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1.1 本製品の概要 

ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）（以下、本製品と呼ぶ）とは専門の知識を必要とせずに、機器の管理･運用を行うサポートサービ

スです。 

｢ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）サービス企業用サイト（以下、サービス企業用サイトと呼ぶ）｣では、ビジネスパートナー企業

（以下、BP 企業と呼ぶ）の管理や、｢ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）管理サイト（以下、管理サイトと呼ぶ）｣を利用する各利

用企業の登録、削除等を行います。また、サービス企業および一部のBP企業のユーザーは、各利用企業の管理サイトへアク

セスし、各利用企業の管理サイトを操作することもできます。本マニュアルは、サービス企業およびBP企業のユーザー向け

の操作マニュアルです。 

 

1.2 管理サイト動作環境 

対応ブラウザー Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、Internet Explorer 11、Firefox、Google Chrome 

※横 960 ピクセル以上の表示を推奨します。 

ネットワーク接続 インターネットへ接続可能なこと。 

直接またはプロキシを介してサービス企業用サイトとHTTPS 通信(443 番ポート) 

ができること。 

対応言語 日本語 

 

1.3 本マニュアルの見かた 

1.3.1 表記や画面について 

・ボタン名、リンク名、タブ名などは[ ]で表記します。 

・画面上のバージョン表記は実際のものとは異なる場合があります。 

・本マニュアルはユーザー種別｢管理者｣用です。ユーザー種別｢利用企業代行管理者｣及び｢閲覧者｣でサービス企業用サイト及

び BP 企業用サイトにログインすると新規作成、編集、削除等設定を変更する操作はできません。また、設定を変更するメ

ニュー、ボタンも表示されません。 

・サービス企業と BP 企業では使用できる機能が異なります。詳細は、｢使用可能な機能について｣8 ページを参照してくださ

い。 

 

1.3.2 Web サイトの URL について 

マニュアルの説明で記載している弊社以外のWebサイトのURLは、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承

ください。 

 

1.3.3 商標について 

・iPhone、iPad は、Apple Inc.の商標です。 

・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

・記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。 
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1.4 用語集 

用語 意味 

URL Webサイトのアドレスのことです。 

例｢http://www.xxxx.co.jp｣ 

エージェント 機器を管理、運用するためのアプリケーションです。 

管理、運用を行う機器にインストールしてください。 

管理者 利用企業内で本製品の管理を行う担当者のことです。管理サイトを使用し、機

器の管理・運用を行います。 

企業コード 企業毎に割り振られた英数字の企業を表す文字列です。サービス企業、ビジネ

スパートナー企業および利用企業を識別するために使用します。 

サービス企業 本製品を通じてサービスを提供する企業のことです。サービスプロバイダ(Service 

Provider:SP)と表記することもあります。 

｢サービス企業用サイト｣とは、そのパートナー企業向けの管理サイトのことであり、

利用企業サイトの作成やライセンス割り当て等の機能を提供します。 

ビジネスパートナー企業 利用企業サイトの閲覧や代行操作等による管理を許可された企業のことです。

サービス提供者と別に代行操作向け企業を設定し、ロックワイプ代行等を実施

するような場合に利用します。 

なお、サービス提供者はサービス企業であるため、BP 企業側に利用企業に対す

るライセンス数の増減・機能パッケージ割り当ての変更等、提供サービスの変

更に関する権限はありません。 

再委託を考慮して、BP 企業自体に階層構造を持たせることが可能です。 

※階層構造は、最大 5 企業まで可能です。 

ブラウザー インターネットをみるためのソフトのことです。 

(例：Internet Explorer など) 

ユーザー サービス企業用サイトの利用者です。(※1) 

ライセンス 本製品を使用するための権利のことです。エージェントをインストールする機

器の台数と同じ数のライセンスが必要となります。 

利用企業 本製品を利用するエンドユーザー企業の事であり、サービス企業から本製品の提供

を受けます。 

エンドユーザー企業が利用する管理サイトを｢管理サイト｣と表現しています。 

※1 サービス企業用サイト及び本マニュアルで使用される｢ユーザー｣とは、サービス企業用サイトの利用者を指します。ま

た管理サイト及び『管理サイト リファレンスマニュアル』で使用される｢ユーザー｣とは、エージェントをインストールした

機器の使用者を指します。 
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1.5 管理画面の階層構造について 

ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）の管理画面は以下のような階層構造でご利用いただくことが可能です。 

サービス提供者の管理画面であるSP企業用管理サイトと、サービス企業から利用企業サイトの閲覧や代行操作等による管理

を許可されたビジネスパートナー企業用の管理サイト、本製品を利用するエンドユーザー企業用の管理サイトがあり、以下

のような階層構造にて管理することが可能です。 

※ビジネスパートナー企業の階層構造のデザインについては、株式会社オプティムまでご相談ください。 
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1.6 使用可能な機能について 

サービス企業と BP 企業では使用できる機能が異なり、それぞれ使用できる機能は以下の表のとおりです。 

BP 企業における｢読み取り｣及び｢フルコントロール｣は｢管理権限｣と呼ばれる機能で、次章に詳細を記載しています。 

BP 企業で利用可能な機能は、以下の表の○もしくは△(※含む)に基づいて提供されますので、本マニュアルに表記のある機

能でも、BP 企業の場合は、一部ご利用になれない機能があります。機能確認時は、以下の表を併用してください。 

機能の詳細については、各ページを参照してください。 

 

凡例：○・・・提供有り △・・・条件付きで提供有り ×・・・提供無し 

機能名 サービス 

企業 

BP 企業 

(読み取り)  

※1 

BP 企業 

(フルコン 

トロール)※1 

参照ページ 

企業 BP 企業 〇 △※2 △※2 21 

企業 ○ △※2 △※3 25 

企業インポート(新規) ○ × × 26 

企業インポート(変更) ○ × × 28 

企業エクスポート 〇 〇 ○ 30 

機能パッケージ 〇 × × 31 

企業カスタム項目 〇 × × 34 

ユーザー ユーザー ○ ○ ○ 38 

ユーザーカスタム 

項目 

○ ○ ○ 43 

管理 サービスデザイン ○ × × 48 

ログ 〇 〇 ○ 51 

通知設定 〇 △※2 〇 54 

お知らせ設定 〇 × × 56 

アカウントポリシー

設定 

○ ○ ○ 58 

エージェント認証解

除設定 

○ × × 61 

設定 個人設定 ○ ○※4 ○※4 64 

利用企業設定セット

等作成機能 

- 〇 × ○ 66 

※1 BP 企業(読み取り)と(フルコントロール)の詳細については、｢BP 企業の入力値｣24 ページを参照してください。 

※2 閲覧のみ、作成・編集は不可。  

※3 企業の管理サイトにログインして行う各種代行操作は可能。企業の作成・企業情報の編集は不可。 

※4 アプリケーションメモの表示及びクリアは不可。 
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1.7 BP 企業の管理権限とユーザー種別 

BP 企業の管理権限は、｢読み取り｣もしくは｢フルコントロール｣のいずれかがサービス企業によって割り当てられます。管理

権限は BP 企業に対して適用される代行操作権限のことを指しており、BP 企業内ユーザーの権限(ユーザー種別)に優先して

適用されます。 

BP 企業の管理権限と BP 企業内ユーザーの組み合わせによる、利用企業への操作権限は以下の表のとおりです。 

各ユーザー種別の説明については、｢ユ—ザー｣38 ページを参照してください。 

 

管理権限 

 

ユーザー種別 

BP 企業(読み取り) BP 企業(フルコントロール) 

管理者 閲覧のみ可能 閲覧・編集等の代行操作が可能 

利用企業代行管理者 同上 同上 

閲覧者 同上 閲覧のみ可能 

一般 BP 企業/利用企業共にログイン不可 BP 企業/利用企業共にログイン不可 
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2 サービス企業用サイトの操作 
 

  

サービス企業用サイトでは、利用企業の作成、編集等の利用企業管理、および、利用企業配下の管理端末に対するルール作成

等の代行操作を行います。 

本章では、サービス企業用サイトへのログイン・ログアウト方法、および、サービス企業用サイト上で操作起点となる 3 つの

タブ（トップタブ、企業タブ、メニュータブ）について説明致します。 
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2.1 ログイン/ログアウト 

サービス企業用サイトを使用するにはログインが必要です。 

 

2.1.1 サービス企業用サイトにログインする 

ブラウザの URL 入力欄にサービス企業用サイトの URL を入力し、サービス企業用サイトを表示します。 

ログイン画面にユーザーID またはメールアドレスと、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。 

トップページ(12 ページ)が表示されます。 

 

【注意事項】 

◆ 6 時間は｢ログイン状態を保持｣にチェックを入れていない場合でも、ログイン情報の入力は不要ですが、ログアウトしたりブラウザ

ーを閉じると再度入力が必要となります。 

◆ ｢ログイン状態を保持｣にチェックをいれると、次回起動時にはログイン情報の入力が不要になります。(不要になるのは 14 日間です。

14 日間を過ぎると、再度入力が必要となります。)また、1 度ログアウトすると、自動的にログインする機能は無効となります。 

◆ ログイン失敗回数が上限を超えるとアカウントからロックアウトされます。ロックアウトが発生した場合は管理者にお問い合わせ

ください。 

 

2.1.2 サービス企業用サイトからログアウトする 

画面右上の[ログアウト]をクリックします。 

 

【注意事項】 

◆ 1 度ログアウトすると、ログインページの｢ログイン状態を保持｣にチェックを入れていた場合でも、再度ログイン情報の入力が必要

になります。 
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2.2 トップタブ 

サイトにログイン後、最初に表示されるページです。企業数、ユーザーライセンス数、機器ライセンス数、機器数、パッケー

ジライセンス数等を確認することができます。 

 

 

 

 

 

1 2 
3 4 

5 

6 7 8 

2 
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項番 対象 説明 

1.  ロゴ クリックするとトップページに移動します。 

2.  ログイン情報 ログインしているユーザーの名前やサービス企業名が表示されます。 

3.  ページリンク 各ページに移動します。 

 

トップタブ…トップ画面を表示します。(当画面) 

企業タブ…企業画面を表示します(14 ページ) 

メニュータブ…メニュー画面を表示します(18 ページ) 

4.  [ログアウト] ログアウトします。 

5.  利用状況 以下の内容が表示されます。 

・登録日時 

・企業数 

・ユーザーライセンス(使用数/契約数) 

・機器ライセンス 

・機器数 

・資産管理限定機器ライセンス(使用数/契約数) 

・基本パッケージライセンス(企業数) 

・オプションパッケージライセンス(使用数/契約数/企業数) 

※全利用企業の合計の値が表示されます。 

6.  利用規約 利用規約が新しいウィンドウで表示されます。 

7.  プライバシーポリシー プライバシーポリシーが新しいウィンドウで表示されます。 

8.  ヘルプ 各種ユーザーマニュアル、エージェント対応端末表のダウンロード画面が新しいウィン

ドウで表示されます。 
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2.3 企業タブ 

利用企業の登録、編集、削除を行います。 

 

2.3.1 企業画面を表示する 

企業画面を表示します。 

 

<ページリンクから表示する場合> 

1. トップページの企業タブをクリックします。 

 

