
～①取扱開始登録まで（携帯電話）～
　　　　（NTTDocomo編） 楽天ホームページ

http://www.rakuten.co.jp/
 楽天会員登録

（参考）楽天EDYアプリの起動
　　　　携帯電話のｉアプリボタン長押しで
　　　　iアプリ一覧が表示され、起動することができます。
　　　　（携帯電話の機種により操作が異なります）

※初期設定の詳細は次頁を参照願います

初期設定詳細へ（次頁）

STEP5（取扱登録へ）

※携帯電話の機種により画面表示が異なります

STEP1 

 楽天会員登録 
 

 （既に楽天会員の方は 

  新たな会員登録は不要です） 

【楽天会員登録】 
（既に楽天会員の方は新たな会員登録は不要です） 
 
楽天ホームページから会員登録を行います。 
  http://www.rakuten.co.jp/ 
    ①同ホームページの「楽天会員に登録（無料）」 
     をクリックします。 
        ↓ 
    ②入力フォームに次の事項を入力します 
      ・メールアドレス 
      ・お好きなユーザID、パスワード 
      （楽天会員のユーザID,パスワードになります） 
        ↓ 
    ③内容確認（楽天会員登録規約に同意） 
        ↓ 
    ④登録完了 
 
※会員登録完了後、楽天から登録完了のメール 

  が指定されたメールアドレスに届きます。 

STEP2 

 楽天Edyアプリのダウンロード／ 

 インストール 
 

     （既に楽天EDYアプリをお持ちの方は 

      この操作は不要です） 

【iモードの場合】 （iモード以外の場合は別紙参照願います） 
   

iMenu  → メニューリスト  → 
  
 ③【生活情報】おサイフケータイ  → 
  
  ２．電子マネー「楽天Edy」  → 
 
     楽天会員の方は 
   こちらからダウンロード     → 
 
 
  楽天会員のユーザID、パスワードを入力します。 
 
 
※ダウンロードとインストールを行います。 
 
 

パソコン 

または 

携帯電話 

 

携帯電話 

STEP3 

    楽天Edyアプリの起動 
 

     （携帯電話の iアプリ ボタンから、 

      楽天EDYアプリを起動します） 

携帯電話 

楽 天 

楽天会員に登録（無料） 

楽 天 

楽天会員に登録（無料） 

メールアドレス、ユーザID、パスワード、漢字氏

名、カナ氏名を入力 

ユーザIDは、メールアドレス、または別で指定す

ることができます。 
パスワードは6文字以上の半角英数字。 

以下の規約に同意して入力内
容を確認する。（クリック） 

iMENU Menu List 

話題のｶﾃｺﾞﾘ 

新着メニュー 

③生活情報 

おサイフケータイ 

１．電子マネー（nanaco) 

２．電子マネー（楽天Edy） 

メニューリスト 

３．電子マネー（WAON） 

２．楽天Edyを選択 

楽天Edyアプリのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

楽天会員の方は 

こちらからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ 

（下へ） 

（下へ） 

SSLページを終了しま

すか？ 
 

YES 

NO 

楽天スーパーポイントを貯める 
 

楽天Edyで楽天スーパーポイントを

ためよう！ 
 

Edyアプリをお持ちでない方 

楽天Edyアプリをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

Edyアプリをお持ちの方 

iアプリDXは登録データとIC

カードの製造番号を利用しま

す。 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしますか？ 
 
 YES 

NO 

 

 

完了しました。 

OK 

 

 
通信設定       する 

 

このようにiアプリを設定します。 

 

iアプリを起動しますか？ 

 
 

YES 

NO 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞの際に、楽天会員
のユーザID、パスワードの入
力を求められる場合がありま
す。 

STEP4 

    楽天Eｄｙアプリの初期設定 
 

     楽天Edyアプリの初期設定を行います。 

ｉアプリボタン長押し 
機種により操作が異なります 

携帯電話 

同意して登録 

楽天会員の方はこちらか

らﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞを選択 

楽天Edyアプリをダウン
ロードを選択 



【初期設定詳細】

　　◆サービスメニュー
　　①チャージ（入金）
　　②チャージの詳細設定
　　③ポイントを貯める（Edyでポイント）
　　④Edyを受け取る（Edyギフト）
　　⑤機種変更の手続き
　　⑥Edy　to Edy
　　⑦楽天Edyオンライン

