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１．ご利用を始めるにあたって 

  １－１．光ステーションのグループ設定について 
            １－２．グループオーナー管理ペ－ジ 画面構成 
            １－３．グループオーナー管理ペ－ジ 動作環境 

○ 光ステ－ションのグループ設定および管理ページについてご説明いたします。 
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１－１．光ステーションのグループ設定について ① 

■ 複数の光ステーションを「グループ設定」し関連付けることで、グループ内の各 
  光ステーション間で連携し、以下のグループ専用機能を利用することが出来ます。 
 

  ①共通お知らせ 
    グループ内の光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス）」で、 
    どの光ステーションに接続しても、同じお知らせを表示させることができます。 
 
  ②共通クーポン 
    グループ内の光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス）」で、 
    どの光ステーションに接続しても、同じクーポンを表示させることができます。 
 
  ③スタンプラリー（共通スタンプカード・提供準備中） 
    グループ内の光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス）」で、 
    スタンプカードを共有し、各光ステーションでスタンプを配信できます。 
 
  ④共通アンケート 
    グループ内の光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス）」で、 
    どの光ステーションに接続しても、同じアンケートを表示させることができます。もちろん、 
    グループ内のアンケート結果を一括取得でき、CSV形式ファイルの保存も可能です。 
 
  ⑤共通コンテンツ 
    グループ内の光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス）」で、 
    店舗・施設独自のコンテンツをアップロードでき、どの光ステーションに接続しても、同じ 
    コンテンツを表示させることができます。 
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１－１．光ステーションのグループ設定について ② 

  ⑥テーマ 

    グループのトップページ、グループ詳細ページの画面構成、色、共通クーポン、 

    共通アンケート等のアイコン画像及びボタン等の画像をセットにしたテンプレート（雛形）を 

    変更することができます。 

    また、「トップ画面設定」機能で、グループ店舗のトップ画面を一括設定も可能です。 

 

  ⑦プレビュー 
    グループオーナー管理ページで設定した内容を、来訪者のWi-Fi端末で見た場合に表示 
    される画面として再現できます。 
     
  ⑧レポート出力 
    グループ内の光ステーションで「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス）」が利用された 
    回数等のレポートを集計・表示できます。もちろん、グループ内のレポート結果を一括取得 
    でき、CSV形式ファイルの保存も可能です。 
 
  ⑨AP非設置店舗 
    グループ内の光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス）」で、  
    グループ店舗一覧の中に、光ステーションを設置していない店舗の紹介情報を掲載できます。 
    （紹介情報のみであり、光ステーション非設置店舗で各種コンテンツはご利用いただけません） 
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【グループオーナー管理画面】 

１－２．グループオーナー管理ページ 画面構成 

■ グループオーナー管理ペ－ジは、主に3つの画面エリアで構成されます。各エリアで 
  できる操作は以下の通りです。 
   ①グループ共通コンテンツ管理エリア 
     ：各種共通コンテンツの新規作成・一覧表示/編集/削除 等 
   ②インフォメ－ションエリア  
     ：NTT東日本からのお知らせ表示 
   ③詳細設定エリア   
     ：ユ－ザ名表示/高度な設定/ログアウト 

② 

③ 

 
 管理画面へのログ
イン方法は、項番２
－１で解説します。 

備考 

① 
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１－３．グループオーナー管理ページ 動作環境 

■ グループオーナー管理ペ－ジは、以下の環境でご利用していただくことを 
  お勧めいたします。 
■ 推奨環境以外でご利用いただいた場合や、推奨環境下でも、お客さまのブラウザの 
  設定によっては正しく表示されない場合があります。ご了承ください。  

●推奨ブラウザ（インタ－ネット閲覧ソフト）  
  

 ・Windows Internet Explorer 9以上 
 

 ・Safari 5.0以上 
 

 ・Mozilla Firefox 8.0以上  

 
 グループオーナー
管理ページは、イン
ターネット上のサイト
です。光ステーション
Wi-Fiルーターが設
置されているフレッ
ツ回線でなくとも、ロ
グインが可能です。 
（ただし、IDとパス
ワードによる認証が
あります） 

備考 
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２．ログイン 

  ２－１．ログイン 

○ 光ステ－ション管理ページからログインするので、通常の光ステーション管理 
  ページとログイン方法は同一です。 
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２－１．ログイン 

■ 光ステ－ションの開通案内に記載されているURLへアクセスします。 
■ ログイン画面が表示されたら、グループ申込み後に、グループオーナー様宛に 
  ご提供した以下の情報を入力します。 
   ・グループ管理用ID 
   ・パスワ－ド 

【光ステーション管理ページ ログイン画面】（グループオーナー管理ページと共通） 

グループ管理用IDを入力 

パスワ－ドを入力 

「ログイン」をクリック 

 
グループ共通コンテ
ンツ等の設定変更
ができるのは、グ
ループオーナーのみ
です。グループ参加
者の情報でログイン
しても、グループ共
通コンテンツ等の設
定変更はできません。 

注意 
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【参考】PC（windows7）でのログイン方法 

【光ステーション管理ページ ログイン手順】 

① インターネットに接続できるPCを準備します。 

③ アドレス欄に、開通案内に掲載されている 
  URLを打ち込みます。 
  （または、光ステーションWi-Fiルーターの 
   設定画面内「状態＞デバイス情報」にも 
   URLは表示されています） 

② インターネットブラウザを立ち上げます。 

ペ－ジに移動すれば、項番２－１のログイン画面が表示されます。 

起動 

URLを入力 
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３．グループの設定 

  ３－１．グループの登録 
  ３－２．グループ情報編集 
  ３－３．AP非設置店舗追加 
  ３－４．トップ画面の切り替え/エリアへのリンク設定 
 

○ 光ステーションを所属させるグループの情報を設定します。 

○ グループ情報は、グループ共通コンテンツをご利用頂く上で、必ず必要と 
  なる設定です。漏れなく設定をお願いいたします。 
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【グループオーナー管理画面】 

３－１．グループの登録 

■ グループ共通機能を利用するには、まず、グループの設定やグループに参加する 
  光ステーションを設定します。 
  ○グループ編集 →グループ情報の登録/編集 