<メニュー画面から表示する場合> 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢企業｣パネルより、[企業]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

(B) 

1 
2 

4 

5 

7 

6 

(A) (C) 

3 

(F) (D) (E) 
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項番 対象 説明 

1.  検索/並び替え (A)には検索対象項目、(B)には並び替えの対象項目が表示されます。検索する場合は、検索対象を

[その他の操作] で指定した後、検索するキーワードを(C)に入力し、[検索] をクリックします。 

2.  [新規作成] 企業を新規作成します。 

3.  [その他の操作] 以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全ての企業のチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全ての企業のチェックボックスからチェックを外します。 

・検索対象：検索対象を企業名と企業コード、企業名、企業コード、ステータス、機能パッケージ、備

考、登録した企業カスタム項目のいずれかに変更することができます。 

・並び替え 昇順：企業一覧を企業名、企業コード、登録日時、ユーザーライセンス、機器ライセンス、

機器数、備考のいずれかで昇順に並び替えます。 

・並び替え 降順：企業一覧を企業名、企業コード、登録日時、ユーザーライセンス、機器ライセンス、

機器数、備考のいずれかで降順に並び替えます。 

・一括削除：チェックの入った企業情報を一括削除します。 

4.  企業一覧 登録されている企業一覧が表示されます。 

(D)：企業名 

(E)：検索対象項目 

(F)：並び替え対象項目がユーザーライセンス、機器ライセンス、備考の場合は、 

並び替え対象項目が表示されます。 

並び替え対象項目が上記 3項目以外の場合は登録日時が表示されます。 

5.  企業情報 企業一覧より選択した企業情報が表示されます。 

6.  管理画面 各企業の管理画面を開きます。 

7.  [操作]  以下のメニューが表示されます。 

・削除：企業情報を削除します。 

 

 

2.3.2 企業を新規作成する 

企業を作成します。入力項目に関しては、｢企業の入力値｣17 ページを参照してください。 

 

【注意事項】 

◆ 企業登録時にエージェントのリモートロック解除コードとアンインストール時などに必要なパスワードが、ランダムな英数字 8文字

で自動で設定されます。パスワードは管理サイトのエージェント共通管理画面で確認することができます。詳細は『管理サイト リ

ファレンスマニュアル』を参照してください。 

 

1. 企業画面より[新規作成] をクリックします。 

2. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。 
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2.3.3 企業を編集する 

作成済みの企業を編集します。入力項目に関しては、｢企業の入力値｣17 ページを参照してください。 

FUTURE システムにより作成された利用企業の企業コードを変更すると、IT 管理者情報との関連を失います。 

 

1. 企業一覧より対象とする企業をクリックします。 

2. 編集を行うタブ(管理タブ、ライセンスタブ、アプリタブより選択)をクリックし、[編集]をクリックします。 

※アプリの契約がない場合は、アプリタブは表示されません。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

 

 

2.3.4 企業を削除する 

作成済みの企業を削除します。 

利用企業の削除は、FUTURE システムにて行います。その為、管理サイトでは利用企業の削除を制限してます。表示される

メッセージは以下となります。 

 

出力メッセージ：利用企業の削除は制限されています。 

 

1. 企業一覧より対象とする企業をクリックします。 

2. [操作]をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

 

2.3.5 企業をまとめて削除する 

登録済みの企業を複数指定して削除します。削除したい企業が多数ある場合でも、一度の操作で削除可能です。 

利用企業の一括削除は、FUTURE システムにて行います。その為、管理サイトでは利用企業の一括削除を制限してます。表

示されるメッセージは以下となります。 

 

出力メッセージ： 利用企業の削除は制限されています。 

 

1. 企業一覧より対象とする企業のチェックボックスにチェックを入れます。 

2. [その他の操作] をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [一括削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 



 

17 

2.3.6 企業の入力値 

企業画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

項目名 ルール 

企業名 
企業名を入力します。入力必須です。 

60 文字以内で入力してください。 

企業コード 

企業コードを入力します。新規作成時、空欄の場合は自動生成します。 

既存の企業と重複しないものを設定してください。 

4 文字以上、20 文字以下にしてください。 

半角英数字、ハイフン｢-｣、アンダースコア｢_｣のみ使用可能です。 

1 文字目は半角英字にしてください。 

以下の文言は使用できません。 

a, agent, dist, error, help, login, logout, manual, rpc, setup 

認証コード 

認証コードを入力します。新規作成時、空欄の場合は自動生成します。 

6 文字以上、32 文字以下にしてください。 

半角英数字、ハイフン｢-｣、アンダースコア｢_｣のみ使用可能です。 

ステータス 

企業のステータスを選択します。 

・利用可能：企業の利用が可能です。 

・利用不可：企業の利用を行うことはできません。 

・解約：企業の利用を行うことができなくなり、企業配下の Windows 機器のエージェント認証

が自動的に解除されます。また、エージェント認証解除設定で「資産管理対象として削除する」

が設定されている場合は、自動的に管理サイト上の Windows 機器が削除され、利用可能な機

器ライセンス数が更新されます。 

BP 企業 
作成する企業の親となる企業を選択します。登録済みの BP 企業より選択します。サービス企業

直下の企業の場合は、｢(なし)｣を選択してください。 

企業カスタム項目 企業カスタム項目を選択します。企業カスタム項目を登録していない場合は表示されません。 

かんたん初期設定の表示 

かんたん初期設定の表示/非表示を指定します。 

・表示：各利用企業の管理サイトにかんたん初期設定を表示します。 

・非表示：各利用企業の管理サイトにかんたん初期設定を表示しません。 

※認証済み機器が存在しない場合は、トップページにバナーが表示されます。 

備考 
備考を入力します。 

1000 文字以下にしてください。 
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2.4 メニュータブ 

メニュータブでは、複数の企業に対して一括設定を行ったり、複数の企業を CSV ファイルからまとめてインポートするなど

の管理的な機能を提供しています。また、利用企業の代行操作もメニュータブより各設定を選択することで行えます。 

 

【参考ページ】 

 メニュータブの各機能説明について⇒｢メニュー設定項目｣19 ページ（タイトルもリンクにする） 

 利用企業代行操作について⇒「利用企業代行操作」66 ページ 
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3 メニュー設定項目 
 

 

本章では、メニュータブで行うことができる機能操作について記載します。トップタブ以外の画面はすべてメニュータブか

ら表示することが可能です。 
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3.1 企業 

企業に関する情報の確認、追加、削除、編集を行うことができます。 

設定項目および、可能な操作は以下のとおりです。 

 

設定項目名 可能な操作 

BP 企業 

BP 企業を新規作成する 

BP 企業を編集する 

BP 企業を削除する 

BP 企業をまとめて削除する 

企業 

企業を新規作成する 

企業を編集する 

企業を削除する 

企業をまとめて削除する 

企業インポート(新規) 新規企業をインポートする 

企業インポート (変更) 変更企業をインポートする 

企業エクスポート 企業をエクスポートする 

機能パッケージ 

機能パッケージを新規作成する 

機能パッケージを編集する 

機能パッケージを削除する 

機能パッケージをまとめて削除する 

企業カスタム項目 

企業カスタム項目を新規作成する 

企業カスタム項目を編集する 

企業カスタム項目を削除する 

企業カスタム項目をまとめて削除する 
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3.1.1 BP 企業 

BP 企業(ビジネスパートナー企業)の登録、編集、削除を行います。 

 

3.1.1.1 BP 企業画面を表示する 

BP 企業画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢企業｣パネルより、[BP 企業]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

(B) 

1 
2 

4 

5 

7 

6 

(A) (C) 

3 

(F) (D) (E) 
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項番 対象 説明 

1.  検索/並び替え (A)には検索対象項目、(B)には並び替えの対象項目が表示されます。検索する場合は、検索

対象を[その他の操作]で指定した後、検索するキーワードを(C)に入力し、[検索] をクリックし

ます。 

2.  [新規作成] BP企業を新規作成します。 

3.  [その他の操作] 以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全ての BP企業のチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全ての BP企業のチェックボックスからチェックを外します。 

・検索対象：検索対象を企業名と企業コード、企業名、企業コード、ステータス、機能パッケージ

のいずれかに変更することができます。 

・並び替え 昇順：企業一覧を企業名、企業コード、登録日時のいずれかで昇順に並び替えま

す。 

・並び替え 降順：企業一覧を企業名、企業コード、登録日時のいずれかで降順に並び替えま

す。 

・一括削除：チェックの入った企業情報を一括削除します。 

4.  BP 企業一覧 登録されている BP企業一覧が表示されます。 

(D)：BP企業名 

(E)：企業コード ステータス 

(F)：登録日時  

5.  BP 企業情報 BP企業一覧より選択した企業情報が表示されます。 

6.  管理画面 各企業の管理画面を開きます。BP企業管理画面での操作方法は、サービス企業用サイトの操

作方法と同じです。使用可能な機能についての詳細は、｢使用可能な機能について｣8ページを

参照してください。 

BP企業画面右上にはログインしているサービス企業の企業名とユーザー名が表示されます。 

 

7.  [操作]  クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・削除：BP企業情報を削除します。 

 

3.1.1.2 BP 企業を新規作成する 

BP 企業を作成します。入力項目に関しては、｢BP企業の入力値｣24 ページを参照してください。 

 

1. BP 企業画面より[新規作成] をクリックします。 

2. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。 

 

3.1.1.3 BP 企業を編集する 

作成済みの BP 企業を編集します。入力項目に関しては、｢BP 企業の入力値｣24 ページを参照してください。 

 

1. BP 企業一覧より対象とする企業をクリックします。 

2. 編集を行うタブ(管理タブ、ライセンスタブより選択)をクリックし、[編集]をクリックします。 

※BP 企業で[アプリ]の機能は利用することができません。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 
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3.1.1.4 BP 企業を削除する 

作成済みの BP 企業を削除します 

 

1. BP 企業一覧より対象とする企業をクリックします。 

2. [操作]をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

3.1.1.5 BP 企業をまとめて削除する 

登録済みの BP 企業を複数指定して削除します。削除したい BP 企業が多数ある場合でも、一度の操作で削除可能です。 

 

1. BP 企業一覧より対象とする BP 企業のチェックボックスにチェックを入れます。 

2. [その他の操作] をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [一括削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 
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3.1.1.6 BP 企業の入力値 

BP 企業画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

タブ名 項目名 ルール 

管理 
企業名 

BP 企業名を入力します。入力必須です。 

60 文字以内で入力してください。 

企業コード 

企業コードを入力します。新規作成時、空欄の場合は自動生成します。 

他の企業と重複しないものを設定してください。 

4 文字以上、20 文字以下にしてください。 

半角英数字、ハイフン｢-｣、アンダースコア｢_｣のみ使用可能です。 

1 文字目は半角英字にしてください。 

以下の文言は使用できません。 

a, agent, dist, error, help, login, logout, manual, rpc, setup 

ステータス 

BP 企業のステータスを選択します。 

・利用可能：BP 企業の利用が可能です。 

・利用不可：BP 企業の利用を行うことはできません。 

BP/企業の管理画面 

BP 企業の管理権限を以下より選択します。 

・読み取り：「読み取り」を持った BP 企業内のユーザーは配下の BP 企業や利

用企業の読み取りのみ行うことができます。 

・フルコントロール：「フルコントロール」を持った BP 企業内のユーザーは、

一部を除き利用企業の代行操作が可能です。 

※BP 企業の管理権限の詳細については、｢BP 企業の管理権限とユーザー種別｣

9 ページを参照してください。 

BP 企業 
作成する BP 企業の親となる企業を選択します。登録済みの BP 企業より選択し

ます。サービス企業直下の企業の場合は、｢(なし)｣を選択してください。 

ライセンス 

ライセンス 

サービス企業サイトで作成した機能パッケージのうち、BP 企業に適用するもの

を選択します。(複数選択可) 

