
下記の一覧からご利用する方法・端末に合うページへお進みください 

外出先での使用方法 Ver3.0 
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リモートアクセスオプション 

社内ＬＡＮ接続 
社内のノートパソコンを持ち出して 
社内LANに直接アクセスできる 

 

リモートデスクトップ接続 
タブレットやスマートフォンから 
社内のパソコンを操作できる 
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(Windowsの画面
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画面 
転送 

共有 
フォルダ 

在庫 
システム 

共有 
フォルダ 

在庫 
システム 

外に 
持出し 

オフィス 外出先等 オフィス 外出先等 

1台のPCを使ってオフィスでも外出先でも 
同じように仕事ができる 

オフィスのPCを持ち出すことなく、 
外出先から遠隔操作で仕事ができる 

共有 
フォルダ 

在庫 
システム 

共有 
フォルダ 

在庫 
システム 

リモートアクセス 
される端末 

リモートアクセス 
する端末 

モバイル 
端末 

接続 
方法 
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Windowsをお使いの方 １ 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し「接続」 

お申込み時に申請したアカウント名・ 
パスワードを「ユーザー名」・「パスワード」
に入力し「接続」をクリック 
 

※赤枠の「次のユーザーが接続・・・」がある 
  場合にチェックを入れると次回から投入 
   が省略されるのでご注意願います 

2 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

社内LANに接続されます 

など 

Windows7をお使いの方 １ Windows8,10をお使いの方 2 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

など 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し「接続」 

MX-CAF 

お申込み時に申請したアカウント名・ 
パスワードを「ユーザー名」・「パスワード」
に入力し「接続」をクリック 
 

※赤枠の「次のユーザーが接続・・・」がある 
  場合にチェックを入れると次回から投入 
   が省略されるのでご注意願います 

社内LANに接続されます 

社内LAN接続（接続開始手順） 

※一部使えないシステムがある場合がございます 



Windowsをお使いの方 １ 

3 

社内LAN接続（切断手順） 

3 

「MX-CAF**********」と表示 
されている項目を選択し「切断」 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

など 

Windows7をお使いの方 １ 2 

など 

切断 

切断 

MX-CAF****** 

Windows8をお使いの方 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

「MX-CAF**********」と表示 
されている項目を選択し「切断」 

MX-CAF****** 

2 Windows10をお使いの方 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

など 

「MX-CAF*****接続」と表示 
されている項目を選択します 

「切断」 をクリックします。 
※注意事項 
 

「切断」タブをクリックする 
と次に同じ場所へ「削除」 
タブが表示されますので 
誤って削除タグをクリックしないよう
ご注意ください。 

MX-CAF****** 

クリックしない様
にご注意！ 

VPN切断完了です VPN切断完了です 

VPN切断終了です 

3 



Macをお使いの方 ２ 社内LAN接続（接続開始手順） 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し、「接続」をクリック 
 

※「アカウント名」の入力は必須ではあ 
   りませんが、この時点で投入すると次 
   の「名前」「パスワード」入力の「名前」 
   を省略することが出来ます 

MX-CAF********** 

お申込み時に申請したアカウント名・ 
パスワードを「名前」・「パスワード」 
に入力し、「OK」をクリック 

4 

デスクトップ上の下記アイコンをクリッ
ク 

表示される一覧の一番下にある 
「“ネットワーク”環境設定を開く...」 
をクリック 

社内LANに接続されます 
※一部使えないシステムがある場合がございます 

※ファイルサーバーなどをご利用に 
  なる場合はサポートセンターへ 
   ご連絡ください。 



Macをお使いの方 ２ 社内LAN接続（切断手順） 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し、「接続解除」をク
リック 
 

5 

デスクトップ上の下記アイコンをクリッ
ク 

表示される一覧の一番下にある 
「“ネットワーク”環境設定を開く...」 
をクリック 

接続解除 

MX-CAF********** 

VPN接続解除完了です 



Windows7 

6 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し「接続」 

お申込み時に申請したアカウント名・ 
パスワードを「ユーザー名」・「パスワード」
に入力し「接続」をクリック 
 

※赤枠の「次のユーザーが接続・・・」がある 
  場合にチェックを入れると次回から投入 
   が省略されるのでご注意願います 

6 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

など 

Windows7をお使いの方 １ Windows8,10をお使いの方 2 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

など 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し「接続」 

MX-CAF 

お申込み時に申請したアカウント名・ 
パスワードを「ユーザー名」・「パスワード」
に入力し「接続」をクリック 
 

※赤枠の「次のユーザーが接続・・・」がある 
  場合にチェックを入れると次回から投入 
   が省略されるのでご注意願います 

リモートデスクトップ接続（接続開始手順1/2） 

Windowsをお使いの方 ３ 

VPN接続は完了です VPN接続は完了です 

MX-CAF********** 



３ 
「スタート」→「プログラムとファイルの
検索」欄に「リモート」と入力し、 
検索をする 

「リモートデスクトップ接続」を開く 

「コンピューター名」に「申込み～ご利
用までのご案内」冊子P.6で調べた 
遠隔操作されるPCのIPアドレスを投入 

7 

職場のPCと接続されます 
 

※職場のPCに設定されている 
  アカウント名・パスワードが必要 
  となる場合があります 

Windowsをお使いの方 
リモートデスクトップ接続（接続開始手順2/2） 



Windows7 
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リモートデスクトップ接続（切断手順） 

Windowsをお使いの方 ３ 
3 

「MX-CAF**********」と表示 
されている項目を選択し「切断」 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