「グループ編集」をクリック 

 →項番３－２画面へ移動します。 

３－２へ 
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＜[エリア] 店舗情報画面＞ 

＜[グループ] グループ情報画面＞ 

３－２．グループ情報編集 

メールアドレスを入力、再入力 

グループ画像を挿入 

グループ名称、ふりがなを入力（例：●●商店街組合） 

グループの説明を入力 

グループに登録済みのAP設置店舗ＩＤ一覧が表示さ
れます。 

＜端末反映イメージ＞ 

【グループ情報編集画面】 

編集後は「変更」をクリック 
 →編集完了 項番３－１画面へ移動します。 

「店舗一覧」をクリック 
  →項番３－３画面へ 
    移動します。 

グループページのクーポンの表示/非表示を選択 

 
グループ画像は、デ
スクトップなどへ保存
されたファイルを読
み込めます。 

備考 

 
グループ画像は、ス
マ－トフォンや光iフレ
－ム2などからのアッ
プロ－ドはできません。 

注意 
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【参考】テーマ背景画像/グループ画像/店舗・施設画像の関係について 

[エリア] 店舗・施設画像 設定 

[グループ]グループ画像 設定 

[エリア] トップ画面 

(デフォルトのテーマ) 

[エリア] テーマ背景画像 設定 

[グループ] テーマ背景画像 設定 

[エリア] 店舗情報画面 

(全テーマ) 

[グループ] グループ情報画面 

(全テーマ) 

[グループ] トップ画面 

(デフォルトのテーマ) 

グループ テーマ背景画像が設
定されている場合は、エリア 
テーマ背景画像ではなくグルー
プ テーマ背景画像を表示します。 

 
エリアのテーマでデ
フォルトを選択時、グ
ループ配下の[エリ
ア]トップ画面の画
像は、全て設定した
[グループ] テーマ背
景画像と同じものに
なります。 

注意 

[エリア] トップ画面 

(デフォルト以外のテーマ) 

[グループ] トップ画面 

(デフォルト以外のテーマ) 
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３－３．AP非設置店舗追加 ① 

■ グループにAP（光ステーション）非設置店舗を登録します。 
  APを設定していない店舗の情報を設定することができます。 

【グループ情報編集画面】 

「新規作成」「編集」をクリック 

 →項番３－３②画面へ移動します。 

必要に応じ「削除」をクリック 

（削除・・・店舗を削除できます） 
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３－３．AP非設置店舗追加 ② 

 
店舗・施設画像は、
デスクトップなどへ保
存されたファイルを
読み込めます。 

備考 

 
店舗・施設画像は、
スマ－トフォンや光i
フレ－ム2などからの
アップロ－ドはできま
せん。 

注意 

【グループ情報編集画面】 

住所を入力 

電話番号を入力 

業種を選択 

店舗説明を入力 

店舗・施設画像をアップロード 

店舗名称を入力 

「確認」をクリック 

 →項番３ｰ３③画面へ移動します。 

店舗名称かなを入力 
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３－３．AP非設置店舗追加 ③ 

【グループ情報編集画面】 

「登録」をクリック 

 →項番３ｰ３①画面へ移動します。 
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３－４．トップ画面の切り替え/エリアへのリンク設定 

■ トップ画面の切り替えおよび、エリアへのリンク設定については、 
  「エリアオーナー」の店舗情報管理画面で設定可能となっております。 

【店舗情報管理】 
ユ－ザ－：フレッツ商店 新宿店さん 

どちらをデフォルトトップにするか選択する。 

エリアトップ画面へのリンクを表示するか選択する。 

○○商店へ 

グループトップ エリアトップ 

○○商店 

 
グループに所属して
いる店舗等のみで設
定が可能です。 

備考 

 
「トップページスタイ
ル」で「エリアトップを
表示する」を選択し
た場合は、「エリアへ
のリンク」は「リンクを
表示する」を選択し
てください。エリア
トップからグループ
トップに遷移した後、
エリアトップに戻るた
めのリンク表示が必
要となります。 

備考 
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４．共通お知らせの設定・編集 

  ４－１．共通お知らせの登録 
  ４－２．共通お知らせの新規登録 
  ４－３．共通お知らせの作成 
  ４－４．共通お知らせの一覧表示/編集/削除 

○ グループで共通表示するお知らせの設定です。 
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【グループオーナー管理画面】 

４－１．共通お知らせの登録 

■ グループに参加している光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル」で 
  共通表示するお知らせを設定します。 
  ○お知らせ →お知らせの登録/編集/削除 

「お知らせ」をクリック 

 →項番４－２画面へ移動します。 
４－２へ 
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４－２．共通お知らせの新規登録 

「新規登録」をクリック 
 →項番４－３画面へ移動します。  

公開期間中のお知
らせは削除できませ
ん。削除したい場合
は、「編集」で公開終
了期限を過去日に
変更した上で、改め
て「削除」をクリック
します。 

注意 

 
「お知らせ」は、最大
10件の登録が可能
です。 

備考 【お知らせ管理画面】 
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４－３．共通お知らせの作成① 基本情報の設定 

お知らせタイトルを入力 

公開終了期限有無の設定 

公開期限開始日時の設定 

公開期限終了日時の設定 

お知らせの説明を入力 

お知らせ画像を挿入 

グループ設定済みの店舗等
から、お知らせを表示させる
店舗等を選択できます。 

表示店舗を
チェックして
選択 

＜端末反映イメージ＞ 【お知らせ管理画面】  
「公開終了期限無
し」を選択した場合、
「公開期限終了日
時」が非表示になり
ます。 

備考 

 
お知らせ画像は、デ
スクトップなどへ保存
されたファイルを読
み込めます。 

備考 

 
お知らせ画像は、ス
マ－トフォンや光iフレ
－ム2などからのアッ
プロ－ドはできません。 

注意 
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４－３．共通お知らせの作成 

「登録」をクリック 

 →項番４－１画面へ移動します。 

【お知らせ管理画面】 

来訪者がスマートフォン等に「フレッツ光WiFi 

かんたん接続ツール」をインストールしている 

場合、各グループ店舗の来訪者にお知らせの 

プッシュ通知が可能です。 

「店舗外」にチェックを入れると、店舗内外 

関係なく、各店舗をお気に入り登録している 

アプリ利用者にプッシュ通知します。 

「店舗内」にチェックを入れると、各店舗の 

来訪者かつアプリ利用者にプッシュ通知 

します。 

プッシュ通知をする時間を設定します。 
店舗外のアプリ利用者には、プッシュ配信 
日時に通知します。 
店舗内のアプリ利用者には、お知らせの公開 
期間内かつプッシュ配信日時以降に来店した 
際に通知します。 
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４－４．共通お知らせの一覧表示/編集/削除 

