。実際の画面は、背景色が黒色で、文字が白色になっています。
※初回起動時以外に Windows Live ID を設定する場合は裏面をご参照ください。
※Windows Phone 1台あたり 1 つのWindows Live ID の設定を推奨します。また、取得したWindows 

Live IDとパスワードは忘れないようにメモしましょう。

設定手順の概要

Windows Phone で Hotmail のメール アドレス
（Windows Live ID アカウント）を設定

以前にお使いの au 携帯電話での E メール転送設定

Windows Phone で E メール受信開始

E メール（××× @ezweb.ne.jp）を転送する、転送先の Hotmail のメール アドレス（Windows Live ID ア
カウント）を取得します。

Hotmail のメール アドレスは、Windows Live ID のアカウントを取得することで利用できます。購入して最初に 
Windows Phone の電源を入れると、いくつかの初期設定とともに Windows Live ID を入力する画面が表示され
ます。この画面から Windows Live ID を簡単に取得することが可能です。
※電源を入れた後、使用条件承諾画面→Windows Phone の設定画面で［推奨］を選択→タイムゾーンの設定→Windows Live ID でサインインの画面になります。

すでに Windows Live ID のアカウントを取得している方は、下記の設定手順をご参照ください。

Windows Phone に挿入されている auIC カードを以前にお使いの au 携帯電話に差し替え、au 携帯電話か
ら Step 1 で設定した Hotmail のメール アドレスへの E メールの転送設定をします。

再度、auIC カードを Windows Phone に差し替えて、Windows Phone で転送された E メール受信を開始
します。
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Step
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［サインイン］を選択 Windows Live ID とパス
ワードを入力し、［サインイ
ン］ を選択したら実行

パスワードを設定して、確
認のため再入力し［次へ］を
選ぶ
※このアカウントが、Hotmail の
メール アドレスとパスワードに
なります。

パスワードを忘れた際にパ
スワードを送信するメール 
アドレスを設定し、［次へ］
を選択したら完了

初回起動時に、お持ちの Windows Live ID を設定する場合おすすめ

Windows Phone で Hotmail のメール アドレス（Windows Live ID アカウント）を設定

本手順は、Windows Phone での手順です。この設定を行うことで、「××× @ezweb.ne.jp」宛ての E メールを転送する Hotmail のメール アドレス（Windows Live ID アカウント）が取得できます。
※初回起動時に、Windows Live ID の設定をスキップされた（下記画面が表示されない）お客様は、裏面の「Step 1-2」へお進みください。

初回起動時に、Windows Live ID を新たに取得する場合おすすめ

［Windows Live ID を作成
する］を選ぶ

希望するアカウントを入力
し、［次へ］を選択
※××× @live.com という形式で 

Windows Live ID が発行され
ます。使用可能なアカウントの
場合は、パスワードの設定画面
になります。



●本設定には以前にお使いの au 携帯電話機（auIC 対応携帯電話）が必要です。
●本ガイドの手順により Windows Phone で受信メールの確認ができますが、端末増設前にご利用になっていた E メール アドレス（「×××

@ezweb.ne.jp」）を使ってのメール送信はできません。送信の際は、転送先として設定した Hotmail のメール アドレスでの送信となります。
●デコレーション メール、絵文字には対応していないため、それらを利用した受信メールは正常に表示できません。

ご注意

●Microsoft、Hotmail、Internet Explore ロゴ、Office ロゴ、Windows、Windows ロゴ、Windows Live、Xbox LIVE ロゴ、Zune は、米国 Microsoft Corporation の米国
および / またはその関連会社の商標です。 ● 本冊子の内容は、2012 年 5 月現在のものです。ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。一部、製品版と仕様名称およ
び画面などが異なる場合がございます。ご了承ください。 ● その他、記載される会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

Windows Phone の購入後すぐに Windows Live ID を取得しなくても後から設定できます。
ここでは、初回起動時以外の Windows Live ID の設定方法をご紹介します。 Hotmail の同期の設定を確認する方法

ご紹介した方法で Windows Live ID を設定したら、
Windows Phone にHotmail が同期されている設定かどうかを確認しましょう。

起動後、上記画面で
［今は実行しない］
を選択した場合

［スタート画面］から［Games］タイ
ルを選び、［Xbox LIVE® に加入また
はサインイン］を選択

この機能を使用するには、Windows 
Live ID が必要となるので、［サイン
イン］を選択

Windows Live ID をお持ちの方は
［サインイン］を、お持ちでない方
は［Windows Live ID を作成する］
を選択。Windows Live ID の取得
に関する詳細は、表面の Step 1-1
を確認する

Windows Phone で Hotmail のメール アドレス（Windows Live ID アカウント）を設定

アプリ一覧から［設定］を選び、
［メール＆アカウント］を選択

［Windows Live］を選択 ［同期するコンテンツ］でメールに
チェックが入っていなかった場合は、
　を押してチェックを入れることで 
Hotmail を同期。最後に［  　］ボタン
を押したら完了

Windows Phone にて転送されたメールを確認変更前の au 携帯電話でのメール転送設定
Step 2 で転送設定を完了した変更前の au 携帯電話から
再度 Windows Phone に auIC カードを差し替え、［スター
ト画面］から［Hotmail］タイルを選択して起動すること
により、Step 2の設定以降に受信したメールが確認でき
ます。

本手順は、Step 1 の後、Windows Phone に変更する前の au 携帯電話に auIC カードを差し替え
てからの手順になります。E メール メニューから Windows Phone＊ への転送設定を行います。
＊ Step 1で設定した Hotmail のメール アドレス（Windows Live ID アカウント）、もしくは取得済みの Hotmail のメール アドレス（Windows Live ID 
アカウント）

※上記は［Games］ハブを例に説明しましたが、［Music + Videos］ハブや［Marketplace］ハブの場合も、Windows Live ID の設定画面が表示されます。
　Windows Live ID は、［Marketplace］ でのアプリやゲーム、音楽の取得をはじめ、Zune® ミュージック パスの使用、なくした電話の検索などに使用できます。

以上で、すべての手順が完了です。「××× @ezweb.ne.jp」
宛てに送られたメールが Windows Phone で確認できる
ようになりました。

以上で、「××× @ezweb.ne.jp」宛てメールの 
Windows  Phone（Step 1 で設定したアドレス）
への転送設定が完了しました。auIC カードを再
度 Windows Phone に差し替えてください。
※上記画面は一例です。端末により一部異なる場合がございます。
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Step
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［スタート画面］から
［Hotmail］タイルを選
択し、転送されたメール
を確認する

［E メール設定］を選択

転送先アドレスに Step 1 で
設定したアドレスを入力して
送信

［アドレス変更・その他］ま
たは［その他の設定］を選択

終了を選択

［4.自動転送先］を選択 暗証番号を入力して送信す
る

Step
1-2