機能パッケージを作成していない場合は表示されません。 

※BP 企業へ適用可能な機能パッケージについては、株式会社オプティムまでお

問い合わせください。 
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3.1.2 企業 

BP 企業を設定している企業の画面を表示します。 

BP 企業を設定している企業とは、サービス企業より代行操作・代行管理が許可された BP 企業の管理対象企業を意味します。

ページリンクで企業タブをクリックした際と同様の画面を表示します。詳細は、｢企業タブ｣14 ページを参照してください。 

 

【注意事項】 

◆ BP 企業用サイトにログインしている場合には、画面の閲覧のみ行うことができます。新規作成、編集、削除等設定を変更する操作は

できません。 
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3.1.3 企業インポート(新規) 

ダウンロードした CSV ファイルに企業情報を入力しインポートすることで、複数のデータをまとめて登録ができます。 

【注意事項】 

◆ インポートできるファイルサイズは 10MB までです。 

 

3.1.3.1 企業インポート(新規)画面を表示する 

企業インポート(新規)画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢企業｣パネルより、[企業インポート(新規)]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  [ダウンロード] 項目名のみが記載された CSV ファイルのテンプレートをダウンロードします。 

2.  [参照] インポートする CSV ファイルを指定します。指定後はファイル名が表示されます。 

3.  [アップロード] 指定された CSV ファイルをアップロードします。 

 

3.1.3.2 新規企業をインポートする 

CSV ファイルから企業の新規登録をまとめて行います。 

1. 企業インポート(新規)画面より、[ダウンロード]をクリックし、任意の場所に CSV ファイルを保存します。 

2. ダウンロードした CSVファイルを Excel やメモ帳で開き、企業情報を入力します。入力が終了したら保存してファイル

を閉じてください。ファイル名は変更しても問題ありませんが、ファイルの種類は変更せず、｢CSV(カンマ区切

り)(*.csv)｣で保存してください。 

3. [参照]をクリックして、保存した CSV ファイルを選択します。 

4. [アップロード]をクリックします。アップロードが終了したら自動的にインポート確認画面が表示されます。 

5. インポート内容に誤りがある場合は、備考欄にエラー内容が表示されます。CSV ファイルを修正し、再度アップロード

してください。 

6. [インポート実行]をクリックします。インポート内容に誤りがある場合は[インポート実行]は表示されません。 

 

 

1 

2 
3 
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3.1.3.3 インポートデータ入力方法 

CSV ファイルの 1 行目には項目名が表示されています。企業情報の入力は 2 行目から行ってください。 

詳細については、以下の表を参照してください。 

 

項目名 入力方法 

GUID 変更しないでください。(※変更データインポート時のみ表示されます。) 

[F]から始まる項目 項目名に該当する値を自由に入力できます。 

[S]ステータス ｢利用可能｣または｢利用不可｣を入力してください。 

[S]BP企業 登録済みの BP企業の企業コードを入力してください。 

[G]から始まる項目 登録済みのグループ名を入力してください。企業カスタム項目(分類)を登録していない場合は、

項目は表示されません。 

[C]から始まる項目 企業カスタム項目(自由入力)の値を入力してください。企業カスタム項目(自由入力)を登録して

いない場合は、項目は表示されません。 

[I]登録日時 入力不要です。自動で反映されます。既にデータが入っている場合は変更しないでください。 

[I]機器数 入力不要です。自動で反映されます。既にデータが入っている場合は変更しないでください。 

[P]から始まる項目 登録済みの機能パッケージ名を入力してください。機能パッケージ名を登録していない場合は、

項目は表示されません。 
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3.1.4 企業インポート (変更) 

登録済みの企業情報を一度 CSV ファイルに出力し、編集後インポートすることで、登録データをまとめて変更することがで

きます。 

 

【注意事項】 

◆ インポートできるファイルサイズは 10MB までです。 

 

3.1.4.1 企業インポート(変更)画面を表示する 

企業インポート(変更)画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢企業｣パネルより、[企業インポート(変更)]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  [ダウンロード] 作成済みの全組織情報が記載された CSV ファイルをダウンロードします。 

2.  [参照] インポートする CSV ファイルを指定します。指定したファイル名が左側に表示されます。 

3.  [アップロード] 指定された CSV ファイルをアップロードします。 

 

1 

2 
3 
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3.1.4.2 変更企業をインポートする 

CSV ファイルから企業の編集をまとめて行います。 

 

【注意事項】 

◆ 変更に用いる CSV ファイルには登録済みの企業情報が表示されています。行の追加や削除は行わず、修正のみ行ってください。列

の追加や削除に関しても同様です。 

【参考ページ】 

 CSV ファイルの詳細な入力方法に関して⇒｢インポートデータ入力方法｣27 ページ 

 

1. 企業インポート(変更)画面を表示します。 

2. [ダウンロード]をクリックして、任意の場所に CSV ファイルを保存します。(※企業が 10000 件以上ある場合、[ダウン

ロード]の上に｢CSV ダウンロード範囲｣が表示されますので、プルダウンよりダウンロードする件数を選択後、[ダウン

ロード]をクリックしてください。) 

3. ダウンロードした CSVファイルを Excel やメモ帳で開き、企業情報を入力します。入力が終了したら保存してファイル

を閉じてください。ファイル名は変更しても問題ありませんが、ファイルの種類は変更せず、｢CSV(カンマ区切

り)(*.csv)｣で保存してください。 

4. [参照]をクリックして、保存した CSV ファイルを選択します。 

5. [アップロード]をクリックします。アップロードが終了したら自動的にインポート確認画面が表示されます。 

6. インポート内容に誤りがある場合は、備考欄にエラー内容が表示されます。CSV ファイルを修正し、再度アップロード

してください。 

7. [インポート実行]をクリックします。インポート内容に誤りがある場合は[インポート実行]は表示されません。 

 

FUTURE システムにより作成された利用企業の企業コードを変更すると、IT 管理者情報との関連を失います。 
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3.1.5 企業エクスポート 

登録済みの企業を CSV ファイルに出力することができます。 

 

3.1.5.1 企業エクスポート画面を表示する 

企業エクスポート画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢企業｣パネルより、[企業エクスポート]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  [ダウンロード] 作成済みの全企業情報が記載された CSV ファイルをダウンロードします。 

 

3.1.5.2 企業をエクスポートする 

作成済みの全企業情報が記載された CSV ファイルをダウンロードします。エクスポート時の文字コードは日本語環境では

SHIFT-JIS(cp932)、その他の環境では UTF-8 となります。 

 

1. 企業エクスポート画面を表示します。 

2. [ダウンロード]をクリックして、任意の場所に CSV ファイルを保存します。ダウンロードした CSV ファイルは Excel

やメモ帳で開けます。(※企業が 10000 件以上ある場合、[ダウンロード]の上に｢CSVダウンロード範囲｣が表示されます

ので、プルダウンよりダウンロードする件数を選択後、[ダウンロード]をクリックしてください。) 

 

1 
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3.1.6 機能パッケージ 

各機能を一つのグループとしてまとめ、機能パッケージを作成します。利用企業は、割り当てた機能パッケージに含まれる

機能のみ使用できます。機能パッケージには、全機器で使用する｢基本パッケージ｣と、任意の(利用企業の管理者が選択する)

機器またはユーザーで使用する｢オプションパッケージ｣があります。オプションパッケージには、2種類あり、機器ごとにラ

イセンスを与える｢機器オプションパッケージ｣、ユーザーごとにライセンスを与える｢ユーザーオプションパッケージ｣があ

ります。 

 

3.1.6.1 機能パッケージ画面を表示する 

機能パッケージ画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢企業｣パネルより、[機能パッケージ]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  [新規作成] 機能パッケージを新規作成します。 

2.  [その他の操作] 以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全てのチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全てのチェックボックスからチェックを外します。 

・一括削除：チェックの入った機能パッケージを一括削除します。 

3.  機能パッケージ一覧 登録されている機能パッケージ一覧が表示されます。 

※最大 300 件まで登録可能です。 

4.  機能パッケージ情報 機能パッケージ一覧より選択した機能パッケージ情報が表示されます。 

5.  [操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・削除：機能パッケージを削除します。 

6.  [編集] 登録されている機能パッケージ情報を編集します。 

 

3 
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3.1.6.2 機能パッケージを新規作成する 

機能パッケージを作成します。入力項目に関しては、｢機能パッケージの入力値｣33 ページを参照してください。 

 

1. 機能パッケージ画面より[新規作成] をクリックします。 

2. 作成するパッケージ名([基本パッケージ]、[機器オプションパッケージ]、[ユーザーオプションパッケージ]より選択)をク

リックします。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。 

 

3.1.6.3 機能パッケージを編集する 

作成済みの機能パッケージを編集します。入力項目に関しては、｢機能パッケージの入力値｣33 ページを参照してください。 

 

1. 機能パッケージ一覧より対象とする機能パッケージをクリックします。 

2. [編集]をクリックします。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

 

3.1.6.4 機能パッケージを削除する 

作成済みの機能パッケージを削除します 

 

1. 機能パッケージ一覧より対象とする機能パッケージをクリックします。 

2. [操作]をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

3.1.6.5 機能パッケージをまとめて削除する 

登録済みの機能パッケージを複数指定して削除します。削除したい機能パッケージが多数ある場合でも、一度の操作で削除

可能です。 

 

1. 機能パッケージ一覧より対象とする機能パッケージのチェックボックスにチェックを入れます。 

2. [その他の操作] をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [一括削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 
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3.1.6.6 機能パッケージの入力値 

機能パッケージ画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

パッケージ名 項目名 ルール 

基本パッケージ 

機能パッケージ名 

機能パッケージ名を入力します。入力必須です。 

30 文字以内で入力してください。 

既存の機能パッケージ名と重複しないものにしてください。 

自動割り当て 

企業新規作成時に自動でパッケージの割り当てを行う場合は、以下にチェック

をいれます。 

・企業作成時に自動で割り当てる 

機能 使用する機能にチェックを入れます。 

機器オプションパ

ッケージ 機能パッケージ名 

機能パッケージ名を入力します。入力必須です。 

30 文字以内で入力してください。 

同企業の機能パッケージで重複しないものにしてください。 

機能 使用する機能にチェックを入れます。 

アプリ 使用するアプリにチェックを入れます。 

備考 
備考を入力します。 

100 文字以内で入力してください。 

ユーザーオプショ

ンパッケージ 機能パッケージ名 

機能パッケージ名を入力します。入力必須です。 

30 文字以内で入力してください。 

同企業の機能パッケージで重複しないものにしてください。 

機能 使用する機能にチェックを入れます。 

アプリ 使用するアプリにチェックを入れます。 

備考 
備考を入力します。 

100 文字以内で入力してください。 

※契約状況により表示される機能名、アプリ名は異なります。アプリの契約がない場合は、アプリの項目は表示されませ

ん。 
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3.1.7 企業カスタム項目 

企業情報に追加したい項目を作成することができます。カスタム項目には、作成したグループより選択する｢分類｣と、入力

欄が表示され自由に入力できる｢自由入力｣があります。 

 