　　◆サポートメニュー
　　⑧サービス登録新規
　　⑨サービス登録変更
　　○サービス登録削除
　　○オンライン残高照会・履歴
　　○アプリバージョンアップ
　　○楽天Edyオンラインの解除

　　楽天Edyの使い方
　　故障、水没時のご案内
　　（楽天Edyレスキューサービス）
　　楽天Edy後利用上の注意
　　お問合せ
　　楽天Edy公式サイトへ
　　楽天Edyオンラインの使い方

　　○楽天Edyアプリの削除

サービス登録 
 
お名前（全角カナ） 
姓 
名 

生年月日（半角）（例：19750101） 
 
性別  ◎男  ○女 
郵便番号（半角） 
      －  

連絡先電話番号（半角） 
      －      － 
メールアドレス（半角） 

            @docomo.ne.jp 
メールアドレス確認用 

            @docomo.ne.jp 
パスワード 
※4～12桁の半角英数字、ハイフン
（－）アンダーバー（＿）が使えます。 
 

パスワード確認用 
 
 
ここで設定したパスワードは、クレジット
カードからのチャージ、機種変更等で必
要になります。 
便利なクレジットカードからのチャージ
をおすすめします！ 
クレジットカード番号（半角） 
 
 

①入力内容を確認する 
○戻る 
 
 

シンキン 

タロウ 

1975010

664     1234 

06      1234     1234 

shinkinXXX 

shinkinXXX 

******** 

******** 

サービス登録 
 

お客様の登録情報をご確認下さい。 
 

お名前（全角カナ） 

 姓 シンキン 

 名 タロウ 

生年月日（半角） 

 19750101 

性別  男 

郵便番号（半角） 

 664-1234 

連絡先電話番号（半角） 

 06-1234-1234 

メールアドレス（半角） 

 shinkinXXX@docomo.ne.jp 

クレジットカード番号（半角） 

有効期限（半角） 

月／年（下2桁） 

楽天Edyお得ナビ（メルマガ）を配信希

望する 

上記の内容で良ければ登録するボタン

を押して下さい。 
 

◎登録する 

○戻る 

サービス登録完了 
 

サービス登録が完了しました。 

ご登録ありがとうございます。 
 

※クレジットカードからのチャージは、

ご本人様の確認など、弊社所定の手

続きが完了してからのご利用となりま

す。手続きは通常、翌日正午までか

かります。 

あらかじめご了承ください。 
 

楽天Edyのご利用で、あなたの好きな

ポイントやマイルを貯めることができ

ます。（Edyでポイント） 

設定はこちらから 
 

①サービスメニューへ 
 
 

楽  天 

Eｄｙ 

チャージメニュー（入金）選択 
 
 
 

①楽天会員IDでチャージ 

 詳しくはこちら 
 

②クレジットカードからチャージ 

③銀行口座からチャージ 

金融機関のアプリからもチャー

ジすることができます。 

詳しくはこちらから 
 
 
 

楽天Edyオンライン連携（無料） 
 

「残高」を楽天Edyオンラインへ移動、受

け取ることができます。（ユーザ登録情

報は移動できません） 

お持ちの楽天会員IDをご利用ください。 
 
 

楽天会員ID 
 

パスワード 
 
 
 
 

・ID・パスワードを忘れた方はこちら 
 
 

◎規約に同意して設定する 

○戻る 
 

新規楽天会員登録（無料）はこちら 
 

■規約 

本サービスに関する利用約款／規約 
 
 

shinkinXXX@do

楽天Edyオンライン連携（無料） 
 

ようこそ信金太郎さん 
 

楽天Edyオンラインとおサイフケータ

イの連携が完了しました。 
 
 
■楽天Edyオンライン 
             →使い方 
 
 
※機種変更などの時に、楽天Edyオ
ンラインとおサイフケータイの間で
残高が移動できます。 
 
○チャージする 
○サービスメニューへ 

「楽天Edy」は、タッチするだけ
で支払いが可能な簡単・便利
な楽天のプリペイド型電子マ
ネー。 
初期設定を行っていただくと、
コンビニのレジやクレジット
カードでチャージ（入金）し、
全国のコンビニやスーパーな
どで誰でもいつでもスピー
ディーにご利用可能です。 