必要に応じ「編集」をクリック 
（編集・・・アンケートの公開期限を編集 
できます。） 
 →項番４－３画面（編集版）へ移動 

必要に応じ「削除」をクリック 
（削除・・・アンケートを削除できます） 

 
公開期間中のお知
らせは削除できませ
ん。削除したい場合
は、「編集」で公開終
了期限を過去日に
変更した上で、改め
て「削除」をクリック
します。 

注意 

 
「お知らせ」は、最大
10件の登録が可能
です。 

備考 【お知らせ管理 画面】 



24 

５．共通クーポンの設定・編集 

○ グループで共通表示するクーポンの設定です。 

  ５－１．共通クーポンの登録 
  ５－２．共通クーポンの新規登録 
  ５－３．共通クーポンの作成 
  ５－４．共通クーポンの一覧表示/編集/削除 
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【グループオーナー管理画面】 

５－１．共通クーポンの登録 

■ グループに参加している光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ   
  配信サービス）」で共通表示するクーポンを設定します。 
  ○クーポン →クーポンの登録/編集/削除 

「クーポン」をクリック 

 →項番５－２画面へ移動します。 

５－２へ 
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「新規登録」をクリック 
 →項番５－３画面へ移動します。 

５－２．共通クーポンの新規登録 

【クーポン管理画面】  
「ク－ポン」は、最大
10件まで登録可能
です。 

備考 

＜端末画面イメージ＞ 

 
公開期間中のクーポ
ンは削除できません。
削除したい場合は、
「編集」で公開終了
期限を過去日に変
更した上で、改めて
「削除」をクリックし
ます。 

注意 
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【クーポン管理画面】 

ク－ポン有効期限有無の設定 

ク－ポン有効期限開始日時の設定 

ク－ポン有効期限終了日時の設定 

ク－ポン名称を入力 

ク－ポン掲載画像を選択 

ク－ポン説明を入力 

ク－ポン利用制限を選択 

ク－ポン発行枚数制限を設定 
（数字は半角で入力下さい） 

 
ク－ポンの発行枚数
は制限できます。制
限する場合は、1～
99999枚までの発
行枚数を選択します。 

備考 

５－３．共通クーポンの作成① 基本情報の設定 

 
「有効終了期限無
し」を選択した場合、
「有効期限終了日
時」が非表示になり
ます。 

備考 

 
クーポン画像は、デ
スクトップなどへ保存
されたファイルを読
み込めます。 

備考 

 
クーポン画像は、ス
マ－トフォンや光iフレ
－ム2などからのアッ
プロ－ドはできません。 

注意 
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【クーポン管理画面】 

「登録」をクリック 
 →項番５－２画面へ移動します。 

５－３．共通クーポンの作成② プッシュ通知の設定 

来訪者がスマートフォン等に「フレッツ光WiFi 

かんたん接続ツール」をインストールしている 

場合、各グループ店舗の来訪者にクーポンの 

プッシュ通知が可能です。 

「店舗外」にチェックを入れると、店舗内外 

関係なく、各店舗をお気に入り登録している 

アプリ利用者にプッシュ通知します。 

「店舗内」にチェックを入れると、各店舗の 

来訪者かつアプリ利用者にプッシュ通知 

します。 

プッシュ通知をする時間を設定します。 
店舗外のアプリ利用者には、プッシュ配信 
日時に通知します。 
店舗内のアプリ利用者には、クーポンの有効 
期間内かつプッシュ配信日時以降に来店した 
際に通知します。 

 
プッシュ通知は一度
の登録に対し、1ユー
ザ1回のみ受信しま

す。 

注意 
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５－４．共通クーポンの一覧表示/編集/削除 

【クーポン管理画面】  
「ク－ポン」は、最大
10件まで登録可能
です。 

備考 

必要に応じ「編集」をクリック 
（編集・・・クーポンの公開期限を 
編集できます。） 
 →項番５－３画面（編集版）へ 
   移動 

必要に応じ「削除」をクリック 
（削除・・・アンケートを削除できます） 

登録済みのク－ポン名称が表示されます。 

登録済みのクーポン有効期限が表示され 
ます。 

登録済みのクーポンが何枚発行されたかが 
表示されます。 

登録済みのクーポンが、発行後に何枚使用 
されたかが表示されます。 

登録済みのクーポンが最大何枚まで発行 
できるかが表示されます。 

 
「使用済枚数」は、来
訪者が「クーポンを
使う」と操作した件
数が表示されます。 

備考 

 
公開期間中のクーポ
ンは削除できません。
削除したい場合は、
「編集」で公開終了
期限を過去日に変
更した上で、改めて
「削除」をクリックし
ます。 

注意 
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６．スタンプラリーの設定・編集 

○ グループで共通表示するスタンプラリーの設定です。 

  ６－１．スタンプラリーの登録 
  ６－２．スタンプラリーの新規登録 
  ６－３．スタンプラリーの作成 
  ６－４．スタンプラリーの一覧表示/編集/削除 
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【グループオーナー管理画面】 

６－１．スタンプラリーの登録 

■ グループに参加している光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ   
  配信サービス）」で共通表示するスタンプラリーを設定します。 
  ○スタンプラリー →スタンプラリーの登録/編集/削除 

「スタンプラリー」をクリック 

 →項番６－２画面へ移動します。 

６－２へ 
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「新規登録」をクリック 

 →項番６－３画面へ移動します。 

【スタンプラリー管理画面】 

 

