クルマ向けワンナンバーサービス

ー スタートアップガイド －
＞English (page.13~)

事前準備

・サービスのご利用にはAndroidスマートフォン／iPhone（親機）もしくはパソコンからのお手続きとクルマでの設定が必要です。スタートアップガイドの手順に沿って設定してください。
・ご契約時に設定したネットワーク暗証番号／ｄアカウント・パスワード、BMW ID・パスワードが必要となります。
[はじめに]
・Androidスマートフォンをご利用の場合、事前にPlayストアからMy BMWアプリをダウンロードしてください。
・iPhoneをご利用の場合、事前にApp StoreからMy BMWアプリをダウンロードしてください。
※BMW IDを取得されていない場合は、アプリダウンロード後に画面の手順に従いBMW IDを取得してください。

パーソナルeSIMの有効化

STEP 1

・本サービスを利用するためには、ワンナンバーサービスの申込み及びアカウント連携が必要になります。

STEP ２

STEP 1 (1)

Androidスマートフォン／iPhone（親機）をご利用の場合

・・・・・ P2

STEP 1 (2)

パソコンをご利用の場合

・・・・・ P6

クルマの設定

・・・・・ P10

＜注意事項＞
・ アプリのバージョンやAndroidスマートフォン／iPhoneの機種によって、画面イメージ・文言・画面遷移がスタートアップガイドの内容と一部異なる場合があります。
・ Apple、Appleのロゴ、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社（https://www.aiphone.co.jp/）のライセンスにも
とづき使用されています。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2022 Apple Inc. All rights reserved.
・ AndroidはGoogle LLC の登録商標です。

操作説明

タップ・選択

確認・入力
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STEP 1 (1)Androidスマートフォン／iPhone（親機）をご利用の場合

１

①BMW ID ログイン

３

２

「サインインまたは登録」を押す。

親機にインストールされているMy
BMWアプリを起動する。

４

６

BMW ID、パスワード入力後、
「ログインする」を押す。

BMW ID、パスワードを入力する。※
BMW IDを取得していない場合は「います
ぐ登録する」より取得してください。

「続ける」を押す。

①BMW ID ログイン

５

暗証番号４桁を設定する。

②ワンナンバーサービスの申込み

７

８

確認のため設定した暗証番号４
桁を再度入力する。

９

各利用規約を確認後「同意しま
す。」にチェックを入れ、「同意す
る」を押す。

１０

「MY BMWへようこそ」と表示さ
れたらログイン完了。次に、画面
右下の人物アイコンを押す。
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１１

「パーソナルeSIM」を押す。

１２

「パーソナルESIMの有効化」を
押す。

国：日本、通信事業者：NTT
DOCOMO となっていることを確認し、
契約中の電話番号下４桁を入力する。

②ワンナンバーサービスの申込み（ワンナンバーサービスを契約済みの場合は手順34にお進みください。また追加でマルチデバイスオプションを契約する場合は手順29にお進みください）

１３

１４

１５

１６

１７

ま
た
は

「通信事業者のサイトに接続す
る」を押す。

契約時に設定したネットワーク暗証番号
（5G／LTE／3G接続時）を入力し、
「暗証番号確認」を押す。

利用中の電話番号と紐づいたｄアカウント
（Wi-Fi接続時）でログインする。
※二段階認証のためセキュリティコードが親機
電話番号宛に届きます。

※ 詳細はネットワーク暗証番号をご確認ください。

※ 詳細はｄアカウントをご確認ください。

「ワンナンバーサービスを申し込む」を押す。
※既にワンナンバーサービス契約済みで、マ
ルチデバイスオプションを契約する場合は手
順29にお進みください。

手続き内容の「ワンナンバーサービスを申込
む」にチェックを入れる。
※ワンナンバーサービスのみ契約・マルチデ
バイスオプション同時契約どちらでも契約可
能です。

「ワンナンバーサービス 注意事
項・利用規約・パーソナルデータ
の取扱い」を押す。

②ワンナンバーサービスのお申込み

１８

１９

内容を確認し「閉じる」を押す。

「ワンナンバーサービスの注意事項・利用規
約・パーソナルデータの取扱いに同意する」
にチェックを入れる。

２０

２１

お客様情報（氏名[フリガナ]、
[漢字]、生年月日）を入力す
る。
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２２