など 

Windows7をお使いの方 １ 2 

など 

切断 

切断 

MX-CAF****** 

Windows8をお使いの方 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

「MX-CAF**********」と表示 
されている項目を選択し「切断」 

MX-CAF****** 

2 Windows10をお使いの方 

デスクトップ右下の 
下記アイコンをクリック 

など 

「MX-CAF*****接続」と表示 
されている項目を選択します 

「切断」 をクリックします。 
※注意事項 
 

「切断」タブをクリックする 
と次に同じ場所へ「削除」 
タブが表示されますので 
誤って削除タグをクリックしないよう
ご注意ください。 

MX-CAF****** 

クリックしない様
にご注意！ 

VPN切断完了です VPN切断完了です 

VPN切断完了です 

3 



9 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し、「接続」をクリック 
 

※「アカウント名」の入力は必須ではあ 
   りませんが、この時点で投入すると次 
   の「名前」「パスワード」入力の「名前」 
   を省略することが出来ます 

MX-CAF********** 

お申込み時に申請したアカウント名・ 
パスワードを「名前」・「パスワード」 
に入力し、「OK」をクリック 

デスクトップ右上の 
下記アイコンをクリック 

表示される一覧の一番下にある 
「“ネットワーク”環境設定を開く...」 
をクリック 

VPN接続は完了です 

Macをお使いの方 ４ リモートデスクトップ接続（接続開始手順1/2） 



４ 
「App Store」を開く 

検索フォームに「microsoft」と入力 

「Microsoft Remote Desk」 
をダウンロード 
※通常のアプリのダウンロード 
  の手順を実施してください 

「Microsoft Remote Desk」を開く 

「New」を選択 

≪ダウンロード方法≫ 

≪初回準備≫ 

①「Connection name」へ任意の 
  名前を投入 
②「PC name」 に「申込み～ご利用まで 
  のご案内」冊子P.10で調べた遠隔操  
  作されるPCのIPアドレスを投入 
③「User name」、「Password」に 
  職場のPCに設定されている 
  アカウント名・パスワードを投入 
④左上の「×」をクリック 
 

※最低限②のみ投入すれば利用可能です。 

任意の名前で作成されたものを選
択し、「Start」 

職場のPCと接続されます 
 

※職場のPCに設定されている 
  アカウント名・パスワードが必要 
  となる場合があります 
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≪ご利用方法≫ 

Macをお使いの方 
リモートデスクトップ接続（接続開始手順2/2） 
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「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し、「接続解除」をク
リック 
 

Macのデスクトップ上の下記アイコンを
クリック 

表示される一覧の一番下にある 
「“ネットワーク”環境設定を開く...」 
をクリック 

Macをお使いの方 ４ リモートデスクトップ接続（切断手順） 

接続解除 

MX-CAF********** 

VPN接続解除完了です 

リモートされているＰＣ画面でWindows
アイコンをクリックの上でログオフを選
択して「切断」アイコンをクリック 

Mac画面が表示された事を確認します 



ｉPhone・iPadをお使いの方 ５ 
「設定」 

「一般」 

「VPN」 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し、「未接続」と表示
されているスイッチをタップ 

MX-CAF********** 

お申込み時に申請したアカウント名・ 
パスワードを「名前」・「パスワード」 
に入力し、「OK」をクリック 
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リモートデスクトップ接続（接続開始手順1/2） 

VPN接続は完了です 



５ 
「App Store」を開く 

≪ダウンロード方法≫ 

・・・ 

検索フォームに「microsoft」と入力 

「Microsoft Remote Desk」 
をダウンロード 
※通常のアプリのダウンロード 
  の手順を実施してください 

≪初回準備≫ 

右上「＋」を開き、「PCまたはサー
バーの追加」をタップする 

「Microsoft Remote Desk」を開く 

作成したものをタップ 
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≪ご利用方法≫ 

「PC名」 に「申込み～ご利用までのご
案内」冊子P.10で調べた遠隔操作さ
れるPCのIPアドレスを投入し、 
「保存」をタップ 

職場のPCと接続されます 
 

※職場のPCに設定されている 
  アカウント名・パスワードが必要 
  となる場合があります 

ｉPhone・iPadをお使いの方 
リモートデスクトップ接続（接続開始手順2/2） 



ｉPhone・iPadをお使いの方 ５ 
「設定」 

「一般」 

「ＶＰＮ」 ボタンを左へスライドし切断 
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リモートデスクトップ接続（切断手順） 

VPN切断完了です 



「全てのアプリ」 → 「設定」 

「もっと見る」 

「VPN」 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択する 

MX-CAF********** 

お申込み時に申請したアカウント名・ 
パスワードを「ユーザー名」・「パスワー
ド」に入力し、「接続」をクリック 

Androidをお使いの方 ６ 
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リモートデスクトップ接続（接続開始手順1/2） 

VPN接続は完了です 



≪ご利用方法≫ 

≪ダウンロード方法≫ 

≪初回準備≫ 

「Playストア」を開く 

検索フォームに「microsoft」と入力 

「Microsoft Remote Desk」 
をダウンロード 
※通常のアプリのダウンロード 
  の手順を実施してください 

「Microsoft Remote Desk」を開く 

右上「＋」を開き、「Desktop」 
をタップする 

「PC name」に「申込み～ご利用までの
ご案内」冊子P.10で調べた遠隔操作 
されるPCのIPアドレスを投入し、
「Save」をタップ 

作成したものをタップ 

６ 
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職場のPCと接続されます 
 

※職場のPCに設定されている 
  アカウント名・パスワードが必要 
  となる場合があります 

Androidをお使いの方 
リモートデスクトップ接続（接続開始手順2/2） 



「全てのアプリ」 → 「設定」 

「もっと見る」 

「VPN」 

「MX-CAF**********」と表示され
ている項目を選択し切断 

MX-CAF********** 

Androidをお使いの方 ６ 

17 

リモートデスクトップ接続（切断手順） 

VPN切断完了です 