3.1.7.1 企業カスタム項目画面を表示する 

企業カスタム項目画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢企業｣パネルより、[企業カスタム項目]をクリックします。 

 

【分類】 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  自由入力タブ 企業カスタム項目(自由入力)画面が表示されます。 

2.  [新規作成] 企業カスタム項目(分類)を新規作成します。 

3.  [その他の操作] 以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全てのチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全てのチェックボックスからチェックを外します。 

・一括削除：チェックの入った企業カスタム項目を一括削除します。 

4.  企業カスタム項目一覧 登録されている企業カスタム項目一覧が表示されます。 

5.  企業カスタム項目情報 企業カスタム項目一覧より選択した企業カスタム項目情報が表示されます。 

6.  [操作] 以下のメニューが表示されます。 

・削除：企業カスタム項目を削除します。 

7.  [編集] 登録されている企業カスタム項目情報を編集します。 
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【自由入力】 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  分類タブ 企業カスタム項目(分類)画面が表示されます。 

2.  [新規作成] 企業カスタム項目(自由入力)を新規作成します。 

3.  [その他の操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全てのチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全てのチェックボックスからチェックを外します。 

・一括削除：チェックの入った企業カスタム項目を一括削除します。 

4.  企業カスタム項目一覧 登録されている企業カスタム項目一覧が表示されます。 

5.  企業カスタム項目情報 企業カスタム項目一覧より選択した企業カスタム項目情報が表示されます。 

6.  [操作] 以下のメニューが表示されます。 

・削除：企業カスタム項目を削除します。 

7.  [編集] 登録されている企業カスタム項目情報を編集します。 

 

3.1.7.2 企業カスタム項目を新規作成する 

企業カスタム項目を作成します。入力項目に関しては、｢企業カスタム項目の入力値｣36 ページを参照してください。 

 

1. 企業カスタム項目画面より、[分類]タブもしくは、[自由入力]タブをクリックします。 

2. [新規作成] をクリックします。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。 

 

3.1.7.3 企業カスタム項目を編集する 

作成済みの企業カスタム項目を編集します。入力項目に関しては、｢企業カスタム項目の入力値｣36 ページを参照してくださ

い。 

 

1. [分類]タブもしくは、[自由入力]タブをクリックし、企業カスタム項目一覧より対象とする企業カスタム項目をクリック

します。 

2. [編集]をクリックします。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 
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3.1.7.4 企業カスタム項目を削除する 

作成済みの企業カスタム項目を削除します 

 

1. [分類]タブもしくは、[自由入力]タブをクリックし、企業カスタム項目一覧より対象とする企業カスタム項目をクリック

します。 

2. [操作]をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

3.1.7.5 企業カスタム項目をまとめて削除する 

登録済みの企業カスタム項目を複数指定して削除します。削除したい企業カスタム項目が多数ある場合でも、一度の操作で

削除可能です。 

 

1. [分類]タブもしくは、[自由入力]タブをクリックし、企業カスタム項目一覧より対象とする企業カスタム項目のチェック

ボックスにチェックを入れます。 

2. [その他の操作] をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [一括削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

3.1.7.6 企業カスタム項目の入力値 

企業カスタム項目画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

タブ名 項目名 ルール 

分類 

項目名 

項目名を入力します。入力必須です。 

30 文字以内で入力してください。 

重複はできません。 

グループ 

グループ名を入力します。 

※グループ入力欄を増やすためには[追加] をクリックします。[削除] をク

リックするとグループ入力欄が削除されます。 

30 文字以内で入力してください。 

分類内で重複はできません。 

自由入力 

項目名 

項目名を入力します。入力必須です。 

30 文字以内で入力してください。 

重複はできません。 

説明 
説明を入力します。 

100 文字以内で入力してください。 
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3.2 ユーザー 

ユーザーに関する情報の確認、追加、削除、編集を行うことができます。 

設定項目および、可能な操作は以下のとおりです。 

 

設定項目名 可能な操作 

ユーザー 

ユーザーを新規作成する 

ユーザーを編集する 

ユーザーを削除する 

ユーザーをまとめて削除する 

ロックアウトされたユーザーの解除を行う 

 

 

ユーザーカスタム項目 

ユーザーカスタム項目を新規作成する 

ユーザーカスタム項目を編集する 

ユーザーカスタム項目を削除する 

ユーザーカスタム項目をまとめて削除する 
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3.2.1 ユーザー 

サービス企業及び BP 企業のユーザーの作成を行います。 

 

3.2.1.1 ユーザー画面を表示する 

ユーザー画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢ユーザー｣パネルより、[ユーザー]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

(B) 
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項番 対象 説明 

1.  検索/並び替え (A)には検索対象項目、(B)には並び替えの対象項目が表示されます。検索する場合は、検索対象

を[その他の操作]で指定した後、検索するキーワードを(C)に入力し、[検索]をクリックします。

検索後、全てのユーザーを再表示するにはブラウザーを再読み込み、または(C)を空欄にし、再

度[検索]をクリックします。 

2.  [新規作成] ユーザーを新規作成します。 

3.  [その他の操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全てのチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全てのチェックボックスからチェックを外します。 

・検索対象：検索対象をユーザー名、フリガナ、ユーザーID、メールアドレス、ユーザー種別の

いずれかに変更することができます。 

・並び替え 昇順：ユーザー一覧をユーザー名、ユーザーID、メールアドレスのいずれかで昇順

に並び替えます。 

・並び替え 降順：ユーザー一覧をユーザー名、ユーザーID、メールアドレスのいずれかで降順

に並び替えます。 

・一括削除：チェックの入ったユーザーを一括削除します。 

4.  ユーザー一覧 登録されているユーザー一覧が表示されます。 

(D)：ユーザー名 

(E)：検索対象のユーザー情報(検索対象がユーザー名の場合、既に上段にユーザー名が表示され

ているため、中段にはユーザー種別が表示されます。) 

(F)：並び替え対象のユーザー情報(並び替え対象がユーザー名の場合、既に上段にユーザー名が

表示されているため、下段にはメールアドレスが表示されます。 

5.  ユーザー情報 ユーザー一覧より選択したユーザー情報が表示されます。 

6.  [操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

 

・ロックアウト解除：クリックすると、サービス企業用サイトもしくは BP 企業用サイトのログ

インに指定回数失敗し、ロックアウトされたユーザーの解除を行うことができます。ロックアウ

トの設定については、「アカウントポリシー設定」58 ページを参照してください。このメニュー

は、ロックアウトされたユーザーのみに表示されます。ロックアウトされたユーザーのアイコン

は以下の状態で表示されます。 

 

・削除：ユーザーを削除します。 

7.  [編集] 登録されているユーザー情報を編集します。 

 

 

3.2.1.2 ユーザーを新規作成する 

ユーザーを作成します。入力項目に関しては、｢ユーザーの入力値｣41 ページを参照してください。 

 

1. ユーザー画面より[新規作成] をクリックします。 

2. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。 
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3.2.1.3 ユーザーを編集する 

作成済みのユーザーを編集します。入力項目に関しては、｢ユーザーの入力値｣41 ページを参照してください。 

利用企業とユーザーとの整合性維持の為、管理サイトではユーザーの修正を｢ユーザーID｣以外に制限しております。｢ユーザ

ーID｣が変更された場合に表示されるメッセージは以下となります。 

 

出力メッセージ： ユーザーID は変更不可項目です。 

 

【注意事項】 

◆ ログイン中ユーザーのユーザー種別は変更できません。 

 

1. ユーザー一覧より対象とするユーザーをクリックします。 

2. [編集]をクリックします。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

 

 

3.2.1.4 ユーザーを削除する 

作成済みのユーザーを削除します。 

ユーザーが IT 管理者の場合、利用企業とユーザーの整合性維持の為、管理サイトではユーザーの削除を制限してます。表示

されるメッセージは以下となります。 

 

出力メッセージ： このユーザーは IT 管理者の為、削除は制限されています。 

 

【注意事項】 

◆ ログイン中のユーザーを削除することはできません。 

 

1. ユーザー一覧より対象とするユーザーをクリックします。 

2. [操作]をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 
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3.2.1.5 ユーザーをまとめて削除する 

登録済みのユーザーを複数指定して削除します。削除したいユーザーが多数ある場合でも、一度の操作で削除可能です。 

ユーザーが IT 管理者の場合、利用企業とユーザーの整合性維持の為、管理サイトではユーザーの一括削除を制限してます。

表示されるメッセージは以下となります。 

 

出力メッセージ： このユーザーは IT 管理者の為、削除は制限されています。 

 

【注意事項】 

◆ ログイン中のユーザーの削除は行えないため、削除チェックボックスはありません。 

 

1. ユーザー一覧より対象とするユーザーのチェックボックスにチェックを入れます。 

2. [その他の操作] をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [一括削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

 

3.2.1.6 ロックアウトされたユーザーの解除を行う 

管理サイトのログインに指定回数失敗したユーザーは、管理サイトからロックアウトされます。 

失敗回数の上限は、｢アカウントポリシー設定｣58 ページの｢アカウントのロックアウト｣から指定できます。 

 

1. ユーザー一覧より対象とするユーザーをクリックします。 

2. [その他の操作] をクリックしてその他の操作メニューを表示させます。 

3. [ロックアウト解除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

 

3.2.1.7 ユーザーの入力値 

ユーザー画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

項目名 ルール 

名前 

名前を入力します。入力必須です。 

企業内で重複はできません。 

30 文字以内で入力してください。※名前を入力していない場合は、｢姓｣と｢名｣を入力して[保存]をク

リックすると、｢名前｣にその内容が自動的に反映されます。その際、姓と名の間に半角スペースが入

ります。 

フリガナ 

フリガナを入力します。 

30 文字以内で入力してください。 

※フリガナは半角カタカナで入力しても全角カタカナに、全角空白は半角空白に変換されます。 

※｢名前｣や｢姓｣と｢名｣を入力しても、｢フリガナ｣は自動的に反映されません。手動で入力する必要が

あります。 
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項目名 ルール 

姓 
姓を入力します。 

20 文字以内で入力してください。 

名 
名を入力します。 

20 文字以内で入力してください。 

ユーザーID 

ユーザーID を入力します。 

企業内で重複はできません。 

255 文字以内で入力してください。 

半角英数字、半角記号で入力してください。 

メールアドレス 

メールアドレスを入力します。 

「…@…」という形式で入力してください。 

企業内で重複はできません。 

255 文字以内で入力してください。 

半角英数字、半角記号で入力してください。 

ユーザー種別 

ユーザーに付与する権限を以下より指定します。ユーザー種別ごとに可能な操作が異なります。 

・管理者 (全ての操作ができます)：自社、配下の BP 企業、配下の利用企業すべてにおいて、全ての

操作(新規作成、編集、削除)ができます。 

・利用企業代行管理者 (利用企業で全ての操作ができます)：自社及び配下の BP 企業に対しては、情

報の閲覧のみ行うことができ、配下の利用企業においては全ての操作(新規作成、編集、削除)を行う

ことができます。 

・閲覧者 (変更操作ができません)：自社、配下の BP 企業、配下の利用企業の情報の閲覧は行えます

が、新規作成、変更、削除等の変更操作はできません。 

・一般 (ログインできません)：サービス企業用サイトにログインすることはできません。 

BP 企業の権限についての詳細は、｢BP 企業の入力値｣24 ページを参照してください。 

また、BP 企業の各管理権限下における各ユーザー種別の挙動については、｢BP 企業の管理権限とユ

ーザー種別｣9 ページを参照してください。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

4 文字以上、32 文字以下にしてください。 

半角英数字、半角記号で入力してください。 

パスワード(再入力) 確認のため、パスワードを再入力します。｢パスワード｣で入力したものと同じ値を入力してください。 
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3.2.2 ユーザーカスタム項目 

