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STEP1~3が完了したら
ご利⽤する端末に合わせて設定を進めてください

eSIMの設定⽅法

審査が完了すると「eSIMプロファイルのダウンロードのお知らせ」メールをお送りし
ます。
メール中にあるeSIM利⽤開始のお⼿続き専⽤URLからページを表⽰してくださ
い。

eSIM利⽤開始のお⼿続き専⽤URLをメールで
受信するSTEP1

eSIM利⽤開始のお⼿続きページで、お申し込み時の「連絡が取れる電話番
号」を⼊⼒します。
メールアドレスまたは⾃動⾳声でワンタイムパスワードを受け取ってください。

メールアドレスまたは⾃動⾳声で本⼈認証するSTEP2

画⾯の案内に従ってワンタイムパスワードを⼊⼒し、QRコードを表⽰してください。

eSIMプロファイルダウンロード⽤のQRコードを
表⽰するSTEP3

iPhoneでeSIMをご利⽤の⽅はP.2へ

AndroidでeSIMをご利⽤の⽅はP.7へ

STEP4以降でeSIMを利⽤する端末でQRコードを読み取るという⼿順があります。
STEP１〜３は利⽤する端末以外の製品（スマートフォン、タブレット、パソコン）での対応を
推奨しますが、eSIMを利⽤する端末1台でも⼿⼊⼒で操作はできるようになっています。



STEP1 eSIMプロファイルダウンロード
iPhone

STEP4
※eSIMプロファイルダウンロードにはWi-Fi環境への接続が必要です。
※⼀度端末にeSIMプロファイルをダウンロードしたら、絶対に削除しないでください。
再ダウンロードはできません。

1 LINEMOを利⽤する端末をWi-Fiネットワークに接続し、「設定 > モバイル通信」
の順にタップしてください。

「モバイル通信プランを追加」
を選択してください。

2 STEP3で表⽰させたQRコードを読み取ってください。

複数回確認コードを間違えると、QRコードが無効になりご
利⽤できなくなります。

ネットワーク暗証番号とは
■新規・他社からのりかえの場合
お申し込み時に設定した4桁の暗証番号です。

■ソフトバンク/ワイモバイルからのりかえの場合
ソフトバンクやワイモバイルで設定していた暗証番号
が引き継がれます。以下の⽅法で確認できます。
• 申込内容確認書の「暗証番号」欄
• ソフトバンク/ワイモバイルショップ
ソフトバンクのネットワーク暗証番号確認⽅法
ワイモバイルのネットワーク暗証番号確認⽅法

注意
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「確認コード」の⼊⼒を求められた場合、
「4桁のネットワーク暗証番号」を⼊⼒してください

https://www.softbank.jp/support/faq/view/10055
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/21805


STEP1 eSIMプロファイルダウンロード
iPhone

STEP4

「モバイル通信プランを追加」
をタップしてください。

3 アクティベーションが完了したら、「モバイル通信プラン」にプランが追加されたこと
をご確認ください。

eSIM開通画⾯上に表⽰された
① SM-DP+アドレス
②アクティベーションコード
をスマートフォンの画⾯にコピー
＆ペーストで⼊⼒してください。
③確認コードは4桁のネットワー
ク暗証番号を⼊⼒してください。

QRコードが読み取れない場合は⼿⼊⼒で設定してください

注意
「モバイル通信プランの削

除」を絶対に実施しない
でください。LINEMOの
eSIMご利⽤開始ができ
なくなります。

いまの電話番号をその
まま使⽤する⽅はP.4へ
新しい電話番号で契約
された⽅はP.5へ
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STEP1 回線切替（いまの番号をそのまま使⽤する⽅）
iPhone

1 「eSIMご利⽤開始お⼿続き」画⾯の案内に従い、回線切替を⾏ってください。

プロファイルをダウンロード
したことを確認して次に進
んでください。

・回線切り替え後に元の回線に戻すことはできません。
・MNP予約番号の有効期限が切れている場合、回線切り替えができません。

注意

画⾯上に表⽰される回
線切替前の確認事項を
よく読んで、回線切替ボ
タンをタップしてください。

上記の画⾯が表⽰され
てから最⼤15分ほどで回
線が切り替わります。

2 端末を再起動してお待ちください。

4
P.6へ進んでください

STEP5
他社携帯電話会社、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEモバイルからのりかえの⽅は実施してください。



STEP1
iPhone

1 「eSIMご利⽤開始お⼿続き」画⾯の案内に従って次に進んでください。

プロファイルをダウンロード
したことを確認して次に進
んでください。

上記の画⾯が表⽰され
てから数分でLINEMOの
回線が開通します。

2 端末を再起動してお待ちください。

5
P.6へ進んでください

端末を再起動する（新しい電話番号で契約された⽅）STEP5



STEP1

モバイルデータ通信のアップデートを実施して下さい。

iPhone

■アップデート⽅法

6

STEP6
※Wi-Fi環境への接続が必要です。
※iOSを最新にアップデートしてください。（iOSを14.5以上）

1.「設定」アプリを開く。 2. 「⼀般」を選択する。 3. 「情報」を選択する。

4.情報画⾯で数秒待つと「キャ
リア設定アップデート」ポップアップ
が表⽰されるので「アップデート」
を選択する。

5.画⾯上部のステータスバー
の通信事業者名が
「LINEMO」になっていれば設
定は完了です。

以上で設定は完了です。

通信をするための設定



STEP1 eSIMプロファイルダウンロード
Android

STEP4
※eSIMプロファイルダウンロードにはWi-Fi環境への接続が必要です。
※⼀度端末にeSIMプロファイルをダウンロードしたら、絶対に削除しないでください。
再ダウンロードはできません。

