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用語 内容

ＶＰＮ フレッツ･ＶＰＮ ワイド契約者によって構成されるプライベートグループです。ＣＵ
Ｇ(Ｃｌｏｓｅｄ Ｕｓｅｒｓ Ｇｒｏｕｐ)とも呼称します。

企業識別子
ＶＰＮの名前です。ＶＰＮへ接続する際に使用します。

ＶＰＮ契約者 フレッツ･ＶＰＮ ワイドの契約者のことです。契約者の種別はＶＰＮ管理者とＶＰＮ
参加者の2種類があります。

ＶＰＮ管理者 ＶＰＮの管理を行うＶＰＮ契約者です。カスタマコントロールを利用して、ＶＰＮの
様々な設定を行うことができます。

平成２４年１０月より、ＶＰＮ管理者として、フレッツ 光ネクストに加えフレッツ・
ＡＤＳＬ、フレッツ・ＩＳＤＮがご利用可能となりました。

ＶＰＮ参加者 ＶＰＮ管理者の承認のもとＶＰＮに参加するＶＰＮ契約者のことで、ＶＰＮ管理者以
外のＶＰＮ契約者です。ＶＰＮ管理者より通知された情報によりＶＰＮを利用するこ
とができます。

ユーザＩＤ ＶＰＮ契約者が利用するユーザＩＤです。ＶＰＮに接続する際、企業識別子とユーザ
ＩＤを合わせて使用します。

ＶＰＮ暗証番号 ＶＰＮ参加希望者がＶＰＮ参加者申し込みの際に使用する暗証番号です。ＶＰＮの開
設時にＶＰＮ管理者が設定します。

カスタマコントロール ＶＰＮ契約者がＶＰＮ内の各種設定を契約者ご自身で行なうことができる機能のこと
です。

平成２４年１０月より、フレッツ 光ネクストに加えフレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツ・
ＩＳＤＮでもご利用可能となりました。

パスワード ＶＰＮ契約者が利用するパスワードです。ＶＰＮに接続する際、企業識別子とユーザ
ＩＤとあわせて使用します。

アカウント フレッツ･ＶＰＮ ワイドの利用に必要な情報を指します。本サービスでは、ユーザＩ
Ｄ、パスワード、ＩＰアドレス等が含まれます。拠点毎に個々の情報が割り当てられ、
カスタマコントロールにより確認･登録･変更が可能です。

用語定義

用語説明
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第1章 サービス申込受付ページご利用の前に

1.1 サービス申込受付ページとは

サービス申込受付ページとは、フレッツ 光ネクスト、フレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツ・ＩＳＤＮご契約者向けサー
ビス(フレッツ･ＶＰＮ ワイド、ウィルスクリアv6等)のご利用状況の確認･変更や、申し込み等を行うことがで
きる、フレッツ・アクセスサービス契約者専用サイトです。

サービス申込受付ページはサービス情報サイトよりアクセスすることが可能です。

※ サービス申込受付ページログイン時に回線に割当てられた｢お客さまＩＤ｣及び｢アクセスキー｣の入力が必要です。 (6ページを参照)

※ サービス情報サイトに関する詳細はこちら http://flets.com/square/index.html にてご確認ください。

第1部 サービスの申込･廃止･変更の操作について

注)ＩＰv6通信が可能なフレッツ回線はフレッツ・ドット
ネットをご契約しているフレッツ･ＡＤＳＬとなります。

フレッツ 光ネクストご利用の方

フレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツ・ＩＳＤＮご利用の方

※ サービス情報サイト（ＩＰv6）に接続するためには、お客さまの通信環境が、ＩＰv6通信ができる状態であることが条件となります。

注)インターネット接続の際にご利用になるユー

ザＩＤ･パスワードとは異なります。

注)フレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツＩＳＤＮでは一部ご利用いただけない機能がございます。
注）フレッツ・VPN ワイドでは、フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。

サービス申込受付ページネットワーク概要図

※1「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」、および「Ｂフレッツ マンションタイプ」の「フレッツ 光ネクスト」へのサービス移行が完了したエリアについては、
上記のNGN用のサービス情報サイト(NGN IPv6/IPv4)から接続してください。
フレッツ光ネクストへのサービス移行が完了しているかは https://flets.com/news_release/service-migration.html でご確認下さい。

※2「光ネクスト」へのサービス移行が完了しているエリアは「guest@flets」での接続も可能となりますが、「光ネクスト」へのサービス移行が完了していないエリ
アは「guest@flets」での接続はできません。

サービス情報サイト
（IPv4での接続）
＊下記手順が必要です
①専用IDとパスワードでPPPoE接続
【ID】guest@v4flets-east.jp または guest@flets
【PW】guest

②webブラウザ起動後、下記URLを入力
【URL】https://www.v4flets-east.jp/

（IPv6での接続）
【URL】 https://flets-east.jp/
＊機器がIPv6に対応している必要があります

サービス情報サイト
（IPv4での接続）
＊下記手順が必要です
①専用IDとパスワードでPPPoE/PPP接続
【ID】guest@flets
【PW】guest

②webブラウザ起動後、下記URLを入力
【URL】http://www.flets

（IPv6での接続）
【URL】 http://flets-v6.jp/
＊機器がIPv6に対応している必要があります

※カスタマコントロールをご利用になる場合は、下記の
専用URLからログインする必要があります。

カスタマコントロール専用URL
（IPv4での接続）
＊下記手順が必要です
①専用IDとパスワードでPPPoE/PPP接続
【ID】guest@flets
【PW】guest

②webブラウザ起動後、下記URLを入力
【URL】http://www.flets/wso_v4/fletsEastVpnLogin.jsp
※カスタマコントロール専用URLへ接続する際、大文字
小文字に注意してください。

（IPv6での接続）
＊ご利用できません

注)インターネット接続の際にご利用になるユー

ザＩＤ･パスワードとは異なります。

※2

※1
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1.2 サービス申込受付ページでできること

サービス申込受付ページでは、フレッツ 光ネクスト、フレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツ・ＩＳＤＮご契約者向けサービ
ス(フレッツ･ＶＰＮ ワイド、ウィルスクリアv6等)のご利用状況の確認･変更、新規･廃止等、各種申し込み等を
行うことができます。本マニュアルではフレッツ･ＶＰＮ ワイドに関してサービス申込受付ページで行う操作に
ついてご説明します。サービス申込受付ページでは、以下の操作を行うことができます。

第1章 ご利用の前に

ＶＰＮ管理者が開設したＶＰＮへ参加します。ＶＰＮ管理者より登録に必要な情報を通知された上で申し込みを行います。
既存ＶＰＮへの参加をされた方はそのＶＰＮの｢ＶＰＮ参加者｣となります。

■新規ＶＰＮの開設
(プラン10･30/プラン10 プラス･30 プラスをご利用希望で、センタ回線接続サービス、東西接続サービス、サポートオプションの
同時申込が無い場合のみ)

新規ＶＰＮの開設をされた方は、そのＶＰＮの｢ＶＰＮ管理者｣となります。
フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ、ギガファミリー・スマートタイプ、フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ、フレッツ 光ネクス

ト ファミリー・ギガラインタイプ、フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプからのお申込は、プラン10 プラス･30 プラスのみ開設可能
となります。

■既存ＶＰＮへの参加

■ＶＰＮ参加者の廃止

■既存ＶＰＮの廃止

｢ＶＰＮ参加者｣ご本人による操作と、そのＶＰＮの｢ＶＰＮ管理者｣による操作が可能です。｢ＶＰＮ管理者｣が操作する場合は、廃止の
対象となる｢ＶＰＮ参加者｣の同意を得ている必要があります。

｢ＶＰＮ管理者｣のみ操作を行うことができます。そのＶＰＮに参加しているＶＰＮ契約者すべてが廃止となりますので、この操作をする
ＶＰＮ管理者は、そのＶＰＮのＶＰＮ参加者全員の同意を得ている必要があります。

■カスタマコントロール機能
カスタマコントロール機能の詳細につきましては、第2部第6章(Ｐ46以降)をご覧ください。

ＶＰＮ管理者はカスタマコントロールを利用してＶＰＮ暗証番号の変更･アカウント一覧表示及び登録内容詳細確認･ログリポートの
ダウンロードなどが実施できます。
※ＶＰＮ参加者では、カスタマコントロールを利用して行うことが出来るのは、パスワード変更のみとなります。

■プラン変更
プラン10･30/プラン10 プラス･30 プラス間の変更が可能です。
(｢プラン30/プラン30 プラス｣から｢プラン10 /プラン10 プラス｣への変更申込をする場合は、予めＶＰＮ参加者の廃止を行い、
参加拠点数が10拠点以下になるように変更しておく必要があります)
なお、上記以外のプラン変更については、別途書面による申込みが必要となります。

プラン10･30/プラン10 プラス･30 プ
ラスで、センタ回線接続サービス、
東西接続サービス、サポートオプ
ションの利用が無い場合

プラン100･300･1000/プラン100 プ
ラス･300 プラス･1000 プラス

センタ回線接続サービス、東西接
続サービス、サポートオプションを
利用する場合

新規ＶＰＮの開設 ○(ＶＰＮ管理者のみ) × ×

既存ＶＰＮへの参加 ○ ○ ○

既存ＶＰＮの廃止 ○(ＶＰＮ管理者のみ) × ×

ＶＰＮ参加者の廃止 ○ ○ ○

プラン変更 ○(ＶＰＮ管理者のみ) × ×

ＶＰＮ管理者変更 ○※ × ×

■ＶＰＮ管理者変更
プラン10･30/プラン10 プラス･30 プラスの管理者変更を、行うことができます。管理者変更申請者(現参加者)が変更の申請を行い、
現管理者が承認することで変更となります。