お客様情報（住所）を入力す
る。

２３

ご利用者の確認事項を確認し、
ご利用者の年齢を選択、適用
開始日を確認する。

お申込書の交付方法を選択・入
力し、「次へ」を押す。

②ワンナンバーサービスのお申込み

２４

２５

２６

２７

２８

※ワンナンバーサービスのみ
ご契約の場合は手順34に
お進みください。

お支払い方法を選択し、「次へ」
を押す。

手続き内容を確認する。

手続き内容を確認後、「手続き
を完了する」を押す。

「お手続きが完了いたしました」の表示を確
認し、下の「戻る」を押す。

「ワンナンバーサービス契約中」と
表示される。※表示されない場
合は「更新ボタン」を押す

③マルチデバイスオプションのお申込み

２９

３０

３１

３２

３３

※マルチデバイスオプションの契約
は、ワンナンバーサービスの契約と
同様、簡易な本人確認が必要
です。操作手順は手順16～26
をご確認ください。

マルチデバイスオプションをご契約
の場合は「マルチデバイスオプショ
ンを申し込む」を押す。

「お手続きが完了いたしました」の表示を確
認し、下の「戻る」を押す。

「マルチデバイスオプション 注意事項・利用
規約・パーソナルデータの取扱い」を押し、
内容確認後、チェックを入れる。
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「ワンナンバーサービス＋マルチデバイスオプ
ション契約中」と表示される。※表示されな
い場合は「更新ボタン」を押す。

マルチデバイスオプション契約完
了。

④アカウント連携

３４

３５

３６

３７

３８

３９

「

「ワンナンバーサービス契約中」もしくは「ワン
ナンバーサービス＋マルチデバイスオプション
契約中」が表示され、画面を下方向にスク
ロールして注意事項を確認する。

「クルマで利用する」を押す。

「パーソナルデータの取扱いに関する同意
事項」および注意事項を下方向にスクロー
ルし、確認する。

同意するにチェックを入れ、「アカ
ウント連携」を押す。

④アカウント連携

４０

４１

４２

STEP 1 完了
BMWに乗り込み、設定を行ってください。
▶STEP 2 へ

リクエスト完了のダイアログを確認
後、「OK」を押す。

「パーソナルeSIM」を押す。

親機の電話番号の右側に「有効」と
表示されていることを確認する。

5 / 20 ページ

「サービスの連携を開始しました」と表示さ
れている場合、アカウント連携が完了し、
「戻る」を押す。

「開く」を押す。

STEP 1 (2)パソコンをご利用の場合

１

①BMW ID ログイン

②ワンナンバーサービスの申込み

２

３

c

ｃ

ｃ

クルマ向けワンナンバーサービスサイト
（https://onenumber.docomo.ne.jp/connected-car/）の中段にある「BMWで
利用する」ボタンを押し、BMW Webポータルにアクセスする。

BMW ID、パスワードを入力し、「ログインする」を押す。

パーソナルeSIMページの、「パーソナルeSIMの有効化」を押す。

②ワンナンバーサービスの申込み

５

４

６

ｃ

ｃ

電話番号の登録が必要になるため、登録していない場合は「携帯電話番号を入力して下さ
い」を選択する。
※登録済みの場合は手順７に進んでください。

「＋電話番号の追加」を押す、電話番号に契約中の携帯番号を入力、電話番号の種類を
選択し、「新規電話番号の追加」を押す。
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携帯番号入力後、「パーソナルeSIM」を押す。