ユーザーカスタム項目では部署名や役職名などを登録したりすることができます。ユーザーカスタム項目には、作成したグ

ループより選択する｢分類｣と、入力欄が表示され自由に入力できる｢自由入力｣があります。ユーザーカスタム項目で分類を

作成し、ユーザーを所属させることで、ユーザーの設定を一人ずつ行わなくても、一括で設定することができます。 

 

3.2.2.1 ユーザーカスタム項目画面を表示する 

ユーザーカスタム項目画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢ユーザー｣パネルより、[ユーザーカスタム項目]をクリックします。 

 

【分類】 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  自由入力 ユーザーカスタム項目(自由入力)画面が表示されます。 

2.  [新規作成] ユーザーカスタム項目(分類)を新規作成します。 

3.  [その他の操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全てのチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全てのチェックボックスからチェックをはずします。 

・一括削除：チェックの入ったユーザーカスタム項目を一括削除します。 

4.  ユーザーカスタム項

目一覧 
登録されているユーザーカスタム項目名一覧が表示されます。 

5.  ユーザーカスタム項

目情報 
ユーザーカスタム項目一覧より選択したユーザーカスタム項目情報が表示されます。 

6.  [操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・削除：ユーザーカスタム項目を削除します。 

7.  [編集] 登録されているユーザーカスタム項目情報を編集します。 

 

1 

2 
4 

5 
3 

7 

6 
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【自由入力】 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  分類 ユーザーカスタム項目(分類)画面が表示されます。 

2.  [新規作成] ユーザーカスタム項目(自由入力)を新規作成します。 

3.  [その他の操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全てのチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全てのチェックボックスからチェックを外します。 

・一括削除：チェックの入った自由入力を一括削除します。 

4.  自由入力一覧 登録されている自由入力一覧が表示されます。 

5.  自由入力情報 自由入力一覧より選択した自由入力の詳細が表示されます。 

6.  [操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・削除：自由入力を削除します。 

7.  [編集] 登録されている自由入力を編集します。 

 

3.2.2.2 ユーザーカスタム項目を新規作成する 

ユーザーカスタム項目を作成します。入力項目に関しては、｢ユーザーカスタム項目の入力値｣46 ページを参照してください。 

 

1. ユーザーカスタム項目画面より、[分類]タブもしくは、[自由入力]タブをクリックします。 

2. [新規作成] をクリックします。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。 

 

3.2.2.3 ユーザーカスタム項目を編集する 

作成済みのユーザーカスタム項目を編集します。入力項目に関しては、｢ユーザーカスタム項目の入力値｣46 ページを参照し

てください。 

 

1. [分類]タブもしくは、[自由入力]タブをクリックし、ユーザーカスタム項目一覧より対象とするユーザーカスタム項目を

クリックします。 

2.  [編集]をクリックします。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

 

1 
2 
4 

5 
3 

7 

6 
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3.2.2.4 ユーザーカスタム項目を削除する 

作成済みのユーザーカスタム項目を削除します 

 

1. [分類]タブもしくは、[自由入力]タブをクリックし、ユーザーカスタム項目一覧より対象とするユーザーカスタム項目を

クリックします。 

2. [操作]をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

3.2.2.5 ユーザーカスタム項目をまとめて削除する 

登録済みのユーザーカスタム項目を複数指定して削除します。削除したいユーザーカスタム項目が多数ある場合でも、一度

の操作で削除可能です。 

 

1. [分類]タブもしくは、[自由入力]タブをクリックし、ユーザーカスタム項目一覧より対象とするユーザーカスタム項目の

チェックボックスにチェックを入れます。 

2. [その他の操作] をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [一括削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 
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3.2.2.6 ユーザーカスタム項目の入力値 

ユーザーカスタム項目画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

タブ名 項目名 ルール 

分類 

項目名 

項目名を入力します。入力必須です。 

30 文字以内で入力してください。 

重複はできません。 

グループ 

グループ名 グループ名を入力します。 

※グループ入力欄を増やすためには[追加] をクリックします。[削除]

をクリックするとグループ入力欄が削除されます。 

30 文字以内で入力してください。 

分類内で重複はできません。 

権限 権限を選択します。 

・アプリ：アプリに対して追加する権限を指定します。契約によって表示

されるアプリ名は異なります。アプリの契約がない場合は、｢(なし)｣と表示

されます。 

自由入力 

項目名 

項目名を入力します。入力必須です。 

30 文字以内で入力してください。 

重複はできません。 

説明 
説明を入力します。 

100 文字以内で入力してください。 
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3.3 管理 

ログの確認、アカウントポリシーに関する設定等を行います。設定項目および、可能な操作は以下のとおりです。 

 

設定項目名 可能な操作 

サービスデザイン 

サービスデザインを編集する 

サービスデザインを初期状態に戻す 

サービスデザインの入力値 

ログ 
ログの絞り込み表示を行う 

ログの CSV ダウンロードを行う 

通知設定 

ログメール通知を新規作成する 

ログメール通知を編集する 

ログメール通知を削除する 

お知らせ設定 

お知らせ設定を新規作成する 

お知らせ設定を編集する 

お知らせ設定を削除する 

アカウントポリシー設定 アカウントポリシー設定を編集する 

エージェント認証解除設定 

エージェント認証解除設定画面を表示する 

エージェント認証解除設定を編集する 

エージェント認証解除設定の入力値 
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3.3.1 サービスデザイン 

サービスデザイン画面より、サービス企業用サイト、管理サイトのデザインや各種リンクなどをカスタマイズすることが可

能です。サイトの製品名、カラーテーマ、iOS MDM 構成プロファイルなど幅広い設定のカスタマイズが可能です。初期設定

は、ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）の既存の設定になっています。 

新デザインのデザインをカスタマイズすることもできます。 

 

3.3.1.1 サービスデザイン画面を表示する 

サービスデザイン画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢管理｣パネルより、[サービスデザイン]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  サービスデザイン 現在のカスタマイズ状態が表示されます。 

2.  [編集] サービスデザインを編集します。 

3.  [初期値に戻す] 設定を初期値に戻します。 

 

1 

2 3 
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3.3.1.2 サービスデザインを編集する 

サービスデザイン設定を編集します。入力項目に関しては、｢サービスデザインの入力値｣49 ページを参照してください。 

【注意事項】 

◆ 既に iOS 端末に本製品の構成プロファイルがインストールされている場合は、サービスデザイン画面より iOS MDM 構成プロファイ

ル設定を変更しても、反映されません。変更するには、構成プロファイルを再度インストールする必要があります。 

◆ 本製品を端末にインストール後に、ファビコンや Web クリップアイコンを変更した場合、変更が直ちに反映されない場合がありま

す。この場合ブラウザーのキャッシュを消去してください。 

 

1. サービスデザイン画面で[編集]をクリックします。 

2. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

 

3.3.1.3 サービスデザインを初期状態に戻す 

サービスデザイン設定を初期状態に戻します。 

 

1. サービスデザイン画面で[初期状態に戻す]をクリックします。 

2. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

3.3.1.4 サービスデザインの入力値 

サービスデザイン画面では以下の入力ルールで設定を行います。サービスデザイン画面でカスタマイズ可能な要素の一覧や

設定値項目ファイルの詳細については、｢サービスデザイン設定値詳細｣71 ページを参照してください。 

 

項目名 ルール 

ログインロゴ 
[参照]をクリックし、使用したいファイルをアップロードします。 

※600x120 の GIF 形式の画像を選択してください。 

ヘッダー背景 
[参照]をクリックし、使用したいファイルをアップロードします。 

※960x50 の GIF 形式の画像を選択してください。左端 180x50 の部分がロゴの領域になります。 

フッター背景 
[参照]をクリックし、使用したいファイルをアップロードします。 

※960x18 の GIF 形式の画像を選択して下さい。 

ファビコン 

[参照]をクリックし、使用したいファイルをアップロードします。 

※以下のサイズのマルチアイコン形式の画像を選択してください。 

16x16(8、32bit)、24x24(8、32bit)、32x32(8、32bit)、48x48(8、32bit)、256x256(32bit) 

新デザインヘッダー

ロゴ 

[参照]をクリックし、使用したいファイルをアップロードします。 

※220x50 の GIF 形式の画像を選択してください。 

※この設定は新デザインにて適用されます。 

新デザインヘッダ

ー・フッター背景色 

入力欄をクリックし、パレットから使用したい色を選択するか、16 進数 6 桁の形式で入力します。 

※先頭に「#」をつけた 16 進数 6 桁の形式で入力してください。（例：#FFFFFF） 

※この設定は新デザインにて適用されます。 

新デザインヘッダ

ー・フッター文字色 

入力欄をクリックし、パレットから使用したい色を選択するか、16 進数 6 桁の形式で入力します。 

※先頭に「#」をつけた 16 進数 6 桁の形式で入力してください。（例：#FFFFFF） 

※この設定は新デザインにて適用されます。 
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項目名 ルール 

Web クリップアイ

コン 

[参照]をクリックし、使用したいファイルをアップロードします。 

※57x57 以上、144x144 以下の PNG 形式の画像を選択してください 

設定値項目ファイル

のダウンロード 

[ダウンロード]をクリックし、設定値項目ファイルをダウンロードし、編集します。 

※設定値ファイルは、毎回最新のものをダウンロードして利用してください。 

設定値項目ファイル

のアップロード 

設定値項目ファイルの編集が終わったら、設定値項目ファイルのアップロードの[参照]をクリックし、編

集したファイルをアップロードします。設定値項目ファイルの編集方法は、｢設定値項目ファイルを編集

する｣74 ページを参照してください。 
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3.3.2 ログ 

ログの確認および、ダウンロードを行うことができます。当画面では直近一年間のログを確認できます。 

機器に対する設定や操作が正常に行われたかどうかを確認する場合は、当画面から確認してください。 

 

3.3.2.1 ログ画面を表示する 

ログ画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢管理｣パネルより、[ログ]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  検索/CSV ダウン

ロード 

表示するログの絞り込み(検索)や、ログの CSV ダウンロードを行うことができます。 
 

2.  ログ サービス企業用サイトの操作ログが表示されます。 

 