※管理者変更申請者(現参加者)と現管理者それぞれからのお申し込みが必要となります。

注)管理者一括請求ご利用のご契約者様は、別途書面による申込みが必要となります。また、フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･
ＩＳＤＮご契約者様は、H24年10月よりカスタマコントロール機能のみご利用いただくことができるようになりました。その他のお申し込みに

ついては、別途書面による申込みが必要となります。
注）フレッツ・VPN ワイドでは、フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。

※フレッツ 光ネクストご契約者様のみお申し込みいただけます。（Bフレッツから光ネクストへの移行が完了したエリアについてもお申し込みいただけます）

修正P.4

修正P.4
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1.3 サービス申込受付ページご利用にあたっての留意事項

サービス申込受付ページのご利用にあたって、以下の留意事項をご確認ください。

第1章 ご利用の前に

サービス申込受付ページで申し込みいただくサービスは、ログインしたフレッツ・アクセスサービスのオプション
サービスとなりますので、必ずサービスをご利用になる回線から申し込みください。
なお、サービス申込受付ページにログインするには、そのフレッツ・アクセスサービスごとに割当てられた｢お客さ

まＩＤ｣及び｢アクセスキー｣の入力が必要です。他の回線に割当てられた｢お客さまＩＤ｣、｢アクセスキー｣を入力して
もログインできません。

｢お客さまＩＤ｣及び｢アクセスキー｣はフレッツ ・アクセスサービスの『開通のご案内』に記載されております。
｢開通のご案内｣を紛失された場合には再度｢開通のご案内｣を郵送させていただきますので、0120-116116(営業時間 午
前9時～午後9時、土･日･祝日も営業。年末年始を除きます。)へお申し込みください。

サービス申込受付ページをご利用いただくには、接続されるフレッツ ・アクセスサービスがすでに開通している必要が
あります。

フレッツ ・アクセスサービスがすでに開通している必要があります

フレッツ･ＶＰＮ ワイドを契約するフレッツ ・アクセスサービスからサービス申込受付ペー
ジにログインします

申込日の当日もしくは翌日が工事日(ご利用開始日)となります

フレッツ･ＶＰＮ ワイドを利用する場合は、フレッツ・アクセスサービスに｢フレッツナン
バー通知機能｣が事前にお申し込みされている必要があります

企業識別子について、お客さま指定のインターネットドメインを指定する場合、ＶＰＮ開設
は弊社営業担当へお問合せください。

注)フレッツ・ＩＳＤＮの場合は発信者番号通知が必要となります

新規VPN開設、既存VPNへの参加、既存VPN廃止、VPN参加者の廃止、プラン変更、VPN管理者の
変更は、フレッツ 光ネクストご契約者様のみお申し込みいただけます。
※管理者一括請求ご利用のご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。

※フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。
※フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様は、カスタマコントロール機能のみご利用いただけます。
※フレッツ・VPN ワイドでは、フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。

サービス申込受付ページのご利用には、弊社指定のOS、ブラウザが搭載されているパソコンが必
要です。ご利用条件は、インターネットに接続した状態で http://flets.com/square/offer.html をご
覧ください。

修正P.5

修正P.5

平成26年2月25日より、「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」、および「Ｂフレッツ
マンションタイプ」は、「フレッツ 光ネクスト」へサービスが順次移行となります。
サービス移行が完了したエリアについては、下記のNGN用のサービス情報サイト(NGN IPv6/IPv4)から接続して

ください。

<サービス情報サイト>

NGN IPv6 ： http://flets-east.jp/ ・ NGN IPv4 ： http://v4flets-east.jp/

フレッツ 光ネクストへのサービス移行の完了エリアについては、

https://flets.com/news_release/service-migration.html でご確認いただけます。



6

1.4 サービス申込受付ページへのログイン手順

サービス申込受付ページへログインするまでの手順を以下に説明します。

｢お客さまＩＤ｣、｢アクセスキー｣を入力しログイン

サービス申込受付ページにログインするには、以下の①～③の手順で設定します。

『開通のご案内』に記載されている｢お客さまＩＤ｣及び｢アクセスキー｣を入力しログインします。

第1章 ご利用の前に

ログインできない場合は、［1.3 サービス申込受付ページご利用にあたっての留意事項］をご確認ください。

サービス申込受付ページログイン画面 サービス申込受付ページトップページ

②【ログイン】をクリック

フレッツ 光ネクストより
｢サービス情報サイト（NGN ＩＰv4） ｣
(http://v4flets-east.jp/)へアクセス

｢サービス情報サイト（NGN ＩＰv4） ｣
のトップページより『サービス申込受付
ボタン』をクリック

インターネット接続の際にご利用になるユーザＩＤ･パスワード
とは異なります。

サービス情報サイト（NGN ＩＰv4）の場合

接続方法：専用ＩＤ/パスワードで接続
【ＩＤ】 guest@v4flets-east.jp または guest@flets
【パスワード】 guest

①｢お客さまＩＤ｣、｢アクセスキー｣を入力

『サービスお申し込みのご案内』ページが
開きます。『こちらからお申し込み･ご変更･
ご確認いただけます。』をクリック

フレッツ 光ネクストより
｢サービス情報サイト（NGN ＩＰv6） ｣
(http://flets-east.jp/)へアクセス

｢サービス情報サイト（NGN ＩＰv6） ｣
のトップページより『サービス申込受付
ボタン』をクリック

サービス情報サイト（NGN ＩＰv6）の場合

『サービスお申し込みのご案内』ページが
開きます。『こちらからお申し込み･ご変更･
ご確認いただけます。』をクリック

*フレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツ・ＩＳＤＮご利用の方

【URL】 http://flets-v6.jp/

サービス情報サイト（ＩＰv6）に接続するためには、
お客さまの通信環境が、ＩＰv6通信ができる状態であることが
条件となります。

※フレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツ・ＩＳＤＮご利用の方
【URL】 http://www.flets/wso_v4/fletsEastVpnLogin.jsp 
【ＩＤ】 guest@flets 【PW】 guest

*「Ｂフレッツハイパーファミリータイプ」、および「Ｂフレッツマンションタイプ」の「フレッツ光ネクスト」へのサービス移行が完了したエリアについては、下記のNGN用のサービス情報
サイト(NGN IPv6/IPv4)から接続してください。フレッツ光ネクストへのサービス移行が完了したかは https://flets.com/news_release/service-migration.htmlでご確認下さい。

※1

※ 1「Ｂフレッツハイパーファミリータイプ」、および「Ｂフレッツ マンションタイプ」の「光ネクスト」へのサービス移行が完了しているエリアは「guest@flets」での接続も可能となりますが、「光ネクスト」へのサービス移行が完了して
いないエリアは「guest@flets」での接続はできません。
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ここでは、フレッツ･ＶＰＮ ワイドをご利用になるまでの流れをご説明します。
それぞれの申し込みについての操作手順は、【第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申し込み操作手順】をご参照ください。

第2章 フレッツ･ＶＰＮ ワイドご利用までの流れ

ＶＰＮ管理者となる方(ＶＰＮ開設者) ＶＰＮ参加者となる方

情報サイトへ接続し｢サービス申込受付
ページ｣にて申し込みを行います。

ステップ1 新規ＶＰＮ開設

ステップ6 既存ＶＰＮへ参加

ステップ4 ＶＰＮ参加者へ

設定情報を通知

ステップ2 ご利用開始

企業識別子、ＶＰＮ暗証番号、ユーザＩＤ、
パスワード等をＶＰＮ参加者へ通知します。

ステップ5 内容確認

ステップ7 ご利用開始

ステップ8 通信可能

ステップ3 拠点情報のアカウント
情報の修正(必要時)

カスタマコントロールを利用し、必要があれば
拠点情報のユーザＩＤ･ＩＰアドレスの修正を
行います。
※登録の操作手順は｢Ｐ52｣をご参照ください。

申し込みの当日もしくは翌日にご利用が開始
されます。工事希望日の設定はできません
ので、申込日には十分ご注意ください。

ＶＰＮ管理者から通知された内容を確認
します。

申し込みの当日もしくは翌日にご利用が
開始されます。

情報サイトへ接続し｢サービス申込受付
ページ｣にて申し込みを行います。

※フレッツ 光ネクストのみ

プラン10･30/プラン10 プラス･30 プラスをご
利用希望で、センタ回線接続サービス、東
西接続サービス、サポートオプションの同時
申込が無い場合

弊社営業担当者へお問合せの上、ＶＰＮ開
設申込書を提出いただきます。

ステップ1 新規ＶＰＮ開設

ステップ2 ご利用開始

ステップ3 アカウント情報の登録、
修正(必要時)

カスタマコントロールを利用し、必要があれば
アカウントの登録、修正を行います。
※登録の操作手順は｢Ｐ52｣をご参照ください。

開通のご連絡をお送りします。

左記以外の場合

※フレッツ 光ネクストのみ

※参加者のご契約後はユー

ザＩＤの変更はできません。
ユーザＩＤにご希望がある
場合はこのタイミングでの
変更が必要となりますので
ご注意ください。
※パスワード、ＩＰアドレ

ス、サブネットマスクにつ
いては任意のタイミングで
変更することができます。

※）フレッツ・VPN ワイドでは、フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。
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第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順

3.1 新規ＶＰＮの開設

ここでは、新規ＶＰＮの開設をされるまでの手順をご説明します。
・フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。
･本手順によりＶＰＮを開設された方がそのＶＰＮの｢ＶＰＮ管理者｣となります。
･新規ＶＰＮ開設時の初期費用として、工事費2，200円(税込)がかかります。
･工事日(ご利用開始日)は申込当日もしくは翌日となります。
･工事希望日(ご利用開始希望日時)の設定はできませんので、申込日には十分ご注意ください。