②ワンナンバーサービスの申込み

７

国：日本、通信事業者：NTT DOCOMO、携帯番号：契約中の携帯電話番号となっ
ていることを確認し、「パーソナルeSIMの有効化」を押す。

８

９

利用中の電話番号と紐づいたｄアカウントのIDを入力し「次へ」を押す。
※二段階認証のためセキュリティコードが親機電話番号宛に届きます。

パスワード、SMSに記載されたセキュリティーコードを入力し「ログイン」を押す。

②ワンナンバーサービスの申込み（ワンナンバーサービスを契約済みの場合は手順14にお進みください。また追加でマルチデバイスオプションを契約する場合は「Androidスマートフォン／iPhone（親機）をご利用の場合」のP3 手順29～を参考にしてください）

10

「ワンナンバーサービスを申し込む」を押す。※既にワンナンバーサービス契約済みの場合は手
順14にお進みください。

11

12

本エラー画面が表示される場合、画面に表示される設定方法に従ってdアカウント設定をす
る。
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dアカウント設定完了後、ワンナンバーサービス申し込みページで手続き内容の「ワンナンバー
サービスを申込む」にチェックを入れる。※ワンナンバーサービスのみ契約・マルチデバイスオプ
ション同時契約どちらでも契約可能です。

②ワンナンバーサービスの申込み

③アカウント連携

13

１4

「

※ここからの手順は「Androidスマートフォン／iPhone（親機）をご利用の場合」の
P3 手順15～を参考にしてください

申し込みの手続きが完了したら、「お手続きが完了いたしました」の表示を確認し、下の「戻
る」を押す。

「ワンナンバーサービス契約中」・「ワンナンバーサービス＋マルチデバイスオプション契約中」と
表示されることを確認し、画面を下方向にスクロールし、注意事項を確認する。※表示され
ない場合は「更新ボタン」を押す

③アカウント連携

１5

１6

１7

「

「クルマで利用する」を押す。

「パーソナルデータの取扱いに関する同意事項」および注意事項を下方向にスクロールし、確
認する。
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同意するにチェックを入れ、「アカウント連携」を押す。

③アカウント連携
１8

19

STEP 1 完了
BMWに乗り込み、設定を行ってください。
▶STEP 2 へ
「

「サービスの連携を開始しました」と表示されている場合、アカウント連携が完了している。
「戻る」を押す。

BMW WebポータルのパーソナルeSIMのメニューに戻り、親機の電話番号・NTT
DOCOMOの記載があることを確認する。
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STEP ２ クルマの設定

①BMW ID ログイン

２

１

メニュー画面の「BMW ID」を選択する。

「BMW IDの追加」を選択する。「My BMWアプリでログイン」もしくは「BMW IDでログイン」を選択する。
※クルマで既に一度ログインしたことがある場合は、該当のBMW IDを選択しログインする。

①BMW ID ログイン（My BMWアプリでログインを選択した場合）

３
My BMWアプリの画面

QRコードを親機のMy BMWアプリで読み込む。

My BMWアプリを起動し、「プロファイル」タブの右上の設定ボタンを選択する。
「QRコード（BMW ID）のスキャン」を選択し、ナビ画面に表示されているQRコードを読み込む。

①BMW ID ログイン（BMW IDでログインを選択した場合）

３

BMW ID 「Eメール」を選択する。

BMW IDのメールアドレス、パスワードを入力する。
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①BMW ID ログイン

②PINコードの設定

５

４

BMW IDのログインが完了するのを待つ。

BMW IDに紐づく設定をクルマに反映するかどうか選択し、「続行」を押す。

②PINコードの設定

６

７

「PINの設定」を選択する。

PINコードを設定する。

②PINコードの設定

８

９

確認のため設定したPINコードを再度入力する。

「続行」を押す。
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②パーソナルeSIMの設定

１０

１１

メニューに戻り、「携帯機器」を選択する。

「パーソナルeSIMをセットアップ中…」と表示されていることを確認し、セットアップが完了するのを待つ。

③パーソナルeSIMの設定
②パーソナルeSIMの設定

１２

１３

セットアップが完了すると、音声通話に関するポップアップが表示される。
クルマでワンナンバーサービスによる音声通話を利用する場合は、「さらに電話を有効化」を選択する。

