
 

 

 

 

 

 

 

 

 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 

 

 

 

最終更新日 2018 年 7 月 18 日 

 

株式会社オプティム 

(c)東日本電信電話株式会社 



 

2 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 

1 はじめに ............................................................................................... 3 

2 画面について ......................................................................................... 5 

 

1.1 新デザイン動作環境 ....................................................................................................... 4 

2.1 ダッシュボード画面 ....................................................................................................... 6 

2.1.1 インシデント ............................................................................................................. 8 

2.2 機器 ......................................................................................................................... 12 

2.2.1 認証手順 ................................................................................................................. 13 

2.3 ユーザー .................................................................................................................... 14 

2.4 組織 ......................................................................................................................... 15 

2.5 設定 ......................................................................................................................... 16 

2.5.1 Android ................................................................................................................. 17 

2.5.2 iOS ....................................................................................................................... 20 

2.5.3 Windows ................................................................................................................ 22 

2.5.4 サービス環境設定 ..................................................................................................... 24 

2.6 ログ ......................................................................................................................... 25 

2.7 個人設定 .................................................................................................................... 26 



 

3 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

  

1 はじめに 

 

本マニュアルは、新デザインの管理サイトの利用に際し、画面の見方について説明しています。 
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 1.1 新デザイン動作環境 

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

※Firefox、Google Chrome は最新版のみ対応。 

※Internet Explorer 9をご利用の場合、ダッシュボードのレイアウトが一部崩れることがございます。

機能のご利用に大きな影響はございませんが、Internet Explorer 10 以降のご利用を推奨いたしま

す。 

※横 1,250 ピクセル以上の表示を推奨します。 

※Apple Push 証明書の登録および更新の際、Internet Explorer では Apple Pus Certificates Portal

サイトを表示できないため、Safari、Google Chrome、Firefox 等のブラウザーで開いてください。 

※対応ブラウザーのインストール方法や設定等、また OS に依存する設定に関しては対応いたしかね

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管理サイトと HTTPS 通信(443 番ポート) ができること。 

対応言語 日本語／英語／簡体中文／繁體中文 
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2 画面について 

 

本章から新デザインの管理サイトの画面の見方を説明しています。 

画面内の詳細な操作方法については、｢管理サイトユーザー マニュアル｣の各章を参照ください。 

次ページ以降で各機能について、従来のデザインの管理サイトの画面で該当する名称と、｢管理サイト ユーザーマニュアル｣

の参照先について説明しています。 

※新デザインの管理サイトの画面で探している機能が見つからない場合は、画面下部にある[サイトマップ]を押下しますと

従来のメニュー画面で確認することができます。 

 

 

 

上の画面の赤枠部分について、本マニュアルでは以下の名称を使い説明しています。 

 
項番 名称 

1 ヘッダーメニュー 

2 サブヘッダーメニュー 

3 サイドメニュー 

1 

2 

3 
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 2.1 ダッシュボード画面 

管理サイトにログイン後、TOP 画面にある｢新メニューデザインを利用する｣をクリックすると、以下のダッシュボード画面

に切り替わります。 

 

 

 

上の画面の赤枠部分について、以下になります。 

項番 名称 説明 

1  機器 機器の画面を表示します。 

2  ユーザー ユーザーの画面を表示します。 

3  組織 組織の画面を表示します。 

4  設定 OS 毎の設定画面を表示します。 

5  ログ ログ画面を表示します。 

6  企業名 ログインしている管理サイトの企業名が表示されます。 

7  ユーザー名 ログインしているユーザー名が表示されます。 

8  お知らせ 

サービス企業からのお知らせが表示されます。サービス企業の設定により、表

示内容は異なり、また、お知らせ欄が表示されない場合もあります。右下の[全

て見る] (A)をクリックすると、お知らせ一覧が表示されます。 

9  インシデント 未対応 
未対応のインシデント数を表示します。 

クリックすると、インシデント画面に遷移します。 

10  インシデント 対応中 
対応中のインシデント数を表示します。 

クリックすると、インシデントの画面遷移します。 

11  アラート 

検知対象になっているアラートの総数を表示します。アラートの検知対象の設

定は、通知設定画面で行います。通知設定画面の詳細は、｢管理サイト ユーザ

ーマニュアル 各種設定｣の｢管理－通知設定｣を参照してください。 

クリックすると、アラート画面を表示します。詳細は、｢管理サイト ユーザー

マニュアル 各種設定｣の｢管理－アラート｣参照してください。 

1 

8 

9 10 

12 

15 

16 17 18 19 

2 3 
 

4 
 

5 
 
 