公開期間中のスタン
プラリーは削除でき
ません。削除したい
場合は、「編集」で公
開終了期限を過去
日に変更した上で、
改めて「削除」をク
リックします。 

注意 

６－２．スタンプラリーの新規登録 

 
「スタンプラリー」は、
最大10件まで登録
可能です。 

備考 

＜端末画面イメージ＞ 
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【スタンプラリー管理画面】 

スタンプラリー名称を入力 

スタンプラリーの説明を入力 

「次へ」をクリック 

 →項番６ｰ３②画面へ移動します。 

６－３．スタンプラリーの作成 ①名称と説明の入力 

スタンプラリーへの参加者に、フレッツ・ 

ポータルの会員登録を必須とするかを 

選択します。 

「会員不要」を選択することで、スタンプ 

ラリー参加時の端末操作が簡易化され 

ます。 
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【スタンプラリー管理画面】 

６－３．スタンプラリーの作成 ②公開期間の設定 

スタンプラリー公開終了期限有無の設定 

スタンプラリー公開期限開始日時の設定 

スタンプラリー公開期限終了日時の設定 

「次へ」をクリック 

 →項番６－３③画面へ移動します。 

 
「公開終了期限無
し」を選択した場合、
「公開期限終了日
時」が非表示になり
ます。 

備考 
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【スタンプラリー管理画面】 

６－３．スタンプラリーの作成 ③スタンプラリー参加店舗の設定 

全店舗の一括選択/解除が 
可能です。 

スタンプラリーに参加する店舗をチェックし 
選択します。 

「次へ」をクリック 
 →項番６－３④画面へ移動します。 

 
スタンプラリーに参
加する店舗は、スタ
ンプラリー開始後に
追加できません。初
回に必ず必要店舗
を登録下さい。 

注意 



36 

【スタンプラリー管理画面】 

６－３．スタンプラリーの作成 ④クーポンの設定 

 
スタンプラリーのスタ
ンプは同一店舗で１
回のみ取得可能です。 

備考 ■スタンプ数に応じたクーポンを最大３つまで設定することができます。 

クーポンを編集する場合は、 
「編集」をクリック 
 →項番６－３⑤画面（編集版）へ移動 

設定済みのクーポンを削除する場合は、 
「削除」をクリック 

 
スタンプラリーのスタ
ンプは最大500個
（500店舗）登録が
できます。 

備考 

クーポンを設定する場合は、 
「新規」をクリック 
 →項番６－３⑤画面へ移動 

＜端末画面イメージ＞ 

例） スタンプラリーを１０店舗で開催した場合 
   クーポン№１       スタンプ取得 ３個目（ ３店舗目）  
   クーポン№２       スタンプ取得 ７個目（ ７店舗目） 
   クーポン№３       スタンプ取得１０個目（１０店舗目） 
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【スタンプラリー管理画面】 

６－３．スタンプラリーの作成 ⑤スタンプラリー専用クーポンの設定 

ク－ポン名称を入力 

ク－ポン掲載画像を選択 

ク－ポン説明を入力 

ク－ポン利用制限を選択 

ク－ポン発行枚数制限を設定 
（数字は半角で入力下さい） 

「次へ」をクリック 
 →項番６－３⑥画面へ移動します。 

 
ク－ポンの発行枚数
は制限できます。制
限する場合は、1～
99999枚までの発
行枚数を選択します。 

備考 

 
獲得数に応じたク－
ポンは、スタンプラ
リー専用となります。
他のコンテンツで獲
得できるク－ポンか
らの流用、およびそ
の逆は出来ません。 

備考 

 
クーポン画像は、デ
スクトップなどへ保存
されたファイルを読
み込めます。 

備考 

 
クーポン画像は、ス
マ－トフォンや光iフレ
－ム2などからのアッ
プロ－ドはできません。 

注意 
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【スタンプラリー管理画面】 

６－３．スタンプラリーの作成 ⑥設定内容の確認１ 

スタンプラリーの設定結果を再確認 

獲得クーポンの設定結果を再確認 

「登録」をクリック 
 →項番６－３⑦画面へ移動します。 

実施店舗を確認できます。 
「実施店舗の確認」をクリック 
 →項番６－３⑥２画面へ移動 
  します。（変更はできません） 

スタンプラリーの設定結果を再確認 
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【スタンプラリー管理画面】 

６－３．スタンプラリーの作成 ⑥設定内容の確認２ 

開催店舗の再確認 

 

実施店舗を修正、変
更することはできませ
ん。 

注意 
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【スタンプラリー管理画面】 

６－３．スタンプラリーの作成 ⑦設定完了 

設定が完了したので、自動で一覧表示 

画面に移動 
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【スタンプラリー管理画面】 

６－４．スタンプラリーの一覧表示/編集・削除 ① 

必要に応じ「編集」をクリック 

（編集・・・スタンプラリーの公開期限を編集 

できます。クーポンやスタンプ数は編集でき 

ません。） 

 →項番６－４②画面へ移動 

必要に応じ「削除」をクリック 

（削除・・・スタンプラリーを削除できます） 

登録済みのスタンプラリー名称が表示さ 

れます。 

登録済みのスタンプラリーの公開期限が 

表示されます。 
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【スタンプラリー管理画面】 

６－４．スタンプラリーの一覧表示/編集・削除 ② 

実施店舗の確認ができます。 

（内容の編集はできません。） 

スタンプラリーの公開期限等を編集でき 

ます。 

※公開期間開始日時は変更できません。 

「変更」をクリック 

 →項番６－４①画面へ移動します。 

クーポンの確認ができます。 

（内容の編集はできません。） 

 
スタンプラリーに参
加する店舗は、スタ
ンプラリー開始後に
追加できません。初
回に必ず必要店舗
を登録下さい。 

注意 
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７．共通アンケートの設定・編集 

○ グループで共通表示するアンケートの設定です。 

  ７－１．共通アンケートの登録 
  ７－２．共通アンケートの新規登録 
  ７－３．共通アンケートの作成 
  ７－４．共通アンケ－トの一覧表示/編集・削除・アンケート結果取得 
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【グループオーナー管理画面】 

７－１．共通アンケ－トの登録 

■ グループに参加している光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ 
  配信サービス）」で共通表示するアンケートを設定します。 
  ○アンケート →アンケートの登録/編集/削除/結果出力 

「アンケート」をクリック 

 →項番７－２画面へ移動します。 

７－２へ 
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７－２．共通アンケ－トの新規登録 

「新規登録」をクリック 

 →項番７－３画面へ移動します。 

【アンケート管理画面】 

＜端末画面イメージ＞ 

 