パーソナルeSIMと接続する親機（Androidスマートフォン／iPhone）をBluetoothでクルマと接続し、機器の一覧から選択する※これ
により親機の電話帳の情報をクルマでも確認することができます。クルマで音声通話を利用するには本操作は必須となる。

③パーソナルeSIMの設定

１４

１５

設定完了！

設定が完了すると、パーソナルeSIMの下に「接続済み」と表示される。
設定を確認するため、「パーソナルeSIM」を選択する。

「eSIM経由の電話」および「eSIM経由のモバイルデータ」にチェックが入っていれば、設定完了。
※ワンナンバーサービスはローミング非対応のため、「データローミング」のチェック有無による機能・サービスの差異はありません。
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One Number service for car

ー Start-up Guide －

・In order to use One Number service, please follow the instructions in this Start-up Guide for (1)activate Personal eSIM from My BMW App and (2)set up your BMW car.

Preparation

・Please prepare your network PIN code, d ACCOUNT & password, and BMW ID & password.
[First]
・If you use Android smartphone, please download My BMW App from Google Play in advance.
・If you use iPhone, please download My BMW App from App Store in advance.
(*)If you don't have a BMW ID, please follow the instructions on My BMW App to create it.

STEP 1

Activate Personal eSIM
(*)In order to use the service, you need to subscribe One Number service and link your BMW ID and d ACCOUNT.

・・・・・ P14

▼
STEP ２

Set up BMW car

・・・・・ P18

＜NOTE＞
・ Images may be varied from the actual one, depending on app version or smartphone model.
・ Apple, the Apple logo, App Store and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The iPhone trademark is used
under license from AiPhone Co., Ltd. (https://www.aiphone.co.jp/) TM and © 2022 Apple Inc. All rights reserved.
・ Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Legends

Press/Select

Check/Input
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①BMW ID login

STEP 1 Activate Personal eSIM

１３
１

３

１４
２

Open "My BMW App" on
your smartphone.

Press "LOGIN OR
REGISTER".

４
１５

Press "Continue".

１６
５

１７
６

Press "Login".

Input BMW ID and Password.
※if you don't have a BMW ID,
press "Register now".

Ser 4-digit PIN code.

②Subscribe One Number service

①BMW ID login

１８
７

１９
８

In order to confirm the
PIN code, input the same
4-digit PIN code again.

２０
９

Tick the check boxes for
Terms and Conditions and
press "AGREE".

２１
１０

Press the Profile Tab at
the bottom right.
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２２
１１

Press "Personal eSIM".

２３
１２

Press "ACTIVATE ESIM".

Select Japan and NTT DOCOMO
for County and Mobile network
provider. And input the last 4digit of your phone number.

②Subscribe One Number service (If
(if you
you have
have already
already subscribed
subscribed the
Oneservice,
Numberplease
service,
move
please
to Step30
move to
after
Step35.
Step14.)
Or, if you would like to sign up for Multi-Device Option in addition, please move to Step29.)

２４
１３

１４
２５

２７
１5

２８
１6

２９
１7

OR

Press "CHECK WITH
PROVIDER".

If you are using 3G/LTE/5G, input
the network PIN code and press "
暗証番号確認".

If you are using Wi-Fi, input your
d ACCOUNT, password and
security code via SMS.

(*) details here (Network PIN)

(*)details here (ｄアカウント) in Japanese only.

Press "Sign up for One Number
service ." (*)if you would also like
to subscribe Multi-Device Option,
please move to Step29.

Tick the check box for "ワンナンバー
サービスを申込む".(*)You can also
sign up for Multi-Device Option in
this page too

Press "ワンナンバーサービス 注
意事項・利用規約・パーソナル
データの取扱い".

②Subscribe One Number service

３０
１8

３１
１９

３２
２０

３３
２１

３４
２２

３５
２３

「

Read the statment and
press "閉じる".

Tick the check box for "ワンナンバー
サービスの注意事項・利用規約・パーソナ
ルデータの取扱いに同意する".

Input your information (氏名[フリガ
ナ]:, [漢字]:name, 生年月日:
birthday).
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Input your information (住
所: address).

Read the contents and
select your age.