1 LINEMOを利⽤する端末をWi-Fiネットワークに接続し、「設定 > ネットワークとイ
ンターネット」の順にタップしてください。

7
「代わりにSIMをダウンロードし
ますか︖」をタップしてください。

「次へ」をタップしてください。

「モバイルネットワーク」をタッ
プしてください。



STEP1 eSIMプロファイルダウンロード
Android

STEP4
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2 カメラが起動するので、STEP3で表⽰させたQRコードを読み取ってください。

「eSIM利⽤開始のお⼿続き」
画⾯上に表⽰されたコードをス
マートフォンの画⾯にコピー＆
ペーストで⼊⼒して、「次へ」を
タップしてください。

QRコードが読み取れない場合は⼿⼊⼒でプランを追加できます

「ヘルプ > ⾃分で⼊⼒」の順に
タップしてください。

「eSIM利⽤開始のお⼿
続き」画⾯上の表⽰

3 サービスを有効化してください。

複数回確認コードを間違えるとQRコードが無効になりご利
⽤できなくなります。

ネットワーク暗証番号とは
■新規・他社からのりかえの場合
お申し込み時に設定した4桁の暗証番号です。

■ソフトバンク/ワイモバイルからのりかえの場合
ソフトバンクやワイモバイルで設定していた暗証番号
が引き継がれます。以下の⽅法で確認できます。
• 申込内容確認書の「暗証番号」欄
• ソフトバンク/ワイモバイルショップ
ソフトバンクのネットワーク暗証番号確認⽅法
ワイモバイルのネットワーク暗証番号確認⽅法

注意

「確認コード」の⼊⼒を求められた場合、
「4桁のネットワーク暗証番号」を⼊⼒してください

https://www.softbank.jp/support/faq/view/10055
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/21805


STEP1

注意
「SIMの消去」を絶対に実
施しないでください。
LINEMOのeSIMご利⽤
開始ができなくなります。

eSIMプロファイルダウンロード
Android

STEP4
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4 「ネットワークとインターネット」の画⾯で「モバイルネットワーク」が「LINEMO」に
なっていることを確認してください。

いまの電話番号をそのま
ま使⽤する⽅はP.12へ
新しい電話番号で契約さ
れた⽅はP.13へ



STEP1

1 「eSIMご利⽤開始お⼿続き」画⾯の案内に従い、回線切替を⾏ってください。

プロファイルをダウンロード
したことを確認して次に進
んでください。

・回線切り替え後に元の回線に戻すことはできません。
・MNP予約番号の有効期限が切れている場合、回線切り替えができません。

注意

画⾯上に表⽰される回
線切替前の確認事項を
よく読んで、回線切替ボ
タンをタップしてください。

上記の画⾯が表⽰され
てから最⼤15分ほどで回
線が切り替わります。

2 端末を再起動してお待ちください。

10
P.14へ進んでください

Android
回線切替（いまの番号をそのまま使⽤する⽅）STEP5

他社携帯電話会社、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEモバイルからのりかえの⽅は実施ください。



STEP1

1 「eSIMご利⽤開始お⼿続き」画⾯の案内に従って次に進んでください。

プロファイルをダウンロード
したことを確認して次に進
んでください。

上記の画⾯が表⽰され
てから数分でLINEMOの
回線が開通します。

2 端末を再起動してお待ちください。
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P.14へ進んでください

Android
端末を再起動する（新しい電話番号で契約された⽅）STEP5



STEP1 APN設定STEP6
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1 LINEMOを利⽤する端末で「設定 > ネットワークとインターネット」の順にタップし
てください。

※Wi-FiをOFFにしてからAPN設定をしてください。

Android

「モバイルネットワーク」をタッ
プしてください。

2 新しいAPNを作成してください。

メニューから新しいAPNを
選択してください。

注意
⼀覧に表⽰される「LINE
モバイル」ではありませんの
でご注意ください。「LINE
モバイル」を選択すると、
正しく通信ができません。

P.15へ続く



STEP1 APN設定STEP6
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Android

項⽬の⼊⼒が完了したら
「保存」をタップし、

APN⼀覧から先ほど保存
したLINEMOのAPNを選択

してください。

2 新しいAPNを作成してください。

各項⽬に情報を⼊⼒してください。
上記項⽬以外の⼊⼒は不要です。

⼊⼒内容

⼊⼒

保存を押しても、LINEMOの
APNが選択されていなけれ
ば通信することができません。

以上で設定は完了です。
アンテナ表⽰が⽴つことをご確認ください。

設定を完了しても「4G」または「5G」表⽰にならない場合は、
再起動をお試しください。

注意