7 
 
 
 

6 
 
 
 

11 

13 14 

(A) 
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 項番 名称 説明 

12  期限 Apple Push 証明書登録 
Apple Push 証明書の有効期限を表示します。 

クリックすると、Apple Push 証明書画面に遷移します。 

13  期限 DEP サーバートークン登録 
DEP サーバートークンの有効期限を表示します。 

クリックすると、DEP サーバートークン登録画面に遷移します。 

14  従来のデザインを利用する 従来のデザインのトップ画面に切り替わります。 

15  利用状況 

・ユーザーライセンス(使用数／契約数) 

 ユーザーの作成状況をグラフと数値で表示します。最大 50,000 ユーザーま

で作成が可能です。ユーザーの新規作成については｢管理サイト ユーザーマニ

ュアル 組織/ユーザー｣の｢ユーザー－ユーザー－ユーザーを新規作成する｣を

参照してください。 

 

・機器ライセンス(使用数／契約数) 

 機器の作成状況をグラフと数値で表示します。最大 50,000 機器まで作成が

可能です。機器の新規作成については｢管理サイト ユーザーマニュアル 管理サ

イトの操作｣の｢管理サイトの操作－機器－表示－機器を新規作成する｣を参照

してください。 

※お客様により表示が異なります。 

 

・資産管理限定機器ライセンス(使用数／契約数) 

 資産管理限定機器の作成状況をグラフと数値で表示します。最大 50,000 機

器まで作成が可能です。機器の新規作成については｢管理サイト ユーザーマニ

ュアル 管理サイトの操作｣の｢管理サイトの操作－機器－表示－機器を新規作

成する｣を参照してください。 

 

・基本パッケージ 

 利用可能な基本機能です。全ての機器で、ご利用いただけます。 

 

・オプションパッケージ(使用数／契約数) 

 利用可能なオプション機能と利用状況をグラフと数値で表示します。オプシ

ョンパッケージを割り当てた機器でのみ、ご利用いただけます。機器へのオプ

ションパッケージ割り当てについては｢管理サイト ユーザーマニュアル 管理

サイトの操作｣の｢管理サイトの操作－機器－パッケージ－機器にオプションパ

ッケージの割り当ておよび解除を行う｣を参照してください。使用数が契約数に

達している場合は、新たにオプションパッケージを割り当てることができませ

ん。 

16  利用規約 利用規約の画面を表示します。 

17  プライバシーポリシー プライバシーポリシーの画面を表示します。 

18  ヘルプ 各種マニュアルへのリンク画面を表示します。 

19  サイトマップ 従来のデザインのメニュー画面の形式で各種機能を表示します。 
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 2.1.1 インシデント 

ダッシュボードで表示しているインシデントを一覧化している画面になります。 

ここでは、何をインシデントとするかのインシデント事象の設定と、設定したインシデントに該当する端末について対応状

況を管理できます。 

 

 

 

項番 名称 説明 

1  インシデント設定 
インシデントの発生するログを設定します。 

クリックすると、インシデント設定画面(9 ページ参照)が表示されます。 

2  対応 

(A)で全て、未対応、対応中、完了、対応不要のいずれか選択し、対象のインシデントが

一覧表示されます。 

※初期値は未対応です。 

3  内容 ログの文言が表示されます。 

4  機器名 
インシデントが発生した機器名を表示します。 

クリックすると、機器画面に遷移します。 

5  電話番号 インシデントが発生した機器の電話番号を表示します。 

6  ユーザー名 インシデントが発生した機器の所有者名を表示します。 

7  日時 インシデント発生日時を表示します。 

8  詳細 
[＞]をクリックすると、各インシデントの詳細画面が表示され、対応の変更(10 ページを

参照)ができます。 

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

(A) 
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 2.1.1.1 インシデント設定 

インシデントの発生するログにチェックを入れて、[保存]をクリックします。 

 

 

 