3.3.2.2 ログの絞り込み表示を行う 

表示するログを絞り込みます。ログの絞り込み条件の詳細については、｢ログの絞り込み条件｣52 ページを参照してください。 

 

1. ログ画面を表示します。 

2. 絞り込み条件を指定して、[検索]をクリックします。 

 

1 

2 
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3.3.2.3 ログの CSV ダウンロードを行う 

表示されているログを CSV ファイルとしてダウンロードします。最大 100,000 件のログがダウンロード可能です。件数によ

ってはダウンロードに時間がかかる場合があります。 

 

1. ログを表示します。 

2. [CSV ダウンロード]をクリックして、任意の場所に CSV ファイルを保存してください。 

 

3.3.2.4 ログの絞り込み条件 

ログの絞り込み条件の詳細は以下のとおりです。期間のみ入力されている場合は、指定した期間のログが全て表示されます。

検索キーワードのみ入力されている場合は、そのキーワードを含むログが全て表示されます。再度全てのログを表示するには

ブラウザーを再読み込み、または期間、検索入力欄を空欄にし[検索]をクリックします。 

 

項目名 ルール 

種別 

ログの種別を以下より選択します。※サービス企業用サイトのログには、機器ログ、通知対象のみの

ログは存在しません。 

・管理ログ 

・機器ログ 

・通知対象のみ 

期間 

検索対象の日時の種類を指定します。｢発生日時｣(*1)もしくは、｢受信日時｣(*1)を指定してください。 

種類を指定後、日時を指定し、絞り込みます。From～To の形式で指定可能です。From のみ、To の

みの指定も可能です。入力欄をクリックするとカレンダーが表示されます。手入力も可能です。(入

力例：2011/05/16 01:00) 

(*1) 

発生日時：該当アクションが発生した際のエージェント(端末)の日時 

受信日時：該当アクションが発生し、サーバーで受信した日時 

検索 概要で絞り込みます。入力した文字列が概要に含まれるログを表示します。 

 

3.3.2.5 操作ログ一覧 

SP 企業および BP 企業の操作に関するログの一覧です。 

 

ログ名 契機 種別 ログ 

SP 企業管理ログ 

SP 企業作成 管理 “ユーザー名”が SP 企業「(SP 企業名)」を作成しました。 

SP 企業変更 
管理 

“ユーザー名”が SP 企業「(SP 企業名)」を変更しました。 

※SP 企業名を変更しない場合 

管理 

“ユーザー名”が SP 企業「(旧 SP 企業名)」を「(新 SP 企業名)」に変更しまし

た。 

※SP 企業名を変更する場合 

SP 企業削除 管理 “ユーザー名”が SP 企業「(SP 企業名)」を削除しました。 

SP 企業一括削除 管理 “ユーザー名”が SP 企業を一括削除しました: 「(企業名 1)」, 「(企業名 2)」, ... 

SP 企業ライセンス更新 管理 “ユーザー名”が SP 企業「(企業名)」のライセンスを変更しました。 
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ログ名 契機 種別 ログ 

SP 企業アプリ更新 管理 “ユーザー名”が SP 企業「(企業名)」のアプリ「(アプリ名)」を変更しました。 

BP 企業管理ログ 

BP 企業作成 管理 “ユーザー名”が BP 企業「(企業名)」を作成しました。 

BP 企業更新 

管理 “ユーザー名”が BP 企業「(企業名)」を変更しました。 

管理 “ユーザー名”が BP 企業「(旧企業名)」を「(新企業名)」に変更しました。 

BP 企業削除 管理 “ユーザー名”が BP 企業「(企業名)」を削除しました。 

BP 企業一括削除 管理 “ユーザー名”が BP 企業を一括削除しました: 「(企業名 1)」, 「(企業名 2)」, ... 

BP 企業ライセンス更新 管理 “ユーザー名”が BP 企業「(企業名)」のライセンスを変更しました。 

BP 企業アプリ更新 管理 “ユーザー名”が BP 企業「(企業名)」のアプリ「(アプリ名)」を変更しました。 

企業管理ログ 

企業作成 管理 “ユーザー名”が企業「(企業名)」を作成しました。 

企業管理情報変更 

管理 “ユーザー名”が企業「(企業名)」を変更しました。 

管理 “ユーザー名”が企業「(旧企業名)」を「(新企業名)」に変更しました。 

企業削除 管理 “ユーザー名”が企業「(企業名)」を削除しました。 

企業一括削除 管理 “ユーザー名”が企業を一括削除しました: 「企業名 1」, 「企業名 2」, ... 

利用企業ライセンス更新 管理 “ユーザー名”が企業「(企業名)」のライセンスを変更しました。 

利用企業アプリ更新 管理 “ユーザー名”が企業「(企業名)」のアプリ「(アプリ名)」を変更しました。 

企業分類ログ 

企業分類作成 管理 “ユーザー名”が企業分類「(企業分類名)」を作成しました。 

企業分類変更 

管理 “ユーザー名”が企業分類「(企業分類名)」を変更しました。 

管理 
“ユーザー名”が企業分類「(旧企業分類名)」を「(新企業分類名)」に変更しま

した。 

企業分類削除 管理 “ユーザー名”が企業分類「(企業分類名)」を削除しました。 

企業分類一括削除 管理 
“ユーザー名”が企業分類を一括削除しました: 「企業分類名 1」, 「企業分類

名 2」, ... 

企業自由入力項目

ログ 

企業自由入力項目作成 管理 “ユーザー名”が企業自由入力項目「(企業自由入力項目名)」を作成しました。 

企業自由入力項目変更 

管理 “ユーザー名”が企業自由入力項目「(企業自由入力項目名)」を変更しました。 

管理 
“ユーザー名”が企業自由入力項目「(旧企業自由入力項目名)」を「(新企業自由

入力項目名)」に変更しました。 

企業自由入力項目削除 管理 “ユーザー名”が企業自由入力項目「(企業自由入力項目名)」を削除しました。 

企業自由入力項目一括削除 管理 
“ユーザー名”が企業自由入力項目を一括削除しました: 「(企業自由入力項目名

1)」, 「(企業自由入力項目名 2)」, ... 

サービスデザイン

ログ 

設定変更 管理 “ユーザー名”がサービスデザインを変更しました。  

初期化 管理 “ユーザー名”がサービスデザインを初期状態に戻しました。 

お知らせログ 

お知らせ作成 管理 “ユーザー名”がお知らせ「(お知らせ名)」を作成しました。 

お知らせ変更 

管理 “ユーザー名”がお知らせ「(お知らせ名)」を変更しました。 

管理 
“ユーザー名”がお知らせ「(旧お知らせ名)」を「(新お知らせ名)」に変更しま

した。 

お知らせ削除 管理 “ユーザー名”がお知らせ「(お知らせ名)」を削除しました。 

お知らせ一括削除 管理 
“ユーザー名”がお知らせを一括削除しました: 「(お知らせ名 1)」,「(お知らせ

名 2)」, … 
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3.3.3 通知設定 

一部のログはメールで通知することが可能です。当画面ではメール通知に関する設定を行います。 

アカウントロックアウトに関するログを、メールで SP サイト管理者に通知することができるようになります。 

 

3.3.3.1 通知設定画面を表示する 

通知設定画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1  ログメール通知 ログのメール通知に関する設定が表示されます。 

 

3.3.3.2 ログメール通知を新規作成する 

ログメール通知を行うための設定を新規に作成します。入力項目に関しては、｢通知設定入力値｣55 ページを参照してください。 

 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. [通知設定]をクリックします。 

 

1. 通知設定画面を表示します。 

2. ログメール通知の[新規作成]をクリックします。 

3. 通知条件を指定して、[保存]をクリックします。 

 

1 
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3.3.3.3 ログメール通知を編集する 

作成済みのログメール通知を編集します。入力項目に関しては、ログメール通知を新規作成する場合と同様です。 

 

 

3.3.3.4 ログメール通知を削除する 

作成済みのログメール通知を削除します。 

 

 

3.3.3.5 通知設定入力値 

通知設定では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

項目名 ルール 

【メール通知 

タイミング】 

メール通知のタイミングを指定します。以下のいずれか 1 つを指定してください。 

・随時：10 分ごとにメール通知を行います。 

・1 日 1 回：午前 3 時にメール通知を行います。 

・一時停止：メール通知を行いません。 

【メール通知対象

ログ】 

通知対象とするログを指定します。 

・アカウントのロックアウト：アカウントのロックアウトに関するログ。 

【メール送信先】 
メール通知の送信先を指定します。 

・管理者：ユーザー種別が管理者として登録されているユーザーのメールアドレスに送信します。 

【メール送信先

(カスタム)】 

自由にメールアドレスを指定できます。「メール送信先」との併用が可能です。 

255 文字以内で入力してください。 

半角英数字・記号のみ入力できます。 

@の前後にそれぞれ 1 文字以上入力してください。 

※ をクリックすることで、最大 30 件まで入力行が追加されます。 

をクリックすることで、入力行が削除されます。 

【言語】 

通知されるメールは、“ログ内容”と“その他の文言”(件名やフッターなど)の組み合わせで構成され

ています。当項目では、“その他の文言”に用いる言語を指定できます。プルダウンメニューに表示

される言語より選択してください。 

 

1. 通知設定画面を表示します。 

2. ログメール通知の[編集]をクリックします。 

3. 通知条件を指定して、[保存]をクリックします。 

 

1. 通知設定画面を表示します。 

2. ログメール通知の[削除]をクリックします。 

3. 確認画面で[OK]をクリックします。 
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3.3.4 お知らせ設定 

利用企業に伝えたい情報等を、利用企業のトップページに掲載することができます。 

 

【注意事項】 

◆ ここで設定するお知らせ設定は配下の利用企業全てに適用されます。利用企業ごとに異なったお知らせ設定を行うことはできませ

ん。 

 

3.3.4.1 お知らせ画面を表示する 

お知らせ設定画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢管理｣パネルより、[お知らせ設定]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  [新規作成] お知らせ設定を新規作成します。 

2.  [その他の操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・全てにチェックを入れる：全てのチェックボックスにチェックが入ります。 

・全てのチェックをはずす：全てのチェックボックスからチェックを外します。 

・一括削除：チェックの入ったお知らせ設定を一括削除します。 

3.  お知らせ設定一覧 お知らせ設定一覧が表示されます。 

4.  お知らせ設定詳細 お知らせ設定一覧より選択したお知らせ設定の詳細が表示されます。 

5.  [操作] クリックすると以下のメニューが表示されます。 

・削除：お知らせ設定を削除します。 

6.  [編集] 登録されているお知らせ設定を編集します。 

 

3.3.4.2 お知らせ設定を新規作成する 

お知らせ設定を作成します。入力項目に関しては、｢お知らせ設定の入力値｣57 ページを参照してください。 

 

1. お知らせ設定画面より[新規作成] をクリックします。 

2. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。 

 

3 

1 2 
4 

5 

6 
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3.3.4.3 お知らせ設定を編集する 

作成済みのお知らせ設定を編集します。入力項目に関しては、｢お知らせ設定の入力値｣57 ページを参照してください。 

 

1. お知らせ設定一覧より対象とするお知らせ設定をクリックします。 

2. [編集]をクリックします。 

3. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

 

3.3.4.4 お知らせ設定を削除する 

作成済みのお知らせ設定を削除します。 

 