Select the way to receive a
copy of service application,
and press "次へ".

②Subscribe One Number service

３６
２４

３７
２５

３８
２６

３９
２７

２８

※If you want to subscribe
Multi-Device Option, please
move to Step29. If not,
please move to Step34.

Select a payment method,
and press "次へ".

Confirm your application.

Press "手続きを完了する".

Once the message of "お手
続きが完了いたしました" is
shown, press "戻る".

Check the status "One Number
service Subscribed" is shown. If
not, press the "reload" button.

③Subscribe Multi-Device Option

２９

３０

３１

３２

３３

※In order to subscribe
Multi-Device Option, KYC
process for personal
identification is needed as
same as One Number
service sign-up. Please
refer to Step16 through
Step26.

Press "Sign up for Multi-Device
Option", if you want to subscribe
Multi-Device Option.

Tick the check box for "マルチデバイ
スオプションの注意事項・利用規約・パーソ
ナルデータの取扱いに同意する".

Once the message of "お手
続きが完了いたしました" is
shown, press "戻る".
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Check the status "One Number
service with Multi-Device Option
Subscribed" is shown. If not,
press the "reload" button.

Multi-Device Option signup is completed.

③Subscribe Multi-Device Option

３４

④Account association

３５

３６

３７

３８

３９

「

Read the Notes.

Press "Use the service in
the car".

Read the Notes and
"Consent for the handling
of personal data".

Tick the check box for "I agree",
and press "Associate BMW ID with
d ACCOUNT".

④Account association

４０

４１

４２

STEP 1 COMPLETED
▶STEP 2
Next, let's setup BMW car!

If "Request completed" is
shown, the account
association is done on
BMW ID. Press "OK".

Press "Personal eSIM".

Confirm your phone
number is correct and
"Active" is shown.

17 / 20 ページ

If "Account association
completed" is shown, account
association is done on d
ACCOUNT. Press "Back".

Press "Open".

STEP ２ Set up BMW car

①BMW ID login

２

１

Press "BMW ID" in menu screen.

Press "Add BMW ID", and select a method "Log in with My BMW App" or "Log in with BMW ID".
(*)If you have already logged in to the BMW car with existing BMW ID, please select and login with it.

②PIN code
①BMW
ID login
setting
(in the case of "Log in with My BMW App")

３
６
My BMW App

Scan the QR code with My BMW App.

Open the setting menu in Profile Tab of My BMW App, and press "Scan QR code (BMW ID)".

②PIN code
①BMW
ID login
Setting
(in the case of "Log in with BMW ID")

３
８

Press "BMW ID E-mail".

Input your E-mail address and password for BMW ID.
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②Personal
①BMW
ID login
eSIM setting

②PIN code setting

１０
４

５

Wait for completion of BMW ID login.

Select a setting option and press "Continue".

③Personal
②PIN
code eSIM
setting
setting

７

６

Press "Set up PIN now".

Set 4-digit PIN code.

③Personal
②PIN
code eSIM
Setting
setting

８

９

In order to confirm the PIN code, input the same 4-digit PIN code again.

Press "Continue".
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②Personal eSIM setting

１０

１１

Press "Mobile devices" in the menu screen.

Check the message "Setting up personal eSIM" and wait for completion of the setup.

③Personal eSIM setting

１2

１3

When the setting is completed, the pop-up for Telephone setting will be shown.
If you use Telephone function by One Number service in the car, press "Also activate telephone functions".

Connect your smartphone to the BMW car via Bluetooth, and select the device.
(*)This is to synchronize the address book of your smartphone and is a necessary step to use Telephone
function in the car.

③Personal eSIM setting

１4

１5

COMPLETED!
Let's enjoy One
Number service
for car.

If the message "Connected" under Personal eSIM is shown, all the setting for Personal eSIM is completed. In
order to check the setting, press "Personal eSIM".

If the checkboxes "Telephone functions via eSIM" and "Mobile data via eSIM" are ticked, the setting is completed.
(*)One Number service doesn't support Data Roaming, so it can be ignored.
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