項目 ログ 対応 OS 

無通信検知 機器「機器名」の通信が最終通信日時から指定期間以上ありませんでした。 全て 

MDM 管理状態の解除 機器「機器名」の MDM 構成プロファイルが削除され管理から外れました。 iOS 

root 化 機器「機器名」のエージェントが端末の root 化を検知しました。 Android 

Jailbreak 機器「機器名」のエージェントが端末の Jailbreak を検知しました。 iOS 

ApplePush 証明書の

有効期限 

Apple Push 証明書の有効期限が YYYY/mm/dd HH:MM:SS に切れます。ご利

用の Apple ID を使用して手順に従って更新してください。 

※有効期限の 30 日前から、インシデントに表示されます。 

－ 
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 2.1.1.2 対応の変更 

[<]をクリックすると、各インシデントの詳細画面が表示され、対応の変更ができます。 

 

 

 

1 

2 

3
1 

4
1 

5
1 

6
1 
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項番 名称 説明 

1  機器名 クリックすると、機器画面に遷移します。 

2  ユーザー名 クリックすると、ユーザー画面に遷移します。 

3  メールアドレス 

クリックすると、メーラーが起動し、インシデントがメールで送信できます。 

※メーラーには以下がで表示されています。 

・件名：対応依頼 

・本文：ログの文言 

4  [対応の変更] クリックすると、対応の変更画面が表示されます。 

5  対応選択 未対応、対応中、完了、対応不要のいずれか選択します。 

6  [保存] 

クリックすると、対象のインシデントの変更した対応が保存され、インシデント一覧画面

に戻ります。 

変更後の対応(A)が表示されます。 

(A) 
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 2.2 機器 

機器の画面では、機器一覧のほか、機器毎の情報に関連した機能を利用できます。 

各機能の具体的な操作方法については、表にある｢参照先マニュアル｣を参照ください。 

サイドメニュー名は、従来の名称と変わっている場合があります。従来のメニュー名については、表にある｢従来のメニュー

名｣を参照ください。 

 

 

 

サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

一覧 機器 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 管理サイ

トの操作｣の｢管理サイトの操作－機器｣ 

17 

認証手順 － 本マニュアルの｢認証手順｣ 13 

全機器一括設定 一括機器設定 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 機器｣の

｢機器－一括機器設定｣ 

11 

入力項目のカスタマイズ 機器カスタム項目 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 機器｣の

｢機器－機器カスタム項目｣ 

7 

CSV で追加 機器インポート（新規） ｢管理サイト ユーザーマニュアル 機器｣の

｢機器－機器インポート（新規）｣ 

15 

CSV で編集 機器インポート（変更） ｢管理サイト ユーザーマニュアル 機器｣の

｢機器－機器インポート（変更）｣ 

17 

CSV をダウンロード 

 機器レポート 機器レポート（エクスポート） ｢管理サイト ユーザーマニュアル 機器｣の

｢機器－機器レポート（エクスポート）｣ 

19 

アプリケーションレポート アプリケーションレポート ｢管理サイト ユーザーマニュアル 機器｣の

｢機器－アプリケーションレポート｣ 

22 
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 2.2.1 認証手順 

認証手順の画面では、端末側で認証をするために必要な情報を確認することができます。 

 

 

 

名称 説明 

Android 用エージェント Android エージェントのダウンロード URL です。 

 

エージェントダウンロード用 QR コード QR コードを読み込んで、Android エージェントをダウンロードできます。 

エージェント認証用 QR コード QR コードを読み込んで、Android エージェントの認証ができます。 

Device Owner Mode キッティング用 QR

コード(Android7.x 以上) 

Android7.0 以上の場合、QR コードを読み込んで、Device Owner Mode キッ

ティングができます。キッティングの詳細については、｢Device Owner Mode 導

入マニュアル｣を参照してください。 

iOS 用セットアップ iOS のライセンス認証 URL です。 

Windows 用エージェント Windows エージェントのダウンロード URL です。 

企業コード ライセンス認証に必要な企業コードです。 

認証コード ライセンス認証に必要な認証コードです 
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 2.3 ユーザー 

ユーザーの画面は、ユーザー一覧のほか、ユーザー毎の情報に関連した機能を利用できます。 

各機能の具体的な操作方法については、｢参照先マニュアル｣を参照ください。 

サイドメニュー名は、従来の名称と変わっている場合があります。従来のメニュー名については、表にある｢従来のメニュー

名｣を参照ください。 

 

 

 

サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

一覧 ユーザー ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユーザ

ー｣の｢ユーザー－ユーザー｣ 

20 

入力項目のカスタマイズ ユーザーカスタム項目 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユーザ

ー｣の｢ユーザー－ユーザーカスタム項目｣ 

31 

CSV で追加 ユーザーインポート（新規） ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユーザ

ー｣の｢ユーザー－ユーザーインポート（新規）｣ 

32 

CSV で編集 ユーザーインポート（変更） ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユーザ

ー｣の｢ユーザー－ユーザーインポート（変更）｣ 

37 

CSV をダウンロード ユーザーエクスポート ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユーザ

ー｣の｢ユーザー－ユーザーエクスポート｣ 

39 
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 2.4 組織 

組織の画面は、組織の一覧のほか、組織毎の情報に関連した機能を利用できます。 

各機能の具体的な操作方法については、｢参照先マニュアル｣を参照ください。 

サイドメニュー名は、従来の名称と変わっている場合があります。従来のメニュー名については、表にある｢従来のメニュー

名｣を参照ください。 

 

 

 

サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

一覧 組織 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユー

ザー｣の｢組織－組織｣ 

6 

CSV で追加 組織インポート（新規） ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユー

ザー｣の｢組織－組織インポート（新規）｣ 

14 

CSV で編集 組織インポート（変更） ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユー

ザー｣の｢組織－組織インポート（変更）｣ 

16 

CSV をダウンロード 組織エクスポート ｢管理サイト ユーザーマニュアル 組織/ユー

ザー｣の｢組織－組織エクスポート｣ 

18 
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 2.5 設定 

設定の画面では、サブヘッダーメニューで OS を選択することで対象の OS で利用できる機能を表示します。 

次ページ以降で OS 毎の設定画面について説明しています。 
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 2.5.1 Android 

サブヘッダーメニューで Android を選択するとサイドメニューに利用可能な機能を表示します。｢>｣が右端についているサ

イドメニューを選択すると、詳細なサイドメニュー名を表示します。 

各機能の具体的な操作方法については、｢参照先マニュアル｣を参照ください。 

サイドメニュー名は、従来の名称と変わっている場合があります。従来のメニュー名については、表にある｢従来のメニュー

名｣を参照ください。 

 

 

 

サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

管理アプリの通信と動作 エージェント共通管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android－エージェント共通管理｣ 

9 

設定テンプレート 設定テンプレート ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android－設定テンプレート｣ 

6 

セキュリティ 

 画面ロック スクリーンロック ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- 使用制限－スクリーンロック｣ 

31 

暗号化 暗号化 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android - セットアップ－暗号化｣ 

62 

位置情報管理 位置情報管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android－位置情報管理｣ 

14 

ウィルス対策機能 ウィルス対策機能 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- ウイルス対策ソフト－ウィルス

対策機能｣ 

47 

機能制限 

 発信先制限 発信先制限 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- 使用制限－発信制限｣ 

42 



 

18 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

カメラ カメラ ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- 使用制限－カメラ｣ 

27 

SD カード SD カード ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- 使用制限－SD カード｣ 

25 

Bluetooth Bluetooth ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- 使用制限－Bluetooth｣ 

29 

アプリケーション 

 アプリケーション禁止 アプリケーション禁止 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- 使用制限－アプリケーション禁

止｣ 

19 

アプリケーション配信 アプリケーション配信 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- セットアップ－アプリケーショ

ン配信｣ 

51 

アプリケーション検知 アプリケーション検知 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- 使用制限－アプリケーション検

知｣ 

44 

App Manager App Manager ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android－App Manager｣ 

16 

インターネット 

 Wi-Fi Wi-Fi ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- セットアップ－Wi-Fi｣ 

55 

Wi-Fi フィルタリング Wi-Fi フィルタリング ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- 使用制限－Wi-Fi フィルタリン

グ｣ 

40 

Web フィルタリング Web フィルタリング ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ブラウザー－Web フィルタリング｣ 

33 

Web 閲覧履歴 Web 閲覧履歴 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ブラウザー－Web 閲覧履歴｣ 

36 

お気に入り お気に入り ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ブラウザー－お気に入り｣ 

38 

便利機能 

 連絡先 連絡先 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- セットアップ－連絡先｣ 

58 

コンテンツ配信ポリシー コンテンツ配信ポリシー ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- セットアップ－コンテンツ配信

ポリシー｣ 

69 

コンテンツ配信 コンテンツ配信 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- セットアップ－コンテンツ配

信｣ 

64 

ファイル配信管理ポリシー ファイル配信管理ポリシー ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- セットアップ－ファイル配信管

理ポリシー｣ 

78 

ファイル配信管理 ファイル配信管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android- セットアップ－ファイル配信管

理｣ 

73 
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オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

  

サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

証明書管理 

 クライアント証明書管理 クライアント証明書管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢証明書管理－クライアント証明書管理｣ 

6 

クライアント証明書一括アッ

プロード 

クライアント証明書一括アッ

プロード 

｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢証明書管理－クライアント証明書一括アッ

プロード｣ 

9 

CA 証明書管理 CA 証明書管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢証明書管理－CA 証明書管理｣ 

11 

ZoneManagement 

 ゾーン ゾーン ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ZoneManagement－ゾーン｣ 

41 

ポリシー ポリシー ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ZoneManagement－ポリシー｣ 

45 

ゾーンポリシー構成 ゾーンポリシー構成 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ZoneManagement－ゾーンポリシー構

成｣ 

47 

Device Owner Mode 

 NFC キッティング（親機を設

定） 

NFC キッティング設定 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Android｣

の｢Android - Device Owner Mode(DOM)－

NFC キッティング設定｣ 

83 

 



 

20 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 2.5.2 iOS 

サブヘッダーメニューで iOS を選択するとサイドメニューに利用可能な機能を表示します。｢>｣が右端についているサイド

メニューを選択すると、詳細なサイドメニュー名を表示します。 

各機能の具体的な操作方法については、｢参照先マニュアル｣を参照ください。 

サイドメニュー名は、従来の名称と変わっている場合があります。従来のメニュー名については、表にある｢従来のメニュー

名｣を参照ください。 

 

 

 

サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

管理アプリの通信と動作 エージェント共通管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS－エージェント共通管理｣ 

7 

設定テンプレート 設定テンプレート ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS－設定テンプレート｣ 

5 

構成プロファイル 

 構成プロファイルアップロー

ド 

構成プロファイルアップロー

ド 

｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS－構成プロファイルアップロード｣ 

13 

構成プロファイル 構成プロファイル ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS－構成プロファイル｣ 

10 

DEP 

 DEP サーバートークン登録 DEP サーバートークン登録 ｢Device Enrollment Program 導入マニュア

ル｣の｢DEP による iPhone/iPad 導入手順－サ

ーバー公開鍵証明書(PEM)ファイルのダウン

ロード｣ 

５ 

DEP 定義プロファイル DEP 定義プロファイル ｢Device Enrollment Program 導入マニュア

ル｣の｢DEP 機器管理－DEP 定義プロファイル

による設定作成｣ 

12 



 

21 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

DEP 機器管理 DEP 機器管理 ｢Device Enrollment Program 導入マニュア

ル｣の｢DEP 機器管理｣ 

15 

アプリケーション 

 VPP ライセンス VPP ライセンス ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS - アプリケーション－VPP ライセンス｣ 

35 

VPP 設定テンプレート VPP 設定テンプレート ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS - アプリケーション－VPP 設定テンプレ

ート｣ 

42 

管理対象アプリポリシー 管理対象アプリポリシー ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS - アプリケーション－管理対象アプリポ

リシー｣ 

46 

オリジナルアプリ登録 オリジナルアプリ登録 ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS - アプリケーション－オリジナルアプリ

登録｣ 

48 

アプリケーション配信 アプリケーション配信 ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS - アプリケーション－アプリケーション

配信｣ 

51 

アプリケーション検知 アプリケーション検知 ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS - アプリケーション－アプリケーション

検知｣ 

57 

インターネット 

 Web フィルタリング Web フィルタリング ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ブラウザー－Web フィルタリング｣ 

33 

Web 閲覧履歴 Web 閲覧履歴 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ブラウザー－Web 閲覧履歴｣ 

36 

お気に入り お気に入り ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ブラウザー－お気に入り｣ 

38 

便利機能 

 ローミング設定 ローミング設定 ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS－ローミング設定｣ 

28 

ホーム画面レイアウト（監視対

象のみ） 

ホーム画面レイアウト ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢iOS－ホーム画面レイアウト｣ 

30 

証明書管理 

 クライアント証明書管理 クライアント証明書管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢証明書管理－クライアント証明書管理｣ 

6 

クライアント証明書一括アッ

プロード 

クライアント証明書一括アッ

プロード 

｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢証明書管理－クライアント証明書一括アッ

プロード｣ 

9 



 

22 

オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 2.5.3 Windows 

サブヘッダーメニューでWindowsを選択するとサイドメニューに利用可能な機能を表示します。｢>｣が右端についているサ

イドメニューを選択すると、詳細なサイドメニュー名を表示します。 

各機能の具体的な操作方法については、｢参照先マニュアル｣を参照ください。 

サイドメニュー名は、従来の名称と変わっている場合があります。従来のメニュー名については、表にある｢従来のメニュー

名｣を参照ください。 

 