◎初期設定を行う 
 

電子マネー「楽天Edy（ﾗｸﾃﾝｴ
ﾃﾞｨ）」をご利用いただけるよう設
定を行います。 
下記の注意事項及び利用約款
を必ずお読みいただき、ご同意
の上で楽天Edyをご利用くださ
い。 
注意事項 
○利用上のご注意 
○機種変更する場合について 
○故障・水没した場合について 
○紛失・盗難の場合について 
○利用時の通信料の目安 
○利用約款 
○サービス規約 
①同意の上、設定を行う 
②同意しない 

楽天Edyの初期設定が完了

しました。 
 

■Edy番号 
3001 1234 1234 1234 
 
 

続けて、ユーザー情報登録

に進んでください。 
 

①次へ（ユーザー情報登録） 
 
 

【機種変更の手続き】 

②楽天会員ID（楽天Edyオン

ライン）で預けられた方 

③Edyのお預けサービス（105

円）で預けられた方 

サービス登録を行います 
 
◎規約に同意して次へ 
○サービス登録しない 
 
サービス登録会員規約 
 
【サービス登録でできること】 
・クレジットカードからのチャージ
（＊１） 
・故障、水没時のEdy残高の払戻し
（Edyレスキューサービス） 
・機種変更時のEdy残高の移行 
・Edyを送る（Edy to  Edy） 
・Edyギフトのお知らせ 
 
【注意事項】 
・サービス登録をご利用の際は
[@bitwallet.co.jp]からのメールが
受信できるようにしてください。 
指定受信の利用はこちらから 
・サービス登録は無料です。登録の
ための通信料（パケット代）は、お
客様のご負担となります。 
＊１クレジットカードからのチャージ
は、翌日正午からご利用になれま
す。 
 
○戻る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
・
・

 

各項目を入力します 

本サービスで使用するパス
ワードを設定します 
（楽天会員のパスワードではあ
りません） 

クレジットカードの情報は
省略可能です 

①チャージ（入金）
を選択 

銀行口座からチャージするに
は、おサイフケータイと楽天
Edyオンラインを連携してくだ
さい。 
 

◎おサイフケータイ／楽天

Edyオンラインを連携する 
 
○戻る 
 

 
 