公開期間中のアン
ケートは削除できま
せん。削除したい場
合は、「編集」で公開
終了期限を過去日
に変更した上で、改
めて「削除」をクリッ
クします。 

注意 
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【アンケート管理画面】 

７－３．共通アンケ－トの作成 ①名称と説明の入力 

アンケート名称を入力 

アンケート説明を入力 

「次へ」をクリック 

 →項番７ｰ３②画面へ移動します。 
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【アンケート管理画面】 

７－３．共通アンケ－トの作成 ②公開期間の設定 

アンケート公開終了期限有無の設定 

アンケート公開期限開始日時の設定 

アンケート公開期限終了日時の設定 

「次へ」をクリック 

 →項番７－３③画面へ移動します。 

 
「公開終了期限無
し」を選択した場合、
「公開期限終了日
時」が非表示になり
ます。 

備考 
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1件のアンケートに、
最大10問の質問が
作成でき、1問の質
問ごとに、10件の選
択肢が登録可能で
す。 

備考 
【アンケート管理画面】 

「設問追加」をクリック 
 →項番７－３④画面へ移動 

７－３．共通アンケ－トの作成 ③設問の追加 



49 

７－３．共通アンケ－トの作成 ④設問詳細の設定 

 
1件のアンケートに、
最大10問の質問が
作成でき、1問の質
問ごとに、10件の選
択肢が登録可能で
す。 

備考 
【アンケート管理画面】 

設問形式を選択します。 
・複数回答不可・・・選択肢から1つの 
 回答を選ぶ形式です。 
・複数回答可・・・選択肢からあてはまる 
 全ての回答を選ぶ形式です。 
・フリーテキスト・・・自由記述の回答形式 
 です。 

「確定」をクリック 
 →項番７－３⑤画面へ移動します。 

アンケート内容（質問文）を入力 

回答が必須か任意かを選択 

設問形式を「複数回答不可/複数回答可」 
とした場合の、選択肢を入力 

左枠に入力した選択肢を登録するため、 
「回答選択内容を追加」をクリック 

誤って追加してしまった選択肢は「削除」 
をクリック 
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1件のアンケートに、
最大10問の質問が
作成でき、1問の質
問ごとに、10件の選
択肢が登録可能で
す。 

備考 
【アンケート管理画面】 

設定済みの設問を変更する場合は、 
「編集」をクリック 
 →項番７－３④画面（編集版）へ移動 

７－３．共通アンケ－トの作成 ⑤設問の追加/編集/削除 

設定済みの設問を削除する場合は、 
「削除」をクリック 

「次へ」をクリック 
 →項番７－３⑥画面へ移動します。 

更に設問を追加する場合は、 
「設問追加」をクリック 
 →項番７－３④画面へ移動します。 



51 

７－３．共通アンケ－トの作成 ⑥アンケート参加店舗の設定 

【アンケート管理画面】 

全店舗の一括選択/解除が 
可能です。 

アンケートに参加する店舗をチェックし 
選択します。 

「次へ」をクリック 
 →項番７－３⑦画面へ移動します。 
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７－３．共通アンケ－トの作成 ⑦アンケート専用クーポンの有無設定 

【アンケート管理画面】  
アンケートに対する
クーポンは、設定しな
いことも可能です。 

備考 

ク－ポン作成有無を選択 

「次へ」をクリック 

 →クーポンを作成する場合、 

  項番７－３⑧画面へ移動します。 

 →クーポンを作成しない場合、 

  項番７－３⑨画面へ移動します。 
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７－３．共通アンケ－トの作成 ⑧アンケート専用クーポンの設定 

【アンケート管理画面】 

ク－ポン名称を入力 

ク－ポン掲載画像を選択 

ク－ポン説明を入力 

ク－ポン利用制限を選択 

ク－ポン発行枚数制限を設定 
（数字は半角で入力下さい） 

「次へ」をクリック 
 →項番７－３⑨1画面へ移動します。 

 
ク－ポンの発行枚数
は制限できます。制
限する場合は、1～
99999枚までの発
行枚数を選択します。 

備考 

 
獲得数に応じたク－
ポンは、アンケート専
用となります。他のコ
ンテンツで獲得でき
るク－ポンからの流
用、およびその逆は
出来ません。 

備考 

 
クーポン画像は、デ
スクトップなどへ保存
されたファイルを読
み込めます。 

備考 

 
クーポン画像は、ス
マ－トフォンや光iフレ
－ム2などからのアッ
プロ－ドはできません。 

注意 
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７－３．共通アンケ－トの作成 ⑨設定内容の確認１ 

【アンケート管理画面】 

アンケートの設定結果を再確認 

獲得クーポンの設定結果を再確認 
※クーポンを作成しない場合は表
示されません。 

「登録」をクリック 
 →項番７－３⑩画面へ移動します。 

改めて設問内容および実施店舗 
を確認できます。 
「設問内容の確認」をクリック 
「実施店舗の確認」をクリック 
 →項番７－３⑨2画面へ移動 
  します。（変更はできません） 
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７－３．共通アンケ－トの作成 ⑨設定内容の確認２ 

【アンケート管理画面】 

設問内容の再確認 

開催店舗の再確認 

 

設問内容および実
施店舗を修正、変更
することはできません。 

注意 
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【アンケート管理画面】 

７－３．共通アンケ－トの作成 ⑩設定完了 

設定が完了したので、自動で一覧表示 

画面に移動 
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必要に応じ「編集」をクリック 

（編集・・・アンケートの公開期限を編集 

できます。設問やクーポン等は編集 

できません。） 

 →項番７－４②画面へ移動 

必要に応じ「削除」をクリック 

（削除・・・アンケートを削除できます） 

アンケート結果を確認したい場合、 

「アンケート結果取得」をクリック 

 →項番７－４③画面へ移動 

【アンケート管理画面】 

７－４．共通アンケ－トの一覧表示/編集・削除・アンケート結果取得 ① 

登録済みのアンケート名称が表示されます。 

登録済みのアンケートの公開期限が表示 

されます。 
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【アンケート管理画面】 

設問内容及び実施店舗の確認ができ
ます。 

（内容の編集はできません。） 

 →項番７－３⑨２画面へ移動 

アンケートの公開期限等を編集できます。 

※公開期間開始日時は変更できません。 

クーポンの確認ができます。 

（内容の編集はできません。） 

 →項番７－３⑨２画面へ移動 

「変更」をクリック 

 →項番７－４①画面へ移動します。 

７－４．共通アンケ－トの一覧表示/編集・削除・アンケート結果取得 ② 
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【アンケート管理画面】 