 

 

サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

管理アプリの通信と動作 エージェント共通管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows－エージェント共通管理｣ 

7 

設定テンプレート 設定テンプレート ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows－設定テンプレート｣ 

5 

セキュリティ 

 画面ロック スクリーンロック ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows - 使用制限－スクリーンロック｣ 

35 

暗号化 暗号化 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows - セットアップ－暗号化｣ 

45 

位置情報管理 位置情報管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows－位置情報管理｣ 

24 

システムセキュリティ システムセキュリティ ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows－システムセキュリティ｣ 

15 

機能制限 

 外部デバイス 外部デバイス ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows - 使用制限－外部デバイス｣ 

31 
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オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

CD/DVD/ブルーレイ CD/DVD/ブルーレイ ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows - 使用制限－CD/DVD/ブルーレ

イ｣ 

35 

アプリケーション 

 アプリケーション禁止 アプリケーション禁止 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows - 使用制限－アプリケーション

禁止｣ 

27 

アプリケーション配信 アプリケーション配信 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows – セットアップ－アプリケーシ

ョン配信｣ 

49 

MS Office ライセンス管理 MS Office ライセンス管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows－MS Office ライセンス管理｣ 

21 

インターネット 

 Wi-Fi フィルタリング Wi-Fi フィルタリング ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows - 使用制限－Wi-Fiフィルタリン

グ｣ 

37 

プロキシ プロキシ ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows – セットアップ－プロキシ｣ 

47 

お気に入り お気に入り ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ブラウザー－お気に入り｣ 

38 

便利機能 

 パフォーマンス最適化 

 システム設定・診断 システム設定・診断 ｢管理サイト ユーザーマニュアル Windows｣

の｢Windows－システム設定診断｣ 

13 

証明書管理 

 クライアント証明書管理 クライアント証明書管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢証明書管理－クライアント証明書管理｣ 

6 

クライアント証明書一括アッ

プロード 

クライアント証明書一括アッ

プロード 

｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢証明書管理－クライアント証明書一括アッ

プロード｣ 

9 

CA 証明書管理 CA 証明書管理 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢証明書管理－CA 証明書管理｣ 

11 

ZoneManagement 

 ゾーン ゾーン ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ZoneManagement－ゾーン｣ 

41 

ポリシー ポリシー ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ZoneManagement－ポリシー｣ 

45 

ゾーンポリシー構成 ゾーンポリシー構成 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢ZoneManagement－ゾーンポリシー構成｣ 

47 
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オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 2.5.4 サービス環境設定 

サブヘッダーメニューでサービス環境設定を選択するとサイドメニューに利用可能な機能を表示します。 

各機能の具体的な操作方法については、｢参照先マニュアル｣を参照ください。 

サイドメニュー名は、従来の名称と変わっている場合があります。従来のメニュー名については、表にある｢従来のメニュー

名｣を参照ください。 

 

 

 

サイドメニュー名 従来のメニュー名 参照先マニュアル ページ数 

通知設定 通知設定 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢管理－通知設定｣ 

21 

アカウントポリシー アカウントポリシー設定 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢管理－アカウントポリシー設定｣ 

29 

機器認証制御 認証制御設定 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢管理－認証制御設定｣ 

28 

ポータル表示 ポータル表示設定 ｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣

の｢管理－ポータル表示設定｣ 

26 

Apple Push 証明書 Apple Push 証明書登録 ｢管理サイト ユーザーマニュアル iOS｣の

｢Apple Push 証明書－Apple Push 証明書登

録｣ 

61 
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オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 2.6 ログ 

ログ画面では、管理サイトの操作ログと端末から受信したログの確認および、ダウンロードを行うことができます。 

具体的な操作方法については、｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣の P.14｢管理－ログ｣を参照ください。 
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オフィスまるごとサポートデバイスマネジメント 

管理サイト 新デザインガイド 

 

 2.7 個人設定 

ダッシュボード画面右端のユーザー名を押下することで、個人設定と管理サイトからのログアウトを実行することができま

す。 

個人設定の具体的な操作方法については、｢管理サイト ユーザーマニュアル 各種設定｣の P.51｢設定－個人設定｣を参照くだ

さい。 
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