・請求方法を管理者一括請求としたい場合は、書面でのお申込となります。
･企業識別子をお客さま指定のインターネットドメインとしたい場合は、書面でのお申込みとなります。
弊社営業担当へお申し付けください。

･センタ回線接続サービス及び、東西接続サービス、サポートオプションをＶＰＮ開設時にお申込みいただく場合は、弊社
営業担当へお申し付けください。

･フレッツ・VPN ワイドでは、フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。

1
サービス申込受付ページ(トップページ)

2 ご利用状況詳細

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申し込みでは、お客さま情報に基づき入力願います。

サービス申し込みの前に、
【ご利用上の注意】/【サービス概要】を
ご確認ください。

フレッツ･ ＶＰＮ ワイド
【詳細】をクリック。

フレッツ･ ＶＰＮ ワイドの新規ＶＰＮ開
設【新規ＶＰＮ開設】をクリック。

次ページへ

※フレッツ 光ネクストのみ ※請求方法：契約個別のみ
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第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順

3

4

次ページへ

申込者情報入力

①お申込者の情報を入力してく
ださい。ネットワークを構築･運
営される方も含め｢お名前｣、｢ご
連絡先電話番号｣を入力。

②｢取扱店コード｣(11桁)を入力。
【取扱店コードありの場合】
取扱店コードについては、販売
担当者よりお知らせする取扱店
コードをご入力ください。なお、
英字の場合は、大文字で入力く
ださい。
【取扱店コードなしの場合】
取扱店コードなしの欄へ、
チェックをしてください。

③｢ご連絡先メールアドレス｣を
入力。
このメールアドレスに情報の配
信を希望される場合は、メール
配信カテゴリにチェックをして
ください。

④【次へ】をクリック。

同意書

同意書に同意し、申し込みいただ
く場合【同意する】をクリック。

同意書の内容をご確認ください。
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次ページへ

5 新規ＶＰＮ開設申し込み

④【次へ】をクリック。

②ＶＰＮ暗証番号情報を入力。

申し込み内容確認の上
【申し込み】をクリック

6 新規ＶＰＮ開設 申し込み内容確認

ＶＰＮ暗証番号は、ＶＰＮ管理を行う
上で非常に重要な情報です。ＶＰＮの
セキュリティ向上のため、定期的に変
更することを推奨します。

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順

①プラン名を選択。

③管理者のユーザＩＤ
指定有無を選択。

(”指定あり”の場合は、任意の
ユーザＩＤを入力します。)
指定なしの場合は、｢user01｣と
なります。ＶＰＮ開設後の変更
はできません。

注意)
企業識別子の指定をご希望の
お客さまは、申込受付ページ
でのＶＰＮ開設は行わず、弊
社営業担当者にお問合せくだ
さい。なお、お客さまで指定
可能な企業識別子は、NIC等
に登録されたインターネット
ドメイン名である必要があり
ます。

(注意)
フレッツナンバー通知機能が
事前にお申し込みされていな
い場合は、引き続きお申し込
みを行えません。

ｔａｒｏ (注意)
請求方法を管理者一括請求で
ご希望のお客さまは、申込受
付ページでのＶＰＮ開設は行
わず、弊社営業担当者にお問
合せください。
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この画面に表示される情報は、
ＶＰＮに接続する場合に必要
となりますので、印刷するな
どして保存してください。

7

次ページへ

新規ＶＰＮ開設 受付完了

①印刷画面表示。

印刷画面表示ボタンを押す
と必要情報が印刷画面に表
示されます｡この画面を印
刷し、保存してください。

ＮＴＴ東日本より初期払い出され
るＩＰアドレスは端末型払い出しと
なるため、のサブネットマスクは、
｢255.255.255.255｣となります。

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順

192.168.100.1

192.168.100.2

192.168.100.3

192.168.100.4

192.168.100.5

192.168.100.6

192.168.100.7

192.168.100.8

192.168.100.9

192.168.100.10

192.168.100.11

192.168.100.12

192.168.100.13

192.168.100.14

192.168.100.15

192.168.100.16

192.168.100.17

192.168.100.18

192.168.100.19

192.168.100.20

192.168.100.21

192.168.100.22

192.168.100.23

192.168.100.24

192.168.100.25

192.168.100.26

192.168.100.27

192.168.100.28

192.168.100.29

192.168.100.30

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

ｔａｒｏ ｔａｒｏ
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③お申し込みの流れ。

フレッツ･ＶＰＮ ワイド
の申し込みの流れが記載
されています。ご確認く
ださい。

②セットアップガイド/
カスタマコントロールマ
ニュアルダウンロード
ページへ

セットアップガイドには、
サービスへ接続するための設
定情報が記載されています。

次ページへ

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順
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□ 企業識別子

□ ＶＰＮ暗証番号

本申し込み完了後、 ＶＰＮ参加者となられる方へ、以下の情報を配布(通知)する必要があります。ＶＰＮ参
加者となる方は、既存ＶＰＮへの参加申し込み時、フレッツ･ ＶＰＮ ワイドご利用時、ＶＰＮ管理者より通知
された情報が必要となります。

□ (ＶＰＮ参加者)ユーザＩＤ (注)

□ (ＶＰＮ参加者)パスワード (注)

(注)･･･プラン10･30/プラン10 プラス･30 プラスのＶＰＮを開設した場合、(ＶＰＮ参加者)ユーザＩＤ、
パスワード(その他ＩＰアドレス、サブネットマスク)はＶＰＮ開設時にＶＰＮ管理者に対し、ＮＴＴ東日
本より自動で払いだされます。(ＶＰＮ参加者)ユーザＩＤ･パスワード･ＩＰアドレス･サブネットマスクは、
カスタマコントロールにより、設定を変更することが可能です。ただし、 (ＶＰＮ参加者)ユーザＩＤにつ
いては、当該ユーザＩＤを利用する(参加者が契約する)前のみ、変更可能となります。

ご利用料金は、工事日(ご利用開始日)より課金がはじまります.(日割り計算を行います)

以上で、新規ＶＰＮの開設申し込みは終了です。
ご利用開始日が過ぎましたら、開通の確認(以下①、②)を行ってください。
①サービス申込受付ページ画面のご利用状況が｢利用中｣になっているか
②ＶＰＮに接続可能か ※接続の操作手順は｢セットアップガイド｣をご参照ください。

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順
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3.2 既存ＶＰＮへの参加

ここでは、既存ＶＰＮへ参加申し込みを行うまでの手順をご説明します。
・フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。

・既存ＶＰＮの請求方法が管理者一括請求になっているご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。
･本手順により既存ＶＰＮへ参加申し込みをされた方はそのＶＰＮの｢ＶＰＮ参加者｣となります。
･既存ＶＰＮへの参加時の初期費用として工事費2，200円(税込)がかかります。
･工事日(ご利用開始日)は申込当日もしくは翌日となります。
･工事希望日の設定はできませんので、申込日には十分ご注意ください。
･フレッツ・VPN ワイドでは、フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。

次ページへ

2 ご利用状況詳細

1
サービス申込受付ページ (トップページ)

サービス申し込みの前に、
【ご利用上の注意】/【サービス概要】
をご確認ください。

既存ＶＰＮへ参加
【既存ＶＰＮ参加】をクリック。

フレッツ･ＶＰＮ ワイド
【詳細】をクリック。

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申し込みでは、お客さま情報に基づき入力願います。

本申し込みを行う前に、 ＶＰＮ管理者より以下の情報の配布(通知)を受けていることをご確認ください。

サービス申込受付ページ申し込み時、ＶＰＮ接続時に必要となります。

□ 企業識別子 □ ＶＰＮ暗証番号 □ ユーザＩＤ □ パスワード

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順

※フレッツ 光ネクストのみ ※請求方法：契約個別のみ

修正P.14
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3

申込者情報入力4

次ページへ

③｢ご連絡先メールアドレス｣を
入力。
このメールアドレスに情報の配
信を希望される場合は、メール
配信カテゴリにチェックをして
ください。

④【次へ】をクリック。

同意書

同意書に同意し、申し込みいただ
く場合【同意する】をクリック。

同意書の内容をご確認ください。

②｢取扱店コード｣(11桁)を入力。
【取扱店コードありの場合】
取扱店コードについては、販売
担当者よりお知らせする取扱店
コードをご入力ください。なお、
英字の場合は、大文字でご入力
ください。
【取扱店コードなしの場合】
取扱店コードなしの欄へ、
チェックをしてください。

①お申込者の情報を入力してく
ださい。ネットワークを構築･運
営される方も含め｢お名前｣、｢ご
連絡先電話番号｣を入力してくだ
さい。

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順
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次ページへ

5

②【次へ】をクリック

①｢企業識別子｣、｢ ＶＰＮ暗証番
号｣、｢ユーザＩＤ｣を入力。

6 既存ＶＰＮ参加申し込み内容確認

申し込み内容確認の上
【申し込み】をクリック。

ＶＰＮ管理者より配布されている内容と
ＶＰＮ参加希望者の申し込み内容との
不一致により、申し込みが受け付けられ
ない場合がありますのでご注意ください。
(例)
･ ＶＰＮ参加者からの申し込み前に、

ＶＰＮ管理者が『ＶＰＮ暗証番号』
を変更している場合。

これらのユーザ情報の詳細については、
ＶＰＮ管理者にお問合せください。

既存ＶＰＮ参加申し込み

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順

ユーザＩＤは、参加申込完了後、
変更することはできません。Ｖ
ＰＮ管理者から受領したユーザ
ＩＤからの変更を希望される場
合は、ＶＰＮ管理者に依頼して
ください。

フレッツナンバー通知機能が事
前にお申し込みされていない場
合は、引き続きお申し込みを行
えません。
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7 既存ＶＰＮ参加 受付完了