③銀行口座から
チャージを選択 

おサイフケータイ／楽
天Edyオンラインを連
携するを選択 

楽天会員のパスワードを入力
します 



楽天Edyアプリの初期設定から

電子マネーチャージが
利用可能になります

　　※信用金庫は平成25年10月28日より選択可能です

　　　②電子マネーチャージ（携帯電話）へ
※同様に支店名を検索

【取扱開始登録】 
  ①楽天EdyYアプリの「①チャージ」を選択します。 

             ↓ 
  ②『③銀行口座からのチャージ』を選択します。 

             ↓ 
  ③『金融機関の追加』を選択します。 

             ↓ 

  ④『信用金庫』を選択し、当庫の金庫名（カナ） 

   を先頭から3文字（アマカ）を入力し、検索します。 

             ↓ 

  ⑤尼崎信用金庫を選択し、「次へ」 

             ↓ 

  ⑥当庫の利用規定が表示されますので、 

   「同意する」を選択 

             ↓ 

  ⑦お取引の支店を検索し選択します。 

             ↓ 

  ⑧口座番号、キャッシュカード暗証番号、 

   口座残高下4桁、カナ氏名、生年月日（西暦）を 

   入力します。  
             ↓ 

  ⑨内容確認「次へ」    
             ↓ 

取扱開始登録完了 

※iアプリ起動からも操作できます 

¥9,999 

１．チャージ 

２．楽天のサービス 

ﾁｬｰｼﾞﾒﾆｭｰ（入金）選択 

○楽天I会員IDでﾁｬｰｼﾞ 

○ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞからﾁｬｰｼﾞ 

○銀行口座ﾞからﾁｬｰｼﾞ 

銀行口座ﾁｬｰｼﾞを 
ご利用になるには、 
【金融機関の追加】 
からお引落口座の 
登録手続きを行っ 

てください。 

○金融機関の追加 

○戻る 

信用金庫名検索 

信用金庫名（カナ） 
（ｱﾏｶ） 

「アマカ」と入力 
（アマ）でも可 
 
（カナ3文字以内） 

【検索】 

【戻る】 

登録情報入力 
尼崎信用金庫 ○○支店 

科目：普通 
口座番号 
【１２３４５６７】 

暗証番号（ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ） 
【＊＊＊＊】 

口座残高下4桁 
【１２３４】 

カナ氏名 
【シンキン タロウ】 

生年月日（西暦） 

【1960年 1月15日】 

次へ 

入力内容確認 

次へ 

取扱登録完了 

Edy番号 
3001 1234 1234 1234 

STEP5 

取扱開始登録 
   カナ氏名、生年月日、キャッシュカード暗証番号、 

   口座残高下4桁を入力します。 
   （口座残高は事前にご確認願います） 

携帯電話 

電子マネーチャージが利用
可能になります 

指定した金融機関、支店が表
示されます 

銀行口座からチャージを選択 初めてチャージする場合は、
金融機関の追加が必要です 



～②電子マネーチャージ（携帯電話）～

アプリの起動

【参考】　楽天Edyアプリのダウンロード（携帯電話）

　　＜iモードの場合＞
　　　　iMenu　→　ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ　→　３．生活情報　→おサイフケータイ　→　電子マネー「楽天Edy」

　　＜EzWeb（au）の場合＞
　　　　EZメニュー　→　トップメニュー　または　au oneトップ　→　カテゴリ検索　→　バンキング・マネー　→　電子マネー　→　電子マネー「楽天Edy」

　　＜Yahoo!ケータイの場合＞
　　　　ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ　→　おサイフケータイ　→　電子マネー　→　電子マネー「楽天Edy」

　　＜ウィルコムのweb接続の場合＞
　　　　ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ　→　おサイフケータイ　→　電子マネー「楽天Edy」

STEP1 

 楽天Edyアプリの起動 
 

 （携帯電話の iアプリ ボタンから、 

      楽天EDYアプリを起動します） 

STEP2 

 楽天Eｄｙのパスワード、 

 チャージ金額を入力し、 

 お引落口座を選択します。    

1度にチャージできる金額は、１，０００円～２５，０００円 
です。（１，０００円単位） 
 

『規約に同意して確認画面へ』を選択します 

携帯電話 

 

携帯電話 

STEP3 

    チャージ（入金）額の確認 
      

STEP4 

    チャージの完了   

    『チャージ（入金）する』を選択すると、チャージ
が 

    確定します。 

携帯電話 

携帯電話 

ｉアプリボタン長押し 
機種により操作が異なります 

楽天に登録している銀行口
座からﾁｬｰｼﾞを行います。 

楽天ﾕｰｻﾞID 

edytest01 

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 

******* 

ﾁｬｰｼﾞ額（¥1,000～¥25,000） 

000 円 

現在のEdy残高 
¥9,999 

■お引落口座 

◎尼崎信用金庫 ○○支店 

****567 

◎規約に同意して確認画面へ 

  ※信用金庫をお引落口座 
   にご指定の場合、別途 

   ご利用手数料が発生す 
   る場合がございます。 

○戻る 

○金融機関の追加 

ﾁｬｰｼﾞ（入金）額確認 

ﾁｬｰｼﾞ額は 

Edyﾁｬｰｼﾞを実行します。 

現在のEdy残高 
¥9,999 

お取引後Edy残高 ¥10,999 

◎ﾁｬｰｼﾞ（入金）する 

○戻る 

¥1,000 

です。 ﾁｬｰｼﾞ完了 

楽天ユーザIDが表示されます 