1. お知らせ設定一覧より対象とするお知らせ設定をクリックします。 

2. [操作]をクリックして操作メニューを表示させます。 

3. [削除]をクリックします。 

4. 確認画面で[OK]をクリックします。 

 

3.3.4.5 お知らせ設定の入力値 

お知らせ設定画面では以下の入力ルールで設定を行います。100 件まで登録可能です。 

 

項目名 ルール 

件名 
利用企業のトップページに掲載されるお知らせ設定のタイトルを入力します。入力必須です。 

60 文字以内で入力してください。 

本文 
利用企業のトップページに掲載されるお知らせ設定の本文を入力します。入力必須です。 

10000 文字以内で入力してください。 

公開 
｢公開する｣にチェックを入れると利用企業のトップページにお知らせが表示されます。 

チェックを入れない場合は、お知らせは表示されません。 

常に表示 

｢常に表示する｣にチェックを入れると利用企業のトップページの最上位にお知らせが常に表示され

ます。 

「常に表示する」が設定できるお知らせは 1 件のみのため、｢常に表示する｣にチェックを入れて、設

定を保存すると、他のお知らせの｢常に表示する｣のチェックは自動的に解除されます。 
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3.3.5 アカウントポリシー設定 

ログイン時のパスワードについてのポリシー設定を行います。 

 

3.3.5.1 アカウントポリシー設定画面を表示する 

アカウントポリシー設定画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢管理｣パネルより、[アカウントポリシー設定]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  パスワードの長さ 

過去のパスワード禁止 

複雑なパスワードを要求 

パスワードの有効期限 

ログイン時のパスワードについてのルール付けを行います。 

2.  アカウントのロックアウト パスワード入力を指定回数失敗すると、アカウントをロックアウトするように設定す

ることができます。 

3.  パスワードリマインダー パスワードを忘れた際などに、ログイン画面からパスワードの再発行をできるように

します。 

 

3.3.5.2 アカウントポリシー設定を編集する 

アカウントポリシー設定を編集します。入力項目に関しては、｢アカウントポリシー設定の入力値｣59 ページを参照してくだ

さい。 

 

1. アカウントポリシー設定画面より[編集]をクリックします。 

2. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

 

1 

2 

3 
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3.3.5.3 アカウントポリシー設定の入力値 

アカウントポリシー設定画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

項目名 ルール 

パスワードの長さ 

ログインパスワードのパスワード長を指定します。入力必須です。 

4～32 の整数で入力してください。 

半角数字で入力してください。 

過去のパスワード禁止 

以前使ったことがあるパスワードの使用を禁止します。以下より選択します。 

 

・禁止する：一度使用したパスワードを再利用できるまでに必要なパスワード変更回数を設

定し、指定した変更回数を超えない限り、以前使ったことがあるパスワードの使用を禁止し

ます。例えば 3 回とした場合、3 回新しいパスワードが設定されるまでそのパスワードは再

利用することが出来なくなります。変更回数は 1～100 の整数、かつ半角数字で入力してくだ

さい。 

 

・禁止しない：以前使ったことがあるパスワードの再利用を禁止しません。同一パスワード

を即座に再利用可能です。 

複雑なパスワードを要求 

パスワードの規則の設定を行います。以下より選択します。 

 

・設定する：複雑なパスワードの規則を適用します。設定した場合、新しく設定するパスワ

ードは、以下の複雑さの要件を満たす必要があります。 

・ユーザーのアカウント名またはメールアドレスに含まれる 3 文字以上連続する文字列

を使用しない。 

・長さは 8 文字以上。 

・次の 4 つのカテゴリのうち 3 つから文字を使う。 

英大文字(A から Z) 

英小文字(a から z) 

10 進数の数字(0 から 9) 

アルファベット以外の文字(!、$、#、%など) 

・設定しない：複雑なパスワードの規則を適用しません。 

パスワードの有効期間 

パスワードの有効期限の設定を行います。以下より選択します。 

 

・設定する：パスワードの有効期間を日数で指定します。日数は 1～999 の整数かつ半角数字

で入力してください。設定した場合、パスワードの有効期間が切れるとログイン時にパスワ

ード再設定画面が表示されますので、新しいパスワードを設定してください。詳細は、『管理

サイト リファレンスマニュアル』の「基本操作」－「ログイン／ログアウト」－｢期限切れ

パスワードの更新｣を参照してください。 

 

・設定しない：パスワードの有効期間を指定しません。  
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項目名 ルール 

アカウントのロックアウト 

パスワードの入力失敗時にアカウントをロックアウトします。以下より選択します。 

 

・パスワード入力失敗回数：パスワードの入力失敗時にアカウントをロックアウト(ログイン

できない状態にすること)します。ロックアウトまでの連続ログイン失敗回数を指定します。

回数は 1 以上、10 以下の整数かつ半角数字で設定してください。この失敗回数の上限を超え

るとアカウントがロックアウトされます。｢期間｣にチェックを入れると、自動でロックアウ

トが解除されるまでの分数を指定できます。期間は 1～99999 の整数かつ半角数字で入力し

てください。チェックを入れない場合は、自動でロックアウトの解除は行われません。手動

でロックアウトの解除を行ってください。ロックされたアカウントの解除については「ロッ

クアウトされたユーザーの解除を行う」41 ページを参照してください。 

 

・設定しない：パスワードの入力を失敗してもアカウントをロックアウトしません。 

パスワードリマインダー 

パスワードを忘れた場合などにログイン画面からパスワード再設定を行えるようにします。 

以下より選択します。 

 

・有効：ログイン画面に「初めてご利用の方、パスワードを忘れた方はこちら」リンクが表

示されます。リンク先からパスワード設定用のメールを送信することができます。パスワー

ド再設定についての詳細は、『管理サイト リファレンスマニュアル』の「基本操作」－「ロ

グイン／ログアウト」－｢パスワードの新規発行／再発行｣を参照してください。 

・無効：ログイン画面に「初めてご利用の方、パスワードを忘れた方はこちら」リンクを表

示しません。 
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3.3.6 エージェント認証解除設定 

Windows エージェントが認証解除、もしくはアンインストールされた場合、自動的に管理サイト上の Windows 機器を削除し、

削除した台数分利用可能な機器ライセンス数を増加して、自動で Windows 機器の管理ができるように設定することができます。 

 

【注意事項】 

◆ Windows エージェントの認証解除もしくはアンインストール時に、管理サイトと通信ができる状態である必要があります。 

 

3.3.6.1 エージェント認証解除設定画面を表示する 

エージェント認証解除設定画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢管理｣パネルより、[エージェント認証解除設定]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  エージェント認証解除時資産

管理対象削除設定 

Windows エージェントが認証解除、もしくはアンインストールされた場合、自動的

に管理サイト上の Windows 機器を削除する対象にするかを設定します。 

 

3.3.6.2 エージェント認証解除設定を編集する 

エージェント認証解除設定を編集します。入力項目に関しては、｢エージェント認証解除設定の入力値｣62 ページを参照して

ください。 

 

1. エージェント認証解除設定画面より[編集]をクリックします。 

2. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

1 
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3.3.6.3 エージェント認証解除設定の入力値 

エージェント認証解除設定画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

項目名 ルール 

エージェント認証解除時資

産管理対象削除設定 

Windows エージェントが認証解除、もしくはアンインストールされた場合、資産管理対象と

して、自動的に削除する対象にするかを設定します。以下より選択します。 

 

・資産管理対象として削除しない（デフォルト）：Windows エージェントが認証解除、もしく

はアンインストールされた場合、資産管理対象として、自動的に削除しません。 

 

・資産管理対象として削除する：Windows エージェントが認証解除、もしくはアンインスト

ールされた場合、資産管理対象として、自動的に削除します。 
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3.4 設定 

サービス企業用サイトにログイン中のユーザー自身が保持する項目の、確認および編集を行います。 

設定項目および、可能な操作は以下のとおりです。 

 

設定項目名 可能な操作 

個人設定 
サービス企業用サイトログインパスワードを変更する 

アプリケーションメモを削除する 
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3.4.1 個人設定 

当画面ではサービス企業用サイトの環境設定を行います。ここで行う設定は、設定変更を行ったユーザー自身にのみ有効で

あり、別のユーザーでログインした際には反映されません。ユーザー種別が利用企業代行管理者、閲覧者のユーザーでも設定

変更が可能です。 

 

3.4.1.1 個人設定画面を表示する 

個人設定画面を表示します。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. ｢設定｣パネルより、[個人設定]をクリックします。 

 

 

 

 

 

項番 対象 説明 

1.  パスワード ログイン時のパスワードの変更を行います。 

2.  アプリケーションメモ アプリケーションメモの削除を行います。 

 

 

3.4.1.2 サービス企業用サイトログインパスワードを変更する 

サービス企業用サイトログインパスワードの変更を行います。設定項目に関しては、｢個人設定の入力値｣65 ページを参照し

てください。 

 

1. 個人設定画面の｢パスワード｣パネルより[編集]をクリックします。 

2. 必要事項を入力し、[保存]をクリックします。編集をキャンセルする場合は[取消]をクリックします。 

 

3.4.1.3 アプリケーションメモを削除する 

アプリケーションメモの削除を行います。アプリケーションメモとは、管理サイト機器画面内のアプリタブで表示されるアプ

リケーション一覧から、任意のアプリケーションをメモとして登録し、アプリケーション禁止機能の設定にて利用できる入力

補助の仕組みです。詳細は『管理サイト リファレンスマニュアル』を参照してください。 

 

1. 個人設定画面の｢アプリケーションメモ｣パネルより[クリア]をクリックします。 

 

1 2 
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3.4.1.4 個人設定の入力値 

個人設定画面では以下の入力ルールで設定を行います。 

 

パネル名 項目名 ルール 

パスワード 現在のパスワード 現在のパスワードを入力します。入力必須です。 

新規パスワード 

新規に設定するパスワードを入力します。入力必須です。 

4 文字以上、32 文字以下にしてください。 

半角英数字、半角記号のみ入力できます。 

新規パスワード(再

入力) 

確認用に再度、｢新規パスワード｣で入力したものと同じパスワードを入力

してください。入力必須です。 
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4 利用企業代行操作 

 
本章では、サービス企業用サイトから行うことができる利用企業の代行操作(利用企業の設定セットの作成)についての説明を

記載します。 
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4.1 利用企業の設定セットを作成する 

サービス企業用サイトより、利用企業で使用する設定セット(設定テンプレートを含む)を作成することができます。本章では、

サービス企業用サイトでの設定セット作成の流れを説明します。作成可能な設定セットの一覧は、「サービス企業用サイトか

ら作成可能な設定セット一覧」68 ページを参照してください。各設定セット作成方法の詳細は、『管理サイト リファレンス

マニュアル』を参照してください。 

【注意事項】 

◆ ここで作成すると、配下の利用企業全てでその設定セットが利用可能になりますのでご注意ください。 

◆ サービス企業用サイトで作成した設定セットは、管理サイトから編集、削除することはできませんが、類似の設定セットを作成した

い場合は、[複製]をクリックして、複製することができます。 

 

1. メニュータブをクリックします。 

2. 作成したい設定セットを選択し、作成します。 

3. サービス企業用サイトで作成した設定セットは、利用企業での表示時に設定セット名の先頭に[S]が表示されます。 

 