この画面に表示される情報は、
ＶＰＮに接続する場合に必要とな
りますので、印刷するなどして保
存してください。

①【印刷画面表示】
をクリック

印刷画面表示ボタンを押すと必要情
報が印刷画面に表示されます｡この画
面を印刷し、保存してください。

次ページへ

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順
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以上で、既存ＶＰＮへの参加申し込みは終了です。
ご利用開始日が過ぎましたら、開通の確認(以下①、②)を行ってください。
①サービス申込受付ページ画面のご利用状況が｢利用中｣になっているか
②ＶＰＮに接続可能か※接続の操作手順は｢セットアップガイド｣をご参照ください。

ご利用料金は、工事日(ご利用開始日)より課金がはじまります。(日割り計算を行います)

セットアップガイドには、サービス
へ接続するための設定情報が記載さ
れています。

②セットアップガイド
ダウンロードページへ。

③申し込みの流れ。

フレッツ･ＶＰＮワイドの申し込み
の流れが記載されています。ご確認
ください。

第3章 フレッツ･ＶＰＮ ワイド申込操作手順
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4.1 既存ＶＰＮの廃止

ここでは、既存ＶＰＮの廃止を行う手順をご説明します。本操作を実行できるのは、そのＶＰＮの｢ＶＰＮ管理者｣のみで
す。既存ＶＰＮを廃止すると、そのＶＰＮにご契約している｢ＶＰＮ契約者｣全員が廃止となります。｢ＶＰＮ管理者｣は本操
作を行う前に、そのＶＰＮの｢ＶＰＮ参加者｣全員に既存ＶＰＮを廃止することについて同意を得ている必要があります。既
存ＶＰＮの廃止にかかる工事費はありません。既存ＶＰＮの廃止申し込み完了をもってご利用終了となりますので、廃止申
込日には十分ご注意ください。
※フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。
※既存ＶＰＮの請求方法が管理者一括請求になっているご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。

次ページへ

1 サービス申込受付ページ (トップページ)

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申込では、お客さま情報に基き入力願
います。

※フレッツ･ＶＰＮ ワイドのご利用廃止に際し、お客さまルータにおけるフレッツ･ＶＰＮ ワイドへの接続先設定が残ることで、
ＮＧＮへの不要な接続要求が発生する場合があります。
ＶＰＮ廃止後は、ＶＰＮ管理者、ＶＰＮ参加者全てにおいてお客さまルータにおけるフレッツ･ＶＰＮ ワイドへの接続先設定
を削除いただきますようお願いいたします。

フレッツ･ ＶＰＮ ワイド
【詳細】をクリック。

第4章 廃止申込操作手順

※フレッツ 光ネクストのみ ※請求方法：契約個別のみ
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第4 章 廃止申込操作手順

次ページへ

3 廃止申込者情報入力

①申込者情報を入力。
｢お名前｣
｢ご連絡先電話番号｣

②【次へ】をクリック。

2 ご利用状況詳細

ご利用状況が｢利用中｣と表示されて
いない場合、【 ＶＰＮ廃止】申し込
みボタンは現れません。(ＶＰＮ廃止
申し込み不可)

廃止を行うＶＰＮの
【ＶＰＮ廃止】申し込みをクリッ
ク。
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5

ＶＰＮ廃止 申し込み内容確認

以上で、既存ＶＰＮの廃止申し込みは終了です。

月額利用料は、廃止申込日(サービス申込受付ページ投入日)の前日までの課金となります。
(日割り計算を行います)

4

ＶＰＮ廃止 受付完了

内容を確認いただき
【ＯＫ】をクリック。

画面のご案内に承諾されない場
合は、クリックせずに申込を中
断してください。

画面のご案内に承諾されない場
合は、クリックせずに申込を中
断してください。

ＶＰＮ参加者よりお問い合わせが
あった際に、この画面に表示され
ている情報が必要となることがあ
りますので、印刷するなどして保
存してください。

画面印刷(保存)

承諾いただく場合
【承諾の上で廃止】をクリック。

第4 章 廃止申込操作手順

※サービス情報サイト上で廃止申込に関する受付完了のご案内が表示される
場合があります。
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4.2 ＶＰＮ参加者の廃止

ここでは、ＶＰＮ参加者の廃止を行う手順をご説明します。本操作を実行できるのは、廃止を申込まれる｢ＶＰＮ参加者｣ご
本人、もしくはそのＶＰＮの｢ＶＰＮ管理者｣です。｢ＶＰＮ管理者｣が本操作を実行する場合は、事前に廃止の対象となる｢ＶＰ
Ｎ参加者｣に同意を得ている必要があります。ＶＰＮ参加者の廃止にかかる工事費はありません。ＶＰＮ参加者の廃止申し込み
完了をもってご利用終了となりますので、廃止申込日には十分ご注意ください。

※フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。
※既存ＶＰＮの請求方法が管理者一括請求になっているご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。

4.2.1 ＶＰＮ参加者本人による操作

次ページへ

1 サービス申込受付ページ (トップページ)

フレッツ･ ＶＰＮ ワイド【詳
細】をクリック。

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申込では、お客さま情報に基き入力願
います。

※フレッツ･ ＶＰＮ ワイドのご利用廃止に際し、お客さまルータにおけるフレッツ･ＶＰＮ ワイドへの接続先設定が残ることで、
ＮＧＮへの不要な接続要求が発生する場合があります。
ＶＰＮ参加者廃止後は、廃止したＶＰＮ参加者においてお客さまルータにおけるフレッツ･ ＶＰＮ ワイドへの接続先設定を削
除いただきますようお願いいたします。

第4 章 廃止申込操作手順

※フレッツ 光ネクストのみ ※請求方法：契約個別のみ

修正P.22



23

次ページへ

3 廃止申込者情報入力

①申込者情報を入力。
｢お名前｣
｢ご連絡先電話番号｣

②【次へ】をクリック。

2 ご利用状況詳細

ご利用状況が｢利用中｣と表示されて
いない場合、【 ＶＰＮ廃止】申し込
みボタンは現れません。( ＶＰＮ廃
止申し込み不可)

廃止を行うＶＰＮの
【ＶＰＮ参加者廃止】申し込
みをクリック。

第4 章 廃止申込操作手順
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以上で、ＶＰＮ参加者の廃止申し込みは終了です。

ご利用料金は、廃止申込日(サービス申込受付ページ投入日)の前日までの課金となります。
(日割り計算を行います)

参加者廃止 申し込み内容確認4

申し込み内容確認の上
【廃止する】をクリック。

5 参加者廃止 受付完了

ＶＰＮ管理者やＶＰＮ参加者からお問
い合わせがあった際に、
この画面に表示されている情報が必
要となることがありますので、印刷す
るなどして保存してください。

画面印刷(保存)

第4 章 廃止申込操作手順

ユーザＩＤの再利用は、廃止
工事完了後に可能となります。
廃止工事は当日または翌日に

完了となります
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4.2.2 ＶＰＮ管理者による操作

1 サービス申込受付ページ (トップページ)

次ページへ

2

フレッツ･ＶＰＮ ワイド
【詳細】をクリック。

ご利用状況詳細

ユーザ種別が｢管理者｣と表示
されていることをご確認ください。

ＶＰＮ参加者廃止を行うＶＰＮの
【ＶＰＮ参加者廃止】申し込みを
クリック。

第4 章 廃止申込操作手順

フレッツ･アクセスサービス(フレッ
ツ 光ネクスト以外)のＶＰＮ参加者
を廃止される場合は、お手数ですが、
弊社販売担当者までご連絡ください。
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3 廃止申込者情報入力

次ページへ

4 廃止対象者選択

廃止させるＶＰＮ参加者を確認し、
【廃止】をクリック。

①申込者情報を入力。
｢お名前｣
｢ご連絡先電話番号｣

②【次へ】をクリック。

第4 章 廃止申込操作手順
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以上で、ＶＰＮ参加者の廃止申し込みは終了です。

ご利用料金は、廃止申込日(サービス申込受付ページ投入日)の前日までの課金となります。
(日割り計算を行います)

参加者廃止 申し込み内容確認5

申し込み内容確認の上
【承諾の上で廃止する】
をクリック。

6 参加者廃止 受付完了

ＶＰＮ管理者やＶＰＮ参加者から
お問い合わせがあった際に、
この画面に表示されている情報が
必要となることがありますので、
印刷するなどして保存してくださ
い。

画面印刷(保存)

内容を確認いただき
【ＯＫ】をクリック。

第4 章 廃止申込操作手順

ユーザＩＤの再利用には、廃止
工事完了後に可能となります。
廃止工事は当日または翌日に
完了となります

画面のご案内に承諾されない場
合は、クリックせずに申込を中
断してください。
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5.1 プラン変更

ここでは、センタ回線接続サービス、東西接続サービス、サポートオプションの利用が無い場合のプラン10･30/プラン10 
プラス･30 プラス間の変更を行う手順をご説明します。本操作を実行できるのは、そのＶＰＮの｢ＶＰＮ管理者｣のみです。
｢プラン30/プラン30 プラス｣から｢プラン10/プラン10 プラス｣への変更申込をする場合は、予めＶＰＮ参加者の廃止を行

い、参加拠点数が10拠点以下になるようにしておく必要があります。(参加者拠点が10拠点以下でないとお申込できません)
またプラン10･30/プラン10 プラス･30 プラス間以外のプラン変更を行う場合は、別途書面による申込が必要となります

ので、別途弊社営業担当者へお申し付けください。
プラン変更に伴い、サービスが一時利用できない状態がございます。また、プラン変更工事完了後、全拠点の通信端末等

の再接続が必要となります。

プラン変更後、ご利用中の企業識別子、ユーザ情報等は全て引き継ぎますが、未契約のユーザＩＤ、パスワード、ＩＰア
ドレス、サブネットマスクは削除されます。なお、お客さまが新たにuser（大文字、小文字問わず）から始まるユーザＩＤ
を作成することはできません。

フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。

1 サービス申込受付ページ (トップページ)

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申込では、お客さま情報に基き
入力願います。

プラン変更にあたりＶＰＮ参加者を廃止した場合は、廃止したＶＰＮ参加者においてお客さまルータにおけるフレッツ･ＶＰＮ
ワイドへの接続先設定を削除いただきますようお願いいたします。

フレッツ･ ＶＰＮ ワイド
【詳細】をクリック

第5章 変更申込操作手順

※フレッツ 光ネクストのみ ※請求方法：契約個別のみ

次ページへ

※フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。
※既存ＶＰＮの請求方法が管理者一括請求になっているご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。
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第5章 プラン変更申込操作手順

次ページへ

2 ご利用状況詳細

ご利用状況が｢利用中｣と表示されて
いない場合、【プラン変更】申し込み
ボタンは現れません。(プラン変更申
し込み不可)

プラン変更を行うＶＰＮの
【プラン変更】申し込みを
クリック。

｢プラン30/プラン30 プラス｣から｢プ
ラン10/プラン10 プラス｣へ変更する
場合は、予めＶＰＮ参加者の廃止を行
い、参加拠点数が10拠点以下になるよ
うにしておく必要があります)
なお、上記以外のプラン変更について
は、別途書面による申込みが必要とな
ります。
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第5章 プラン変更申込操作手順

次ページへ

3 申込者情報入力

①お申込者の情報を入力。
ネットワークを構築･運営される
方も含め｢お名前｣、｢ご連絡先電
話番号｣を入力してください。

②｢取扱店コード｣(11桁)を入力。
【取扱店コードありの場合】
取扱店コードについては、販売
担当者よりお知らせする取扱店
コードをご入力ください。なお、
英字の場合は、大文字でご入力
ください。
【取扱店コードなしの場合】
取扱店コードなしの欄へ、
チェックをしてください。

③｢ご連絡先メールアドレス｣を
入力。
このメールアドレスに情報の配
信を希望される場合は、メール
配信カテゴリにチェックをして
ください。

④【次へ】をクリック。
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第5章 プラン変更申込操作手順

次ページへ

4 プラン変更申し込み

5 プラン変更申し込み内容確認

①申し込み内容確認の上
【プラン変更】をクリック。

①プランを選択。

追加P.31

②【プラン変更】をクリック。
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次ページへ

申し込み内容確認の上
【承諾の上で変更】をクリック。

6 プラン変更 申し込み内容確認

第5章 プラン変更申込操作手順

内容を確認いただき
【ＯＫ】をクリック。

画面のご案内に承諾されない場
合は、クリックせずに申込を中
断してください。
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7

第5章 プラン変更申込操作手順

プラン変更 受付完了

この画面に表示される情報は、
ＶＰＮに接続する場合に必要
となりますので、印刷するな
どして保存してください。

①【印刷画面表示】
をクリック。

印刷画面表示ボタンを押す
と必要情報が印刷画面に表
示されます｡この画面を印
刷し、保存してください。

□ 企業識別子

□ ＶＰＮ暗証番号

本申し込み完了後｢プラン10/プラン10 プラス｣から｢プラン30/プラン30 プラス｣へ変更した場合、新たに
ＶＰＮ参加者となられる方へ、以下の情報を配布(通知)する必要があります。 新たにＶＰＮ参加者となる方
は、既存ＶＰＮへの参加申し込み時、フレッツ･ ＶＰＮ ワイドご利用時、ＶＰＮ管理者より通知された情報
が必要となります。

□ (ＶＰＮ参加者)ユーザＩＤ (注)

□ (ＶＰＮ参加者)パスワード (注)

(注)･･･新たにＶＰＮ参加者となられる方の(ＶＰＮ参加者)ユーザＩＤ、パスワード(その他ＩＰアドレス、
サブネットマスク)は、ＶＰＮ管理者がカスタマコントロールにより設定する必要があります。
プラン変更時に利用中(参加者が契約中)のユーザＩＤ、パスワード(その他ＩＰアドレス、サブネットマス
ク)は、プラン変更後も引き続きご利用いただけますが、利用中でなかった(参加者が契約していない)ユー
ザＩＤ等は、プラン変更後には引き継がれませんので、ご注意ください。

ご利用料金は、工事日(変更適用日)より課金がはじまります.(日割り計算を行います)

以上で、プラン変更の開設申し込みは終了です。
変更適用日が過ぎましたら、開通の確認(以下①、②)を行ってください。
①サービス申込受付ページ画面のご利用状況が｢利用中｣になっているか
②ＶＰＮに接続可能か※接続の操作手順は｢セットアップガイド｣をご参照ください。
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5.2 ＶＰＮ管理者変更

ここでは、ＶＰＮ管理者変更を行う手順をご説明します。
ＶＰＮ管理者変更を実施する場合は、予め新管理者(申請者：現参加者)が申し込みを行った後、現管理者が｢承認｣の申請

をすることでＶＰＮ管理者が変更となります。新管理者がお申し込みを行ったあと、お申し込みを実施した日を含む2日以
内に、現管理者からの｢承認｣の申請がなかった場合には、ＶＰＮ管理者変更のお申し込み自体、取り消しとなります。
またプラン10･30/プラン10 プラス･30 プラス以外、またはセンタ回線接続サービス、東西接続サービス、サポートオプ

ションの利用がある場合は、書面による申込が必要となりますので、別途弊社営業担当者へお申し付けください。

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申込では、お客さま情報に基き入力願います。

お申し込みの流れ(フレッツ･ＶＰＮ ワイド 管理者変更)

ＶＰＮ新管理者(現参加者) ＶＰＮ現管理者

ステップ1 新管理者申し込み

サービス情報サイトへ接続し、｢サービス
申込受付ページ｣にて申し込みを行います。

新管理者からの管理者変更の申請に対して、
｢承認｣･｢否認｣を実施します。

ステップ4 現管理者 承認･否認

ステップ2 現管理者への連絡

現管理者に対し、管理者変更の申請実施につい
て、連絡します。

申込受付完了日を含む2日間以内に管理者による
承認が実施されなかった場合、管理者変更のお申
し込みは自動的に取り消されます。

ステップ3 現管理者申し込み

サービス情報サイトへ接続し、｢サービス
申込受付ページ｣にて申請に対する申し込みを
行います。

【承認の場合】 【否認の場合】

新管理者による管理者変更
の申請は、無効となります。

ステップ5 管理者変更

※ＶＰＮ新管理者(現参加者)が、ＶＰＮ管理者変更の申請を実施した場合には、該当ＶＰＮへの参加者の追加やプラン変更等、
他のお申し込みが一時的にできなくなる期間が発生いたします。

※管理者一括請求をご利用の場合は管理者変更ができません。

※フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様は別途書面による申込みが必要となります。
※フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。

※フレッツ 光ネクストのみ ※請求方法：契約個別のみ
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第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順

次ページへ

1

フレッツ･ ＶＰＮ ワイド
【詳細】をクリック

サービス申込受付ページ

ＶＰＮ新管理者(現参加者)のお申し込み
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次ページへ

2
ご利用状況詳細

ご利用状況が｢利用中｣と表示されて
いない場合、【管理者変更】申し込み
ボタンは表示されません。
(管理者変更の申込み不可)

【管理者変更】を クリック。

プラン10･30/プラン10 プラス･30 
プラス以外、またはセンタ回線接続
サービス、東西接続サービス、サポー
トオプションの利用がある場合は、別
途書面による申込が必要となりますの
で、別途弊社営業担当者へお申し付け
ください。

ＶＰＮ新管理者(現参加者)のお申し込み

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順

*

*

*

01

B
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次ページへ

3 申込者情報入力

①お申込者の情報を入力。
ネットワークを構築･運営される
方も含め｢お名前｣、｢ご連絡先電
話番号｣を入力してください。

②｢ご連絡先メールアドレス｣を
入力。
このメールアドレスに情報の配
信を希望される場合は、メール
配信カテゴリにチェックをして
ください。

③【次へ】をクリック。

ＶＰＮ新管理者(現参加者)のお申し込み

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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次ページへ

4 申し込み内容確認

①申し込み内容確認の上
【申し込み】をクリック。

ＶＰＮ新管理者(現参加者)のお申し込み

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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5 管理者変更(新管理者) 申込受付完了

ＶＰＮ新管理者(現参加者)のお申し込み

弊社からの現管理者への管理者
変更の連絡はいたしません。
ご注意ください。

新管理者から管理者変更のお申込
み完了日を含む2日間以内に現管
理者よる承認が実施されなかった
場合、管理者変更の申込みは自動
的に取り消しされます。

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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次ページへ

1

フレッツ･ ＶＰＮ ワイド
【詳細】をクリック

サービス申込受付ページ

ＶＰＮ現管理者のお申し込み

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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次ページへ

2
ご利用状況詳細

新管理者の｢管理者変更｣の申請がない
場合、【管理者変更 承認･否認】の
申し込みボタンは表示されません。

【管理者変更 承認･否認】
を クリック。

ＶＰＮ現管理者のお申し込み

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順

*

*

*

*

*

01

A
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次ページへ

3 申込者情報入力

①お申込者の情報を入力。
ネットワークを構築･運営される
方も含め｢お名前｣、｢ご連絡先電
話番号｣を入力してください。

②｢ご連絡先メールアドレス｣を
入力。
このメールアドレスに情報の配
信を希望される場合は、メール
配信カテゴリにチェックをして
ください。

③【次へ】をクリック。

ＶＰＮ現管理者のお申し込み

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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次ページへ

