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レポート表示機能
ご利用ガイド

東日本電信電話株式会社

2.0版



【重要】レポート表示機能の動作環境について

レポート表示機能をご利用いただくには、インターネット接続環境およびブラウザーが
必要となりますので、あらかじめご確認ください。

【推奨ブラウザー】
※お客様の使用されているブラウザーによっては、一部機能が利用できない場合があります。

OS 推奨ブラウザー

Windows
Internet Explorer 11
Firefox 30以上
Google Chrome 35以上

MacOS
Safari
Firefox 30以上
Google Chrome 35以上

【その他】
パソコンに搭載されたウイルス対策ソフトやルーター等のNW機器等が、IPv6通信を遮断しないこと

※2021年8月現在
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1.共通事項
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1-1 ログイン方法・ログアウト方法

レポート表示機能のメインメニューにログインする
方法・ログアウトする方法を説明します。

１

2

ブラウザーを起動し、レポート表示機能のサイトに
アクセスします。
(URL:https://www.support-n.ntt-east.net/)

「管理画面ログイン」画面が表示されます。お客さま
案内文に記載されているログインID、パスワードを
入力し、［ログイン］ボタンを押してください。
初回ログインの場合は に進みます。
通常ログインの場合は に進みます。

3

5

ログインID、パスワードを入力後、
［ログイン］ボタンを押す

3 「お客様情報更新」画面が表示されます。各項目を
入力後、「個人情報利用目的について」に同意して
いただいた上で、「上記内容に同意します」にチェック
を入れて［変更］ボタンを押してください。

１

4 確認ダイアログが表示されますので、［OK］ボタン
を押してください。 に進みます。6

初回ログイン
時のみ

5 メッセージが表示されますので、［OK］ボタン
を押してください。 に進みます。6

通常ログイン
時のみ

6 メインメニューが表示されます。

メインメニュー

7 ログアウトする場合は、［ログアウト］ボタンを
押してください。ログアウトできます。

メインメニュー

［ログアウト］ボタンを
押してください。

［上記内容に同意します］をチェック
※同意いただけない場合は利用できません

［変更］ボタンを押す

初回ログイン時のみ
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1-2 アカウントロックを解除するには

アカウントロックを解除する方法を説明します。

24時間お待ちいただくことでアカウントロックは
解除されます。

１

＜補足＞
3回ログイン認証に失敗すると、アカウントロック状態
になります。



1-3 メインメニューについて

メインメニューを通じてレポート表示機能の主な機能をご利用いただけます。
全ての操作はこのメインメニューから行ってください。

メインメニュー

［メインメニュー上部］

お客さま契約情報の確認
やログアウトなどができます。
8ページを参照してください。

7

［情報閲覧リンク］

お客さまの通話利用状況・
端末情報・音声メール
収容装置情報・レポート
を閲覧できます。
13～24ページを参照
してください。

［契約情報リンク］

お客様情報の参照・変更
ができます。
25～26ページを参照
してください。

［お客様の端末情報］

端末構成マップおよび端末
情報の詳細ができます。
9～12ページを参照して
ください。



1-4 メインメニューの上部の使い方について

メインメニューの上部の操作方法を説明します。

メインメニュー（上部）

②

③

④

お客さまの回線IDおよびお客さま名（ご契約者名）が表示されます。
（お申し込み内容のご案内に記載されているものと同様です。）

①【お客様契約情報】

［ログアウト］ボタンを押すことで、サイトからログアウトすることができます。

②【ログアウト】

メインメニューリンクを押すと、メインメニューに戻ることができます。

③【メインメニューリンク】

必要に応じて、お客さま向けのお知らせ（メンテナンス工事情報など）を掲載しますのでご確認ください。

④【お知らせ画面】

お客様向けのお知らせを表示します。

8

1234567890 東日本電信電話株式会社

①



2.「お客様の端末情報」画面の使い方
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2-1 「お客様の端末情報」画面とは

「お客様の端末情報」画面について概要を説明します。

「お客様の端末情報」画面ではビジネスフォン主装置より自動で収集したお客様のオフィスにある端末構成を
下記のようなアイコンでイメージ化し表示します。この画面を通じて、端末のグループ分けや端末の詳細情報の
確認ができます。

ビジネスフォン主装置、OG（VoIPゲートウェイ ）、
その他の端末の構成マップおよび各機器の詳細情報が
参照できます。
「営業部」、「総務部」など、所属グループ名を設定する
ことで、グループごとに表示することができます。
（所属グループ名が存在しない場合 「その他」という
グループ名になります）