質問内容が表示されます。 
（回答ごとに1行表示されます。） 

回答者の回答内容が表示され 
ます。 

回答数が表示されます。 

＜ＣＳＶファイル出力イメージ＞※画像はMicrosoft Office Excelでファイルを開いた場合 

ＣＳＶ形式のファイルが出力でき 
ます。 

７－４．共通アンケ－トの一覧表示/編集・削除・アンケート結果取得 ③ 

○ 表計算ソフトを利用して、アンケートの回答結果を集計、分析できます。 
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８．共通コンテンツの設定・編集 
  ８－１．共通コンテンツの登録 
  ８－２．共通コンテンツの新規登録 
  ８－３．共通コンテンツの作成 
  ８－４．共通コンテンツの一覧表示/編集/削除 

○ フレッツ・ポータルで来訪者等に配信するオリジナルコンテンツの設定です。 
○ グループオーナー様でご用意頂いた「動画」「写真」「画像」「ドキュメント」を、 
  フレッツ・ポータルにアップロード（保存）し、配信できるようになります。 
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８－１．共通コンテンツの登録 

■ グループに参加している光ステーションが配信する「フレッツ・ポータル（コンテンツ   
  配信サービス）」で共通表示するコンテンツを設定します。 
  ○コンテンツ →コンテンツの登録/編集/削除 

【光ステーション管理ページ グループオーナー管理画面】 

「コンテンツ」をクリック 

 →項番８－２画面へ移動します。 
８－２へ 
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【コンテンツ管理画面】 

８－２．共通コンテンツの新規登録 

「新規登録」をクリック 

 →項番８－３画面へ移動します。 

 
「コンテンツ」は、動
画や画像問わず、最
大30MBの容量の
ファイルを、最大30
件まで登録可能です。 

備考 
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【コンテンツ管理画面】 

８－３．共通コンテンツの作成 ① 

コンテンツ名称を入力 
※64文字以内で入力してください。 

コンテンツ説明を入力 
※512文字以内で入力してください。 

サムネイル画像を選択 
※画像は最大横100ピクセル×縦100ピクセルまで 
  取り込めます。 
※上記以外のサイズの画像を取り込んだ場合は、 
  自動的にリサイズ処理されます。 
※gif、jpg、png形式のみ取り込めます。 

 
「公開終了期限無
し」を選択した場合、
「公開期限終了日
時」が非表示になり
ます。 

備考 

コンテンツ公開期限終了日時の設定 

コンテンツ公開期限開始日時の設定 

コンテンツ公開終了期限有無の設定 

 
サムネイル画像は、
デスクトップなどへ保
存されたファイルを
読み込めます。 

備考 

 
サムネイル画像は、
スマ－トフォンや光i
フレ－ム2などからの
アップロ－ドはできま
せん。 

注意 

コンテンツの種類は下記4種類から選択 
※サムネイル画像を設定しない場合、 
  コンテンツの種類に応じて、基本 
  画像が使用されます。 

コンテンツの
種類 

保存できる 
ファイル形式 

基本サムネイル 
画像 

動画 3gp、mov 動画用画像 

写真 
gif、jpg、png 写真用画像 

画像 

ドキュメント pdf 読み物用画像 
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「登録」をクリック 
 →項番８ｰ４画面へ移動します。 

コンテンツデータを選択 

【コンテンツ管理画面】 

８－３．共通コンテンツの作成 ② 

※コンテンツデータは最大30MBの容量のファイルを最大30件まで登録できます。 
※オリジナルのコンテンツデータはフレッツ・ポータルへの登録以外にお客様自身にて別の方法 
  （ＰＣ上やその他記憶媒体等）で保存するようお願いします。 
※動画はmp4、3gp、mov形式のみ取り込めます。 
※写真・画像はgif、jpg、png形式のみ取り込めます。 
※ドキュメントはpdf形式のみ取り込めます。 
※オリジナルコンテンツ登録の際のファイル名は、半角英数字、”.”(ピリオド)、”-”(ハイフン)、 
  ”_”(アンダースコア)のみ使用可能となっております。ご注意ください。また、コンテンツ 
  データのファイル名に空白が含まれると、登録時や再生時にエラーが発生する場合があります。 
  間を空けたい場合は”-”(ハイフン)、”_”(アンダースコア)等で対応下さい。 

   （ファイル名の設定例：NTT-FLETS_01.pdf） 

 
公開されたコンテン
ツは、店舗等来訪者
が閲覧できるように
なります。個人情報
を含むファイルや、著
作権保護法令に違
反するファイル等の
アップロードは行わ
ないで下さい。また、
それ以外のファイル
のアップロード（保
存）時も、ファイル内
に含まれる情報の取
り扱いにはくれぐれ
もご注意下さい。 

注意 

 
 
取り込めるpdf形式
には条件があります。 
取り込める条件は、
詳細は以下の通りで
す。 
①全てのページが 
  画像形式のタイプ 
②フォントアウトライ 
  ン化したタイプ 
③フォントを埋め込  
  みしたタイプ 
なお、「セキュリティ
設定」はしないでくだ
さい。 
 

注意 
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【コンテンツ管理画面】 

８－４．共通コンテンツの一覧表示/編集/削除 

必要に応じ「削除」をクリック 
（削除・・・コンテンツを削除できます） 

必要に応じ「編集」をクリック 
（編集・・・コンテンツ内容を編集できます。） 
 →項番８－３画面（編集版）へ移動 

 
「コンテンツ」は、動
画や画像問わず、最
大30MBの容量の
ファイルを最大30件
まで登録可能です。 

備考 

 
公開期間中のコンテ
ンツは削除できませ
ん。削除したい場合
は、「編集」で公開終
了期限を過去日に
変更した上で、改め
て「削除」をクリック
します。 

注意 

コンテンツ一覧画面には、「処理状況」が表示されます。 

状況 説明 

処理中 コンテンツの変換中でスマホアプリで一定時間コンテンツを閲覧できない状態。 

※ブラウザ版では「処理中」であってもコンテンツを閲覧可能です。 

公開中 公開期間中でコンテンツを閲覧できる状態。 

休止中 公開期間外でコンテンツを閲覧できない状態。 

処理エラー ファイルフォーマット・サイズ等の問題でコンテンツの変換に失敗した状態。 

コンテンツ登録完了後、FLET‘S 光WiFiかんた
ん接続ツールでのコンテンツ配信開始は、最
大１時間程度かかる場合があります。「状況」
の表示が「公開中」になると表示されますので、
少し時間をおいてからお試しください。 
ブラウザ版でのコンテンツ配信は、登録完了
後すぐに開始されます。（「状況」の表示が「処
理中」でも配信開始されています。） 