4 管理者変更(現管理者)承認･否認

申し込み内容確認の上
【承認】をクリック。

【承認の場合】

5 管理者変更(現管理者)承認確認

申し込み内容確認の上
【変更を承認する】をクリック。

ＶＰＮ現管理者のお申し込み【承認の場合】

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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6 管理者変更(現管理者) 承諾受付完了

弊社からの管理者変更の申請者への
連絡はいたしません。

ＶＰＮ現管理者のお申し込み【承認の場合】

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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次ページへ

4 管理者変更(現管理者)承認･否認

申し込み内容確認の上
【否認】をクリック。

【否認の場合】

5 管理者変更(現管理者)否認確認

申し込み内容確認の上
【変更を否認する】をクリック。

ＶＰＮ現管理者のお申し込み【否認の場合】

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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6 管理者変更(現管理者) 否認受付完了

弊社からの管理者変更の申請者への
連絡はいたしません。

ＶＰＮ現管理者のお申し込み【否認の場合】

第5章 ＶＰＮ管理者変更申込操作手順
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第6章 カスタマコントロールご利用の前に

カスタマコントロールとは、フレッツ･ＶＰＮ ワイドの契約者がＶＰＮ内の各種設定を契約者ご自身で行うことができ
る機能のことです。

カスタマコントロールを利用してできることは、ＶＰＮ管理者と参加者とで異なります。本章では、ＶＰＮ管理者とし
ての操作方法等について説明します。

ＶＰＮ参加者がカスタマコントロールを利用して行うことができるのはパスワード変更のみとなります。

ＶＰＮ参加者のカスタマコントロール

6－1 カスタマコントロールとは

サービス申込受付ページ

※1

カスタマ
コントロール
機能

注1)ＩＰv4通信で接続される場合は、サービス情報サイト（NGN IPv4）からとなります。
接続用URL http://www.v4flets-east.jp

【ＩＤ】 guest@v4flets-east.jp または guest@flets 【PW】 guest

注2)フレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツ・ＩＳＤＮ(IPv4通信）で接続される場合は、
カスタマコントロール専用ＵＲＬからとなります。
接続用URL http://www.flets/wso_v4/fletsEastVpnLogin.jsp
【ＩＤ】 guest@flets 【PW】 guest

第2部 お申込後の設定に関する操作について

フレッツ 光ネクストご利用の場合

※フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮご契約者様も、H24年10月よりカスタマコントロール機能のみご利用いただくことができ
るようになりました。

※ フレッツ・ＡＤＳＬ、フレッツ・ＩＳＤＮご利用の場合の、URL、ユーザＩＤ、パスワードについては
［ 1.1 サービス申込受付ページとは ］をご確認ください。

※1「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」、および「Ｂフレッツ マンションタイプ」の「フレッツ 光ネクスト」へのサービス移行が完了した
エリアについては、上記のNGN用のサービス情報サイト(NGN IPv4)から接続してください。
フレッツ 光ネクストへのサービス移行が完了したかは https://flets.com/news_release/service-migration.html でご確認下さい。
フレッツ・VPN ワイドでは、フレッツ 光ネクスト プライオ1、フレッツ 光ネクスト プライオ10、フレッツ光ライトはご利用できません。

※2「光ネクスト」へのサービス移行が完了しているエリアは「guest@flets」での接続も可能となりますが、「光ネクスト」へのサービス移行が完了
していないエリアは「guest@flets」での接続はできません

※1

※2
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6－2 ご利用にあたっての留意事項

第6章 カスタマコントロールご利用の前に

カスタマコントロールのご利用にあたっては、以下の点にご留意ください。

6－3 カスタマコントロールでできること

ＶＰＮ管理者は、カスタマコントロールを利用してＶＰＮの管理やＶＰＮ参加者の利用する情報の設定等を行うことが
できます。

カスタマコントロールを利用して閲覧･設定できるＶＰＮ情報やユーザＩＤおよびパスワード等の管理
については、お客さまご自身に行っていただく必要があります。

カスタマコントロールに設定等を行ってから、設定内容が反映されるまで時間を要する場合があります。

不適正な管理および不正利用等によって発生した損害等については、弊社は一切の責任を負いかねます
ことをご了承いただきます。

ＶＰＮ暗証番号は、ＶＰＮ管理を行う上で非常に重要な情報です。ＶＰＮのセキュリティ向上のため、
定期的に変更することを推奨します。

ＶＰＮ接続用パスワードについては、定期的に変更することを推奨します。

●

●

●

●

●

(2)アカウント情報の変更･削除

(5)ＶＰＮ暗証番号の変更

(6)ログリポートのダウンロード

ユーザＩＤ･ＩＰアドレス等のＶＰＮ参加者が利用する情報の変更を行うことができます。

ユーザＩＤ等登録状況の一覧表示を行うことができます。

ＶＰＮ暗証番号の変更を行うことができます。

ＶＰＮ利用状況(ログ)をダウンロードすることができます。

(1)アカウント情報の確認

※ＶＰＮ参加者の申し込み前に限り、ユーザＩＤの変更･削除が可能です。

(3)アカウント情報の登録(プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合ＣＳＶによる一括登録も可能)
ユーザＩＤ･ＩＰアドレス等のＶＰＮ参加者が利用する情報の登録を行うことができます。

※プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合は、必ず参加者のアカウント情報の登録が必要となります。

(4)アカウント情報のダウンロード(プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合)

登録済みのユーザＩＤ･ＩＰアドレス等の情報をダウンロードすることができます。
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(2)アカウント情報の変更･削除

ＶＰＮ参加希望者はＶＰＮを利用するために、ＶＰＮ管理者から通知された情報に基づきＮＴＴ東日本へ
ＶＰＮ参加申し込みを行う必要があります。

設定上の注意点

1.ユーザＩＤ
2.パスワード
3.ＩＰアドレス/サブネットマスク

カスタマコントロールにて、変更可能な項目

フレッツ･ＶＰＮ ワイドへ接続の際に必要である｢ユーザＩＤ｣、｢パスワード｣、｢ＩＰアドレス｣の変更が可能です。
また、契約が発生していないアカウント情報の削除も可能です。
セキュリティの観点から、ＶＰＮ接続用パスワードについては、定期的に変更することを推奨します。
ユーザＩＤの変更は、ＶＰＮ参加者からの契約が発生する以前のみ変更が可能です。契約後に変更することはできませ
んのでお気をつけください。
また、同一VPN内の全てのユーザIDのIPアドレス、IPセグメント（契約済み、未契約を問わない）をユニークにする必

要があります。
変更時の注意事項は、P66をご確認ください。

設定方法はＰ59～Ｐ61

第6章 カスタマコントロールご利用の前に

(1)アカウント情報の確認

ユーザＩＤ、ＩＰアドレスの利用状況をきっかけに、アカウント情報の一覧表示及び、検索が可能です。
また、個々のアカウント情報について、登録されている内容の詳細を確認することも可能です。

確認方法はＰ54～Ｐ58

(3)アカウント情報の登録(プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合ＣＳＶによる
一括登録も可能)

ＶＰＮ管理者は、ＶＰＮ参加者が申込みする前に｢ユーザＩＤ｣、｢パスワード｣および払い出す｢ＩＰアドレス/サブネット
マスク｣をカスタマコントロールにて登録し、ＶＰＮ参加者に通知する必要があります。

またアカウント情報の登録をＣＳＶにて一括登録することも可能です。

設定方法はＰ62～Ｐ63

(4)アカウント情報のダウンロード(プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合)

ＶＰＮ管理者は、現状登録済みのアカウント情報｢ユーザＩＤ｣、および払い出す｢ＩＰアドレス/サブネットマスク｣をダウ
ンロードすることが出来ます。

設定方法はＰ69

修正P.49
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(6)ログリポートのダウンロード

本機能を利用することにより、ユーザ認証に関わる認証ログ等を確認することができます。

ログファイルダウンロード

ユーザ認証の状況(通信開始、通信終了、認証失敗)が時系列に表示されたログファイルを、1日ごと
にＣＳＶ形式の圧縮ファイル(ＺＩＰ形式)にてダウンロードが可能です。
前日から62日前までのログファイルのダウンロードを行うことができます。

設定方法はＰ72～Ｐ73

･ダウンロードファイルの利用において、ＺＩＰファイルの解凍ソフトはお客さまにてご用意いただく必要が
あります。

ご利用上の注意点

第6章 カスタマコントロールご利用の前に

AccessLog_080818.log.zＩＰ

AccessLog_080818.log.zＩＰ

(5)ＶＰＮ暗証番号の変更

･ＶＰＮ暗証番号はセキュリティ上の観点から、定期的に変更することを推奨します。

設定上の注意点

設定方法はＰ70～Ｐ71

ＶＰＮ暗証番号の変更を行うことができます。旧ＶＰＮ暗証番号を入力後、新しいＶＰＮ暗証番号を入力することによ
り変更が可能です。

ＶＰＮ暗証番号 半角英数字 4桁
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6－4 ＶＰＮ管理者が行うこと

第6章 カスタマコントロールご利用の前に

ＶＰＮ管理者は、ＶＰＮの運用において以下のような管理および設定等を行っていただく必要があります。

アカウント情報の変更･削除

ＶＰＮ暗証番号の変更

ＶＰＮ暗証番号は、ＶＰＮ管理を行う上で非常に重要な情報です。ＶＰＮのセキュリティ向上のため、定期的に変更す
ることを推奨します。

アカウント情報の登録

アカウント情報の確認

ユーザＩＤ･ＩＰアドレス等のＶＰＮ参加者が利用する情報の変更を行うことができます。

※ＶＰＮ参加者の申し込み前に限り、ユーザＩＤの変更･削除が可能です。

ユーザＩＤ･ＩＰアドレス等のＶＰＮ参加者が利用する情報の登録を行うことができます。

※プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合は、必ず参加者のアカウント情報の登録が必要となります。