端末一覧

この画面の見方についての凡例が表示されます。

「お客様端末の端末情報画面」の見方

10

「お客様の端末情報」画面



2-2 アイコンの状態表示について

各アイコンが示す状態を説明します。

通常のアイコン（前のページで紹介したアイコンのまま）

正常に動作していることを示しています。

！（ビックリマーク）がついているアイコン

左のアイコンのようにアイコンに！がついている場合、
お客さまの端末が以下のいずれかの状態になっています。

・ お客さまの端末の電源が入っていない状態になっております。

・ お客さまの端末がLAN内にない状態（LANケーブルが外れている等）に
なっております。

このような状態を解消する場合は、該当機器の電源を入れ、
ご利用のLANに接続してください。
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2-3 論理構成マップについて

端末構成マップにより、ビジネスフォン主装置、VoIP
ゲートウェイ・その他の端末の構成マップを参照する
ことができます。

また、端末名リンクや内線番号リンクを押すことで
端末の詳細情報が参照できます。

端末の詳細情報の参照方法は以下の通りです。

１ 端末構成マップの端末名リンクまたは内線番号
リンクを押します。

2

端末名リンクまたは内線番号リンクを押す。

「端末情報詳細」画面が表示されます。



3.通話利用状況の使い方
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3-1 通話利用状況を検索したいときは

お客さまのビジネスフォンの通話利用状況を
検索することで、各通話の通話先番号・通話
開始日時・通話終了日時・通話時間・みなし
課金（発信の場合のみ）等の確認ができます。

通話利用状況の検索方法について説明します。

１ メインメニュー画面左の【通話利用状況】リンクを
押してください。「通話利用状況表示」画面が表示
されます。

【通話利用状況】
リンクを押す

2 検索条件を入れ、［検索］ボタンを押してください。
（検索条件を指定しない場合、全件が表示されます）

［検索］ボタンを押す

3 検索条件の下部に「通話利用状況一覧」が表示
されます。

＜補足＞
(1)通話利用状況一覧に表示される内容は以下のとおりです。
・ 発着区分（発信、着信、未応答）
・ 連絡先番号
・ 通話先氏名
・ 発着信/応答者内線番号
・ 内線名称
・ 通話（着信）開始日時
・ 通話（着信）終了日時
・ 未応答理由
・ みなし通話料（税抜）

(2)通話利用状況のCSVダウンロード
検索結果が1件以上あるときに、「通話利用状況一覧」
画面にある［CSVダウンロード］ボタンを押すと、通話
開始日時の昇順で通話利用状況がダウンロードできます。

(3)みなし課金とは
月々の通話時間をもとに通話料金のシュミレーションを
行ったものです。

画面をスクロールできます
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3-2 通話料の登録をしたいときは

通話料の登録を行うことで、みなし課金のベース
となる通話料の変更ができます。

通話料の登録方法を説明します。

１ メインメニュー画面左の【通話利用状況】リンクを
押してください。「通話利用状況表示」画面が表示
されます。

【通話利用状況】
リンクを押す

2 当月分の通話料を投入し、［登録］ボタンを
押してください。

通話料（単位時間あたり
の料金）を入力する。

［登録］ボタンを押す。

3 確認ダイアログが表示されますので、
［OK］ボタンを押してください。
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3-3 シュミレーション料金グラフを表示したいときは

3 本ページの下部に当月を含む過去6ヶ月分の
みなし課金一覧とみなし課金グラフが表示されます。

通話料の登録を行うことで、みなし課金のベース
となる通話料の変更ができます。

シュミレーションの方法を説明します。

１ メインメニュー画面左の【通話利用状況】リンクを
押してください。「通話利用状況表示」画面が表示
されます。

【通話利用状況】
リンクを押す

2 シュミレーション対象を選択し、通話料を投入し、
［表示］ボタンを押してください。

09012345678

09012345678

09012345678

09098765432

09098765432

シュミレーション
対象を選択する

通話料
（単位時間あたり

の料金）
を投入する

［表示］ボタンを押す

＜補足＞
(1)本機能で変更できるのは当月を含む過去6ヶ月の
通話料になります。

(2)シュミレーション結果および通話料は保存されません。



4.端末情報管理の使い方
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4-1 端末情報を検索したいときは

端末情報を検索することで、お客さまが保持する
端末の一覧の表示および各端末のシリアルナン
バー等の詳細情報の確認ができます。

端末情報の検索方法について説明します。

１ メインメニュー画面左の【端末情報管理】リンクを
押してください。「端末情報管理」画面が表示され
ます。

【端末情報管理】
リンクを押す

2 検索条件を入れ、［検索］ボタンを押してください。
（検索条件を指定しない場合、全件が表示されます）

3 検索条件の下部に「端末情報一覧」が表示されます。

4 ［詳細］ボタンを押してください。
さらに詳細な情報が確認できます。

＜補足＞
「端末情報管理」の主な機能は以下のとおりです。

端末情報一覧のCSVダウンロード
⇒検索結果が1件以上あるときに、「端末情報一覧」
画面にある［CSVダウンロード］ボタンを押すと、
内線番号の昇順で端末情報一覧がダウンロード
できます。