【利用企業での表示イメージ】 
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4.2 サービス企業用サイトから作成可能な設定セット一覧 

サービス企業用サイトから作成可能な設定セット一覧は以下の通りです。 

 

機器 設定名 

Android CA 証明書管理 

Web フィルタリング 

Web 閲覧履歴 

お気に入り 

ゾーン 

ポリシー 

ゾーンポリシー構成 

設定テンプレート 

エージェント個別管理 

位置情報管理 

アプリケーション禁止 

SD カード 

カメラ 

Bluetooth 

スクリーンロック 

リモートロック 

リモートワイプ 

Wi-Fi フィルタリング 

発信先制限 

アプリケーション検知 

Secure Shield 

アプリケーション配信 

Wi-Fi 

連絡先 

暗号化 

NFC キッティング設定 

セキュリティ設定(DOM) 

アプリケーション非表示(DOM) 

iOS Web フィルタリング 

お気に入り 

設定テンプレート 

構成プロファイル 

構成プロファイルアップロード 

ローミング設定 

ホーム画面レイアウト 

オリジナルアプリ登録 

アプリケーション配信 
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機器 設定名 

アプリケーション検知 

Windows CA 証明書管理 

お気に入り 

ゾーン 

ポリシー 

ゾーンポリシー構成 

設定テンプレート 

エージェント個別管理 

システム設定・診断 

システムセキュリティ 

位置情報管理 

アプリケーション禁止 

外部デバイス 

CD/DVD/ブルーレイ 

Wi-Fiフィルタリング 

スクリーンロック 

暗号化 

プロキシ 

アプリケーション配信 

Wi-Fi 
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5 その他 
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5.1 サービスデザイン設定値詳細 

サービスデザインの設定値等の詳細を記載します。 

 

5.1.1 カスタマイズ可能な要素 

以下の項目がサービスデザイン画面よりカスタマイズ可能な要素です。 

 

分類 項番 項目名 説明 

Web 画面設定 1-1 製品名 Web ページのタイトル 

1-2 カラーテーマ Web ページのカラーテーマ 

「緑」「青」「オレンジ」から選択可能です。 

1-3 ログインロゴ ログイン画面の上部中央に表示されるロゴ 

1-4 ヘッダー背景 Web 画面のヘッダーの背景及びヘッダー左に表示さ

れるロゴ 

1-5 フッター背景 Web 画面のフッターの背景 

1-6 ファビコン ファビコン(アドレスバーやタブブラウザのタブ部

分に表示されるアイコン) 

1-7 Web クリップアイコン iOS 端末にＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）をインスト

ールした場合に画面上に表示される「ポータル」と

いう名前がついたアイコン 

1-8 新デザインヘッダーロゴ 新デザインのヘッダーの表示されるロゴ 

1-9 新デザインヘッダー・フッター背景色 新デザインのヘッダー・フッターの背景色 

1-10 新デザインヘッダー・フッター文字色 新デザインのヘッダー・フッターの文字色 

iOS MDM 構成プロフ

ァイル 

2-1 iOS MDM 構成プロファイル名 iOS 端末にＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）をインスト

ールした場合、プロファイル一覧に表示されるＩＴ

管理サポート（ＤＭＳ）の構成プロファイル名 

2-2 iOS MDM 構成プロファイル 組織名 iOS 端末にＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）をインスト

ールした場合、ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）の構成

プロファイルに表示される組織名 

2-3 iOS MDM 構成プロファイル 説明文 iOS 端末にＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）をインスト

ールした場合、ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）の構成

プロファイルに表示される説明文 

メール通知 3-1 システムメールアドレス エラー通知等、システムから送られてくるメールの

送信元メールアドレス 

提供機能(Web) 4-1 プライバシーポリシーリンク先 URL Web 画面のフッターに表示される｢プライバシーポ

リシー｣のリンク先 URL の指定、及び｢プライバシー

ポリシー｣のリンクの表示/非表示切り替え 

4-2 マニュアルの配置場所 Web 画面のフッターに表示される｢ヘルプ｣のリンク

先 URL の指定、及び｢ヘルプ｣のリンクの表示/非表示

切り替え 

利用規約 5-1 ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ） 利用規約 

(Web) 

Web ページ上での利用規約の表示/非表示切り替え、

及びＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）の利用規約の内容

指定 

5-2 ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ） 利用規約 

(Android) 

Android 上での利用規約の表示/非表示切り替え、及

びＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）の利用規約の内容指

定 

5-3 ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ） 利用規約 

(iOS) 

iOS 上での利用規約の表示/非表示切り替え、及びＩ

Ｔ管理サポート（ＤＭＳ）の利用規約の内容指定 

パスワード 

リマインダー 

6-1 送信元メールアドレス パスワードリマインダーの送信元メールアドレスが

カスタマイズ可能 

6-2 メール本文 メールの件名がカスタマイズ可能 

6-3 メールの本文がカスタマイズ可能 

6-4 パスワード設定用のURLの有効期限がカスタマイズ

可能 
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5.1.2 設定値項目ファイルを編集する 

設定値項目ファイルは UTF-8 エンコードで保存された YAML 形式のファイルです。テキストファイル等で開き、編集を行い

ます。項目を入力する際は｢項目名:｣の後は、必ず半角スペースをあけた後に、値を入れてください。例 1、例 2、≪設定値項

目ファイルのサンプル≫、≪設定値項目の説明≫を参照し、設定を行ってください。 

 

【注意事項】 

◆ 設定値項目ファイルは、初期設定ではＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）の既存の設定が入力されています。カスタマイズが必要な箇所の

み値を修正し、他の箇所は削除せずにそのままの状態でアップロードしてください。 

 

例 1：テーマの色を青へ変更したい場合 

”theme_color: ”+ 半角スペース + ”blue”と入力します。 

 

theme_color: blue 

 

例 2：利用規約 URL のリンク先を記載したい場合 

external_terms_link:http://example.com/ja 

 

 

≪設定値項目ファイルのサンプル≫ 

theme_color: green 

product_name: ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ） 

system_mail_address: sample@optim.com 

privacy_policy_link:  

  url: http://www.optim.co.jp/privacy 

  on_web_footer: true 

manual_link:  

  url: https://www.optim.co.jp/help/manual 

  on_web_footer: true 

external_terms_link:  

  url: https://www.optim.co.jp/help/terms 

  on_web_footer: true 

  on_android_agent_download_page: true 

  on_ios_mdm_authentication_page: true 

ios:  

  mdm_profile:  

    display_name: ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ） 

    organization: OPTiM Corporation 

    description: Optimal Biz 

password_reminder: 

mailer: 

send_screen: 

mailer_sender: no-reply-biz@optim.co.jp 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

13 

14 

15 
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reset_password_instructions: 

subject: "%{product_name} より管理サイトパスワード設定用 URL のお知らせ" 

body: %{company_name} 

%{user_name} 様 

%{provider_name}が提供する %{product_name} 管理サイトへの 

ログイン用パスワード設定画面の URL をご案内いたします。 

 

reset_password_within: 21600 

 

 

≪設定値項目の説明≫ 

以下の項番は、≪設定値項目ファイルのサンプル≫の番号と対応しています。 

 

項番 設定値 設定項目 項目詳

細説明

(71 ペ

ージ)項

番 

1.  theme_color: テーマの色を指定します。緑、青、オレンジから選

択できます。それぞれ以下の値を入力してください。 

・緑の場合：green 

・青の場合：blue 

・オレンジの場合：orange 

1-2 

2.  product_name: 製品名を入力します。 

30 文字以内で入力してください。 

1-1 

3.  system_mail_address システムメールアドレスを入力します。 

30 文字以内で入力してください。 

｢・・・@・・・・｣という形で入力してください。 

半角英数字、記号のみで入力できます。 

3-1 

4.  privacy_policy_link: 

 

url: Webページのフッター上の｢プライバシーポリシー｣

のリンク先の URL を指定します。 

半角英数字、記号のみで入力できます。 

200 文字以内で入力してください。 

先頭は「http://」か「https://」にしてください。 

4-1 

5.  on_web_footer: Webページフッター上の｢プライバシーポリシー｣の

リンクの表示/非表示を指定します。表示する場合は

「true」を、非表示にする場合は、｢false｣を入力し

てください。 

6.  manual_link: url: Webページのフッター上にある｢ヘルプ｣のリンク先

の URL を指定します。 

半角英数字、記号のみで入力できます。 

200 文字以内で入力してください。 

先頭は「http://」か「https://」にしてください。 

4-2 
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項番 設定値 設定項目 項目詳

細説明

(71 ペ

ージ)項

番 

7.   on_web_footer: Web ページフッター上の｢ヘルプ｣のリンクの表示/

非表示を指定します。表示する場合は「true」を、

非表示にする場合は、｢false｣を入力してください。 

 

8.  external_terms_link: url: ＩＴ管理サポート（ＤＭＳ）の利用規約のリンク先

の URL を指定します。 

半角英数字、記号のみで入力できます。 

200 文字以内で入力してください。 

先頭は「http://」か「https://」にしてください。 

5-1 

5-2 

5-3 

 

9.  on_web_footer: Webページフッター上の｢利用規約｣のリンクの表示

/非表示を指定します。表示する場合は「true」を、

非表示にする場合は、｢false｣を入力してください。 

10.  on_andoird_agent_download_

page: 

Android エージェントダウンロード画面上への利用

規約ボタンの表示/非表示を指定します。表示する場

合は「true」を、非表示にする場合は、｢false｣を入

力してください。 

11.  on_ios_mdm_authentication_p

age 

iOS ライセンス認証画面上への利用規約ボタンの表

示/非表示を指定します。表示する場合は「true」を、

非表示にする場合は、｢false｣を入力してください。 

12.  ios: mdm_profil

e: 

display_name: iOS MDM 構成プロファイル名を入力します。 

30 文字以内で入力してください。 

2-1 

2-2 

2-3 13.  organization: iOS MDM 構成プロファイルに表示される組織名を

入力します。 

30 文字以内で入力してください。 

14.  description: iOS MDM 構成プロファイルに表示される説明を入

力します。 

30 文字以内で入力してください。 

15.  password_reminder

: 

mailer: send_s

creen: 

mailer

_send

er: 

送信元メールアドレスです。 

255 文字以内で入力してください。 

「…@…」という形式で入力してください。 

半角「@」の前後にそれぞれ 1 文字以上の文字が存

在すること。 

半角英数字と記号で入力してください。 

6-1 

reset_pass

word_instr

subject: メール件名。 

100 文字以内で入力してください。 

6-2 
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項番 設定値 設定項目 項目詳

細説明

(71 ペ

ージ)項

番 

uctions: body: メール本文。 

1000 文字以内で入力してください。 

以下の変数が使用可能です。 

%{company_name}:送信先の企業名。 

%{user_name}:送信先のユーザー名。 

%{provider_name}:サービス提供者。 

%{product_name}:製品名。 

%{url}:パスワードリセット用 URL。 

%{expiration}:パスワード設定用の URL の有効期限。 

6-3 

reset_password

_within: 

パスワード設定用の URL の有効期限。 

時間フォーマットである必要があります。 

300 以上 432000 以内で入力してください。 

6-4 
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