ユーザＩＤ等登録状況の一覧表示を行うことができます。

ログリポートのダウンロード

ＶＰＮ利用状況(ログ)をダウンロードすることができます。

ユーザＩＤ･ＩＰアドレス等のＶＰＮ参加者が利用する情報の登録は、プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合Ｃ
ＳＶにて一括登録することができます。
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第6章 カスタマコントロールご利用の前に

サービス申込受付ページ(※)

通信可能

ＶＰＮ情報および
ＶＰＮ参加者情報

通知

参加者申し込み希望

既存ＶＰＮ参加申し込み

開通

ＶＰＮ管理者 ＶＰＮ参加者 ＮＴＴ東日本

ＶＰＮ管理者がＶＰＮへの参加を承諾したユーザがいた場合、ＶＰＮ管理者は 必要に応じてＩＰアドレスの修正、かつ
必要な情報(企業識別子･ＶＰＮ暗証番号･ユーザＩＤ)をＶＰＮ参加希望者に通知する必要があります。

ＶＰＮ参加者情報を、
必要に応じて

既存ＶＰＮ参加者に
通知

(1)ＶＰＮ参加者申込み～開通時の流れ

Ｐ14～Ｐ18

(※)フレッツ･ＡＤＳＬ、フレッツ･ＩＳＤＮをご利用の回線からＶＰＮ参加希望をされる場合は、弊社営業担当者までお申し出くださ
い。

工事

･企業識別子
･ＶＰＮ暗証番号
･ユーザＩＤ

サービス申込受付ページ

カスタマコントロール
ユーザＩＤ等

の確認･変更･登録

Ｐ54～Ｐ65
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パスワード紛失申出

確認

ＶＰＮ管理者 ＶＰＮ参加者 ＮＴＴ東日本

ＶＰＮ管理者は、ＶＰＮ参加者からパスワード紛失の申し出を受けた場合、カスタマコントロールを利用して該当す
るユーザＩＤのパスワードを変更します。

新パスワードの通知

通信可能

(2)ＶＰＮ参加者のパスワード紛失時の流れ

ＶＰＮ管理者のパスワード紛失

ＶＰＮ管理者がパスワードを紛失した場合にも、カスタマコントロールにてパスワードを再設定することが可能です。

第6章 カスタマコントロールご利用の前に

サービス申込受付ページ

カスタマコントロール
ＶＰＮ暗証番号変更

Ｐ70～Ｐ71
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7－1 カスタマコントロール全体構成

第7章 カスタマコントロール操作

アカウント設定

ＶＰＮ暗証番号変更

ログリポート

ユーザＩＤ一覧表示

ＩＰアドレス一覧表示

ユーザＩＤ検索一覧表示

アカウント詳細

一覧表示

ユーザＩＤ順に登録されているユーザ
ＩＤを一覧表示します。

ＩＰアドレス順に登録されているユー
ザＩＤを一覧表示します。

検索条件に従い登録されているユーザＩ
Ｄを一覧表示します。

一覧表示において選択したユー
ザＩＤの詳細情報を表示します。
一部設定の変更(パスワード/Ｉ
Ｐアドレスの修正)ができます。

ＶＰＮ管理者およびＶＰＮ参加
者のパスワード変更も可能です。

また、未利用のアカウントにつ
いては、ユーザＩＤの変更、お
よびアカウントの削除が可能で
す。

ＶＰＮの暗証番号を変更できます。

ログファイルのダウンロードを行います。

管理者メニュー

Ｐ54～Ｐ55

Ｐ56～Ｐ57

Ｐ58

Ｐ59～Ｐ61

Ｐ70～Ｐ71

Ｐ72～Ｐ73

アカウントの新規登録
ＶＰＮ管理者は、新たなＶＰＮ参加者用のアカウント情報を
登録することが可能です。 Ｐ62～Ｐ63

アカウントの一括登録
ＶＰＮ管理者は、新たなＶＰＮ参加者用のアカウント情報を
ＣＳＶにて一括登録することが可能です。
(プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合)

Ｐ64～Ｐ65

アカウント情報の
ダウンロード

ＶＰＮ管理者は、登録済みのアカウント情報をダウンロード
することが可能です。(プラン100以上/プラン100 プラス以上
の場合)

Ｐ69
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7－2 アカウント情報の確認

･利用中 ：ＶＰＮ契約者が登録されているユーザ
ＩＤです。

･申込可能：ＶＰＮ契約者が発生していないユーザ
ＩＤです。

※【状態】はＶＰＮ契約者のＶＰＮ接続状態を
表すものではありません

【ＩＰアドレス】
各ユーザＩＤに設定されているＩＰアドレスを表
示します。

ここでは、アカウント情報の検索手順について説明します。検索方法には、｢ユーザＩＤ一覧表
示｣、｢ＩＰアドレス一覧表示｣、 ｢検索一覧表示｣があります。

第7章 カスタマコントロール操作

次ページへ

登録済みのユーザＩＤを一覧表示で表示します。

2 アカウント設定メニュー画面が表示されるので、
ユーザＩＤ一覧表示をクリックします。

1 管理者メニュー画面よりアカウント設定を選
択します。

【サブネットマスク】
各ユーザＩＤに設定されているサブネットマスク
を表示します。

【状態】
ユーザＩＤの利用の有無を表示します。

【ユーザＩＤ】
登録済みのユーザＩＤを表示します。

この画面では、ＶＰＮの全てのユーザＩＤを一覧で
確認できます。

3 ユーザＩＤ一覧が、表示されます。

以下に、ユーザＩＤ一覧表示の表示項目について説明し
ます。

表示項目について

(1)ユーザＩＤ一覧表示

ユーザＩＤを再利用する場合、該当ユーザＩＤを利用
していた前ＶＰＮ参加者のパスワード変更有無を確認
する必要があります。
変更している場合、変更後のパスワードにて利用が
可能となります。
変更後のパスワードが不明な場合、｢7－3.アカウ
ント情報の設定･変更｣(Ｐ59～Ｐ61)｣の手順
により、パスワードを再設定してください。

ユーザＩＤ再利用について

【アカウント設定】を
クリック。

【ユーザＩＤ一覧】を
クリック。
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5

4 ユーザＩＤ毎に設定内容の詳細を確認します。

①選択するユーザＩＤの【詳細】
をクリック。

この画面では、登録済みユーザＩＤの詳細な設定内容を
確認できます。

登録したユーザＩＤ毎に設定内容の変更ができます。
設定変更の手順については｢7－3.アカウント情報の
設定･変更(Ｐ59～Ｐ61)｣をご覧ください。

設定内容を変更する場合

以上で、登録内容の確認は完了です。

設定変更画面にて設定内容を確認します。

第7章 カスタマコントロール操作

【前画面へ戻る】をクリックし、
アカウント一覧表示画面へ。

192 168 100 1

255 255 255 255
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(2)ＩＰアドレス一覧表示

次ページへ

ここでは、各ユーザＩＤに登録したＩＰアドレス一覧を表示します。

2 アカウント設定メニュー画面が表示されるので、
ＩＰアドレス一覧表示をクリックします。

1 管理者メニュー画面よりアカウント設定を選
択します。

3 ＩＰアドレス一覧が、表示されます。

以下に、ＩＰアドレス一覧表示の表示項目について説明
します。

表示項目について

【ＩＰアドレス一覧】
をクリック。

第7章 カスタマコントロール操作

【サブネットマスク】
各ユーザＩＤに設定されているサブネットマスク
を表示します。

【状態】
ユーザＩＤの利用の有無を表示します。
･利用中 ：ＶＰＮ契約者が登録されているユーザ

ＩＤです。
･申込可能：ＶＰＮ契約者が発生していないユーザ

ＩＤです。

※【状態】はＶＰＮ契約者のＶＰＮ接続状態を
表すものではありません

【ＩＰアドレス】
各ユーザＩＤに設定されているＩＰアドレスを表
示します。

【ユーザＩＤ】
登録済みのユーザＩＤを表示します。

【アカウント設定】を
クリック。
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5

4 ＩＰアドレス毎に設定内容の詳細を確認します。

①選択するユーザＩＤの【詳細】
をクリック。

設定変更画面にて設定内容を確認します。

ＮＴＴ東日本にて払いだされたユーザＩＤ毎に一部設
定内容の変更ができます。設定変更の手順については
｢7－3.アカウント情報の設定･変更(Ｐ59～Ｐ61 )｣をご
覧ください。

設定内容を変更する場合

以上で、登録内容の確認は完了です。

この画面では、登録済みユーザＩＤ毎に詳細な設定 内
容を確認できます。

第7章 カスタマコントロール操作

【前画面へ戻る】をクリックし、
アカウント一覧表示画面へ。
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(3)検索一覧表示

ここでは、検索条件に従い登録されているＶＰＮ参加者のユーザＩＤを一覧表示します。

2 検索条件となる項目を入力し、検索を実行します。

1 管理者メニュー画面よりアカウント設定を選
択します。

3

検索条件について

以下に、検索項目の設定方法について説明します。なお、
複数の項目において検索条件を指定することもできます。

【ユーザＩＤ】による検索

文字列の指定によりユーザＩＤの検索をします。
(完全一致している必要があります)

ＩＰアドレスの入力により検索します。また、入力欄
を空欄にすることで、ワイルドカード検索もできます。
(オクテット毎に完全一致)