［検索］ボタンを押す

［検索］ボタンを押す



5.音声メール収容装置情報の使い方
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5-1 音声メール収容装置情報を表示したいときは

音声メール収容装置情報を表示することで、
音声メールゲートウェイのメールボックスの使用
済み容量や収容装置別の使用率の確認ができ
ます。

音声メール収容装置情報の表示方法について
説明します。

１ メインメニュー画面左の【音声メール収容装置情報】
リンクを押してください。「音声メール収容装置情報」
画面が表示されます。

2 音声メール収容装置状況の見方は以下の通りです。

【音声メール収容装置情報】
リンクを押す

(1)音声メール件数、使用済み容量
音声メール件数、使用済み容量はメールボックス別に
集計します。以下に4つのメールボックスがある場合の
例を示します。

(2)残容量、使用率
残容量、使用率は収容装置別に集計します。
以下に2つの収容装置がある場合の例を示します。

＜補足＞
音声メールゲートウェイを利用していない場合、赤字で
「音声メール収容装置のご利用はありません」
と表示されます。

音声メール収容装置状況一覧に表示される内容は
以下のとおりです。

① 内線番号
② 所属グループ名
③ 端末名称
④ ボックス番号
⑤ 音声メールボックス別 音声メール件数
⑥ 音声メールボックス別 使用済容量（録音時間）
⑦ 音声メール収容装置別 残容量（録音時間）
⑧ 音声メール収容装置別 使用率（％）



6.所属グループ名設定の使い方
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6-1 所属グループ名を変更したいときは / 6-2 所属グループ名を削除したいときは

所属グループ名を変更することができます。
変更することで、メインメニューの端末構成マップに
ある所属グループ名が変更されます。
所属グループ名の変更方法について説明します。

１ メインメニュー画面左の【所属グループ名設定】
リンクを押してください。「所属グループ名設定」
画面が表示されます。

所属グループ名を削除することができます。
削除すると、メインメニューの端末構成マップに
ある所属グループ名は「その他」に変更されます。
所属グループ名の削除方法について説明します。

１ メインメニュー画面左の【所属グループ名設定】
リンクを押してください。「所属グループ名設定」
画面が表示されます。

【所属グループ名設定】
リンクを押す

【所属グループ名設定】
リンクを押す

2 グループ名を修正し、［登録］ボタンを
押してください。

2 削除したいグループ名にチェックを入れ、
［登録］ボタンを押してください。

グループ名を修正する
削除対象の
グループ名に「レ」を
入れる

3 確認ダイアログが表示されますので、［OK］ボタン
を押してください。

3 確認ダイアログが表示されますので、［OK］ボタン
を押してください。

[登録］ボタンを押す [登録］ボタンを押す

所属グループ番号はビジネスフォンの主装置で設定が必要です。



7.レポート表示の使い方
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7-1 定期レポートを表示したいときは（定期レポート一覧画面からの表示の場合）

定期レポートを表示することで、内線番号毎
の通話時間やみなし課金等を確認することが
できます。

定期レポート一覧画面から定期レポートを表示
する方法について説明します。

１ メインメニュー画面左の【レポート表示】リンクを
押してください。「定期レポート」画面が表示され
ます。

【レポート表示】
リンクを押す

2 ［ダウンロード］ボタンを押してください。

3 レポートが表示されます。

(1)通話履歴がある場合のレポートイメージ

(2)通話履歴がない場合のレポートイメージ

ダウンロードしたい
年月の［ダウンロード］
ボタンを押す



8.お客様情報の使い方
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8-1 お客様情報を参照したいときは / 8-2 お客様情報を変更したいときは

サポートサーバに登録されているお客様情報を
確認することができます。

お客様情報を参照する方法について説明します。

１ メインメニュー画面左の【お客様情報】リンクを
押してください。「お客様情報詳細」画面が表示
されます。

サポートサーバに登録されているお客様情報を
変更することができます。

お客様情報を変更する方法について説明します。

１ メインメニュー画面左の【お客様情報】リンクを
押してください。「お客様情報詳細」画面が表示
されます。

2 [変更］ボタンを押してください。
お客様情報更新画面が表示されます。

3 「お客様情報更新」画面が表示されます、各項目を
修正後、「個人情報利用目的について」に同意して
いただいた上で、「上記内容に同意します」にチェック
を入れて、［変更］ボタンを押してください。

【お客様情報】
リンクを押す

【お客様情報】
リンクを押す

［上記内容に同意します］をチェックする
※同意いただけない場合は変更できません

【変更】ボタンを押す

【変更】ボタンを押す
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登録されている情報
が表示されます。



「閲覧機能」や「パスワード紛失」等のお問い合わせは・・・

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客さま

お問い合わせ先：0120-970413

※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は

03-5667-7100（通話料金がかかります）

営業時間：9:00～17:00
※年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。
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