 
コンテンツ登録で処
理エラーとなった場
合、ファイルに不備
があるか、サイズ制
限を超えている等の
可能性があります。 
ファイルの内容をご
確認のうえ、再度
アップロードしてくだ
さい。 

注意 
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９．テーマの設定 
  ９－１．テーマの登録 
  ９－２．テーマの管理 
  ９－３．テーマの選択 
  ９－４．テーマの設定 
 

○ グループページのテーマの設定です。 
○ テーマを設定することで、フレッツ・ポータルのトップ画面変更することができ 
  ます。 
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９－１．テーマの登録 

【光ステーション管理ページ グループオーナー管理画面】 

■画面のテーマを登録できます。 
■ テーマとは、画面構成、色、クーポン・アンケート等のアイコン画像及び 
  ボタン等の基本画像をセットにしたテンプレート（雛形）を指します。 
   ○テーマ  →テーマ選択/テーマ設定 

「テーマ」をクリック 
 →項番９－２画面へ移動します。 

９－２へ 
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９－２．テーマの管理 

  ①テーマ選択 →テーマを各ジャンル、スタイルのデザインから選択 
  ②テーマ設定 →上記①で選択したテーマのロゴ画像、背景画像を差し替え 

初期設定時のテーマ
は下記になります。 
 
ジャンル：デフォルト 
テーマ：デフォルト 
スタイル：茶 

備考 

【テーマ管理画面】 

「テーマ選択」をクリック 

 →項番９－３画面へ移動します。 

「テーマ設定」をクリック 

 →項番９－４画面へ移動します。 
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９－３．テーマの選択 ①ジャンル選択 

 

テーマは「業種から
選ぶ」と「テーマから
選ぶ」の二つから選
択できます。 

備考 【テーマ管理画面】 

デフォルト以外の「選択」をクリック 

 →項番９－３②画面へ移動します。 

※業種、テーマについて
は、変更（追加）となる場
合があります。 

デフォルトの「選択」をクリック 

 →項番９－３③画面へ移動します。 
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９－３．テーマの選択 ②スタイル選択(デフォルト以外) 

【テーマ管理画面】 

スタイルを選択 

選択後は「変更」をクリック 

 →変更完了 項番９－２画面へ 

移動します。 
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９－３．テーマの選択 ③スタイル選択(デフォルト) 

【テーマ管理画面】 

スタイルを選択 

選択後は「変更」をクリック 
 →変更完了 項番９－２画面へ 
移動します。 

テーマ：デフォルト(ブルー)を選択した
場合のトップページ、グループ情報ペー
ジのデザインは上記となります。 

 
デフォルトを選択した場
合、エリアトップ画面⇔
グループトップ画面間
の相互リンクがトップ画
面に無いため、両トッ
プ画面間での遷移がで
きません。 

注意 
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９－４．テーマの設定 

 
「テーマのロゴ画像」、
「テーマの背景画像」
は、最大5MBの容量
のファイルまで登録
可能です。 

備考 

テーマの背景画像を選択 

画像設定後は「変更」をクリック 
 →変更完了 項番９－２画面へ 
移動します。 

トップバーのロゴ画像を選択 

画像をデフォルトに 
戻す 

※画像は下記のサイズを推奨します。 
   【トップバーのロゴ画像】： 
  縦20ピクセル×横160ピクセル(縦横比1:8) 
   【テーマの背景画像】： 
   縦540ピクセル×横720ピクセル(縦横比3:4) 
 ※上記以外のサイズの画像を取り込んだ 
   場合は、縦横比を維持して上記サイズに 
   内包される大きさにリサイズされます。 
 ※gif, jpg, png形式のみ取り込めます。 
 ※初めてテーマを設定する場合 
   2012年10月31日以前にグループ画像を 
   設定済みの場合、グループ画像が背景画像 
   に設定されています。テーマ一覧で選択した 
   画像に変更したい場合、「画像をデフォルトに 
   戻す」ボタンを押してください。 
   「画像をデフォルトに戻す」ボタンを押した 
   場合、テーマに設定されているグループ 
   画像は上書きされますのでご注意ください。 
   元に戻す場合は再度グループ画像をアップ 
   ロードしてください。 
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１０．トップ画面設定 

○ グループ内の各光ステーションのトップ画面表示を、一括で設定できます。 

  １０－１．トップ画面設定 
  １０－２．トップ画面の設定・変更 
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１０－１．トップ画面設定 

■グループ内の各光ステーションのトップ画面表示を、一括で設定できます。 
  ○トップ画面設定   →トップ画面表示の設定、グループトップからのリンク設定 

【光ステーション管理ページ グループオーナー管理画面】 

１０－２へ 

「トップ画面設定」をクリック 

 →項番１０－２画面へ移動します。 
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【トップ画面設定画面】 

１０－２．トップ画面の設定・変更 

選択後は「変更」をクリック 
 →変更完了 

トップページスタイルを選択 
※グループ登録されている全ての
光ステーションのトップ画面設定
が変更されます。 

グループトップからのリンク
を選択 
※「リンクを表示しない」「リンクを
表示する」を選択した場合は、グ
ループ登録されている全ての店光
ステーションのグループトップ画面
の表示設定が変更されます。 
※「エリアオーナー設定に従う」を
選択した場合は、各光ステーショ
ンの設定は変更されません。 

 
「グループトップから
のリンク」メニューは、 
「トップページスタイ
ル」でグループ選択
時に表示されます。 

備考 

 
「トップページスタイ
ル」で「エリアトップを
表示する」を選択し
た場合は、「エリアへ
のリンク」は「リンクを
表示する」か「エリア
オーナー設定に従
う」を選択してくださ
い。エリアトップから
グループトップに遷
移した後、エリアトッ
プに戻るためのリン
ク表示が必要となり
ます。 
※3-4参照 

備考 

グループトップ 

エリアトップ 

リンク 

リンク 

「トップページスタイルを選択」 
 来訪者がWi-Fi端末で接続を行った際、 
 ブラウザに表示される画面が「グループトップ」  
 「エリアトップ」のどちらになるかを設定します。 

「グループトップからのリンク」 
 来訪者がWi-Fi端末で接続を行い、グループトップ 
 画面を閲覧した際、ブラウザに表示される画面に 
 「エリアトップ」へのリンクボタンを表示するかを設定 
 します。 

どちらをデフォルトトップに 
するか選択する。 
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１１．プレビューの閲覧 

○ グループオーナー管理ページで設定した内容を、来訪者のWi-Fi端末で 
  見た場合に表示される画面として再現できます。 

  １１－１．プレビューの利用 
  １１－２．プレビューの閲覧 
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【グループオーナー管理画面】 

１１－１．プレビューの利用 

「プレビュー」をクリック 

 →項番１１－２画面へ移動します。 

■ グループオーナー管理ページで設定した内容が、来訪者のWi-Fi端末で 
  見た場合に表示される状態を再現できます。 
  ○プレビュー →プレビューの閲覧 

１１－２へ 
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１１－２．プレビューの閲覧 

【プレビュー管理画面】 

「表示」をクリック 
 →下図のように、Wi-Fi端末で見た 
   場合の再現が表示されます。 

 
プレビューでアンケー
ト等に答えた結果は
記録されません。 

注意 

プレビュー日時（再現したい日時）を
設定します。 
※アンケート等が設定した期限内に
表示されることを確認します。 

＜プレビュー画面＞ 

 
プレビュー日時に表
示される予定のコン
テンツのみ表示され
ます。期間外のコン
テンツ（お知らせや
クーポン等）は表示
されません。 

注意 

 
プレビューはスマート
フォンでの閲覧を想
定し表示されます。 

備考 



79 

１２．レポートの閲覧 

○ グループ内の光ステーションで「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス」 
  が利用された回数等のレポートを集計・表示できます。 

  １２－１．レポートの利用 
  １２－２．レポートの閲覧 
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【グループオーナー管理画面】 

１２－１．レポートの利用 

■ グループ内の光ステーションで「フレッツ・ポータル（コンテンツ配信サービス）」が 
  利用された回数等のレポートを集計・表示できます。 
  ○レポート →レポートの閲覧/結果出力 

１２－２へ 

「レポート」をクリック 

 →項番１２－２画面へ移動します。 
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１２－２．レポートの閲覧 ① 

「日単位/月単位」を選択 

「集計店舗選択」をクリックし、対象と 
なるグループ参加店舗等を選択 

【レポート管理画面】 

「集計開始」をクリック 
 →項番１２－２②または１２－２③ 
   画面へ移動します。 

ＣＳＶの出力内容を選択 
・エリア外からの店舗トップアクセス情報 
 →他の光ステーション導入店舗等から 
   閲覧された回数です。 
・エリア内からの店舗トップアクセス情報 
 →設置している光ステーションに接続 
   した端末から閲覧された回数です。 
・クーポン情報 
 →クーポンの発行された回数です。 

ＣＳＶの出力ができます。 

 
レポートは日単位/
月単位での出力が
可能です。 

備考 

 
レポートの出力単位
により、集計期間の
表示は変化します。 

備考 

＜「月単位」を選択した場合の表示＞ 

＜ＣＳＶファイル出力イメージ＞※画像はMicrosoft Office Excelでファイルを開いた場合 

○ 表計算ソフトを利用して、レポートの 
  回答結果を集計、分析できます。 
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クーポンの発行件数が表示されます。 

店舗等来訪者のアクセス（閲覧）件数が 

表示されます。 

他の光ステーション導入店舗等から、 

店舗情報を閲覧された件数が表示され 

ます。 

１２－２．レポートの閲覧 ②日単位 

【レポート管理画面】 
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クーポンの発行件数が表示されます。 

店舗等来訪者のアクセス（閲覧）件数が 

表示されます。 

他の光ステーション導入店舗等から、 

店舗情報を閲覧された件数が表示され 

ます。 

１２－２．レポートの閲覧 ③月単位 

【レポート管理画面】 
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１３．インフォメーションの閲覧 
  １３－１．インフォメーションについて 

○ インフォメーションは、NTT東日本から、グループオーナー様への連絡内容が 
  掲載されます。 
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１３－１．インフォメ－ションについて 

■ NTT東日本からのお知らせがご覧になれます。 

【グループオーナー管理画面】 



86 

１４．詳細設定 
  １４－１．詳細設定 
  １４－２．光ステ－ション管理ページのログインパスワ－ド変更 

○ 光ステ－ション（フレッツ・ポ－タル）をご利用頂く上で、詳細設定は必要 
  ありません。必要に応じて詳細設定を行ってください。 
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【グループオーナー管理画】 

１４－１．詳細設定 

「パスワ－ド」をクリック 
 →項番１４－２画面へ移動 

１４－２へ 
 
「パスワ－ド」は、「設
定」をクリックすると
プルダウン表示され
ます。 

備考 

■ 光ステ－ション管理ページのログインパスワ－ド（光ステ－ショングループ管理用 
  パスワ－ド）の変更を行うことができます。 
  ○パスワ－ド →光ステ－ショングループ管理ページのログインパスワ－ドを 
               変更 

上級者向け 
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１４－２．光ステ－ション管理ページのログインパスワ－ド変更 

【グループオーナー管理画面】 
現在の光ステ－ション管理用 
パスワ－ドを入力 

任意のパスワ－ドを入力 

任意のパスワ－ドを再入力 

入力後は「変更」をクリック 
 →変更完了 

 
パスワ－ドは、8-16
文字の半角英数字
記号で設定下さい。 

注意 

【注意】 
パスワードを変更する場合は、変更後のパスワードを必ずお控えいただくようお願いします。 
パスワードを忘れた場合の対応はメール問い合わせのみとなります。 
また、パスワードを忘れた場合は、NTT東日本によるパスワードの初期化を行います。光ステーション 
の開通案内に掲載されているパスワードに戻りますので、パスワード変更後も開通案内は必ず保管 
ください。 

■ 光ステ－ショングループ管理ページのログインパスワ－ドの変更を行います。 

上級者向け 