ワイルドカード指定による検索例

検索条件 検索結果

192.168.10.0
192.168.10.2

192.168.10.255

検索結果として｢192.168.10.0～255｣を含む
ものがすべて表示されます。

192 168 10

ここを空欄で検索

【ＩＰアドレス】による検索

【状態】による検索

ＶＰＮ参加者のユーザＩＤの利用状態を選択するこ
とにより検索します。｢利用｣もしくは｢申込可能｣の
どちらかをプルダウンメニューで選択することで検
索します。

検索条件に一致したユーザＩＤが表示されます。

表示項目について

表示項目については、｢(1)アカウント一覧表示(Ｐ54
～Ｐ55)｣をご覧ください。

①検索条件となる項目を
入力。

【アカウント設定】を
クリック。

【詳細】をクリックし、ア
カウント詳細情報画面へ。

【前画面へ戻る】を
クリックし、検索画
面へ。

第7章 カスタマコントロール操作

②【検索】をクリック。
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7－3 アカウント情報の変更･削除

ここでは、すでに登録してあるアカウント情報の変更について説明します。ＶＰＮ参加者のパ
スワード変更もこの手順で変更します。

1 ｢(1)ユーザＩＤ一覧表示(Ｐ54、Ｐ55)｣
の手順により、ユーザＩＤの一覧を表示します。 2 設定の変更を行います。

アカウント情報の設定変更は、まず｢(1)ユーザＩＤ一覧表示(Ｐ54、Ｐ55)｣、｢(2)ＩＰアドレス一覧表示(Ｐ56、Ｐ57)｣、
｢(3)検索一覧表示(Ｐ58)｣のいずれかにより、設定変更の対象となるＶＰＮ参加者を検索します。
ここでは、｢(1)ユーザＩＤ一覧表示(Ｐ54、Ｐ55)｣により検索したＶＰＮ参加者に対しての設定変更について説明します。

｢(2)ＩＰアドレス一覧表示(Ｐ56、Ｐ57)｣
｢(3)検索一覧表示(Ｐ58)｣からの手順
についても同様です。

①設定変更するユーザＩＤの【詳細】
ボタンをクリック。

次ページへ

設定変更項目について

以下に、項目毎の設定方法について説明します。
入力項目については 7－6注意事項(Ｐ66)を
参照ください。

①【ＩＰアドレス･サブネットマスク】の変更

新たに設定するＩＰアドレスまたはサブネットマスク
を上書き入力します。(現状設定中のＩＰアドレス･サブ
ネットマスクが画面上表示されてます)
ＩＰアドレス、サブネットマスクについては、Ｐ67～Ｐ
68を参照ください。

設定上の注意

･以下のＩＰアドレスは登録できません。
｢0.0.0.0｣｢224.0.0.0～239.255.255.255｣
｢240.0.0.0～255.255.255.255｣
｢10.128.0.0～10.128.255.255｣
注)このＩＰアドレス領域を含むネットワークセグメ ント

を登録することはできません。

･以下のサブネットマスクは登録できません。

｢0.0.0.0｣｢128.0.0.0｣｢192.0.0.0｣｢224.0.0.0｣
｢240.0.0.0｣｢248.0.0.0｣｢252.0.0.0｣｢254.0.0.0｣

第7章 カスタマコントロール操作

192 168 100 200

255 255 255 240

変更終了後【次へ】をクリック

①

②

③Ｈａｎａｋｏ
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4 正常に変更が終わると確認画面が表示されます。

以上で、ＶＰＮ契約者登録内容の設定変
更は完了です。

3 設定の更新を実施してよければ、｢設定｣ボタンをク
リックします。

②【パスワード】の変更

新たに設定するパスワードを入力します。

【備考】の変更
備考の内容を上書き入力します。

設定上の注意
｢パスワード｣に入力できる文字、文字数には以下の
制限があります。

パスワード 30文字以内

半角英数字および記号。ただし、
以下の記号を除く。

｢:｣コロン、｢@｣アットマーク
｢,｣カンマ、｢￥｣円マーク
｢“｣ダブルクォーテーション
｢ ｣スペース

文字数 入力可能文字

半角英字については、｢大文字｣と｢小文字｣を区別します。

【設定】をクリック。

【初期メニューへ戻る】をクリックし、
初期メニュー画面へ。

第7章 カスタマコントロール操作

Ｈａｎａｋｏ

③【ユーザＩＤ】の変更

新たに設定するユーザＩＤを上書き入力します。
(初期払出しされたユーザＩＤが画面上表示されてます)
状態が｢申込可能｣の場合のみ修正可能となります。

ユーザＩＤの入力条件は以下の通りです。
･半角30文字以内。
･以下の文字は登録できません。
｢:｣、｢@｣、｢,｣、｢¥｣、｢“｣、｢$｣、
｢ ｣スペース

･｢user｣で始まるものは指定できません。
(｢user｣の大文字、小文字が混在している場合も
指定できません)

･｢企業識別子｣と｢ユーザＩＤ｣の桁数の合計は、
62桁以内である必要があります。62桁を超えた場合
の挙動は保証いたしかねます。

設定上の注意

Ｈａｎａｋｏ

申込可能

申込可能
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ここでは、すでに登録してある未利用のアカウント情報の削除について説明します。

1 ｢(1)ユーザＩＤ一覧表示(Ｐ54、Ｐ55)｣
の手順により、ユーザＩＤの一覧を表示します。 3 設定の削除を行います。

｢(2)ＩＰアドレス一覧表示(Ｐ56、Ｐ57)｣
｢(3)検索一覧表示(Ｐ58)｣からの手順
についても同様です。

第7章 カスタマコントロール操作

内容確認後【削除】をクリック。①削除するユーザＩＤの【詳細】ボタンを
クリック。
(状態表示が“申込可能”であること)

2 削除する設定を決定します。

内容確認後【削除】をクリック。

4 削除完了。

【管理者メニューへ戻る】をクリックし、
管理者メニュー画面へ。

以上で、アカウント情報登録内容の設定
削除は完了です。

アカウント情報の設定変更は、まず｢(1)ユーザＩＤ一覧表示(Ｐ54、Ｐ55)｣、｢(2)ＩＰアドレス一覧表示(Ｐ56、Ｐ57)｣、
｢(3)検索一覧表示(Ｐ58)｣のいずれかにより、設定変更の対象となるＶＰＮ参加者を検索します。
ここでは、｢(1)ユーザＩＤ一覧表示(Ｐ54、Ｐ55)｣により検索したＶＰＮ参加者に対しての設定変更について説明します。
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7－4 アカウント情報の新規登録

次ページへ

2 アカウント登録入力画面が表示されるので、各項
目を入力します。

1 管理者メニュー画面よりアカウント設定を選
択します。 3 アカウント登録確認画面が表示されます。

(1)アカウント登録

ここでは、ＶＰＮ契約者情報の新規登録手順について説明します。

第7章 カスタマコントロール操作

【アカウント登録】を
クリック。

各項目入力後【次へ】
をクリック。

入力内容確認後【登録】
をクリック。

4 正常に登録が終わるとアカウント登録完了画面が
表示されます。

以上で、アカウント情報の新規登録は完
了です。

【管理者メニューへ戻る】をクリックし、
管理者メニュー画面へ。

入力項目については次
ページ参照。

ｔａｒｏ

ｔａｒｏ

192.168.100.3
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【ユーザＩＤ】
ユーザＩＤの入力条件は以下の通りです。
･半角30文字以内。
･以下の文字は登録できません。
｢:｣、｢@｣、｢,｣、｢¥｣、｢“｣、｢$｣、
｢ ｣スペース

･｢user｣で始まるものは指定できません。
(｢user｣の大文字、小文字が混在している場合も
指定できません)

･｢企業識別子｣と｢ユーザＩＤ｣の桁数の合計は、62
桁以内である必要があります。62桁を超えた場合の
挙動は保証いたしかねます。

【パスワード】
パスワードの入力条件は以下の通りです。
･半角30文字以内。
･以下の文字は登録できません。
｢:｣、｢@｣、｢,｣、｢¥｣、｢“｣、｢$｣、
｢ ｣スペース

【ＩＰアドレス/サブネットマスク】
･｢ＩＰアドレス｣に、以下は登録できません。

(1)0.0.0.0
(2)10.128.0.0 ～�10.128.255.255
(3)224.0.0.0 ～�239.255.255.255
(4)240.0.0.0 ～�255.255.255.255
(注) このＩＰアドレス領域を含むネットワークセグメ

ントは登録できません。

･｢サブネットマスク｣に、以下は登録できません。
0.0.0.0、128.0.0.0、224.0.0.0、240.0.0.0、
248.0.0.0、252.0.0.0、254.0.0.0 

以下に、アカウント登録入力画面に表示される入力項目に
ついて説明します。

入力項目について

第7章 カスタマコントロール操作
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7－5 アカウント情報の一括登録

次ページへ

2 該当のＣＳＶファイルを選択します。

1 管理者メニュー画面より｢アカウント一括登録｣を選
択します。 3 完了結果が表示されます。

(1)アカウント一括登録(プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合)

ここでは、ＶＰＮ契約者情報の一括登録手順について説明します。

第7章 カスタマコントロール操作

【アカウント一括登録】
をクリック。

｢一括登録｣ボタンを押
下します。

ファイルを指定します。

事前に登録する参加者情報のＣＳＶファイルを準備いただく必要があります。
ファイルの形式は、｢ユーザＩＤ,パスワード,ＩＰアドレス,サブネットマスク｣といった｢,(カンマ)｣区切りの
ＣＳＶファイル形式である必要があります。
1行につき1ユーザの情報となり｢ユーザＩＤ,パスワード,ＩＰアドレス,サブネットマスク｣の並びとなり、
全ての行に改行コード(CR/CRLF/LF)が必要となります。

登録項目について

(記述例)
aＢc,pass,128.128.128.128,255.255.255.0

｢ユーザＩＤ｣｢パスワード｣に、以下の文字は登録できません。
｢:｣、｢@｣、｢,｣、｢¥｣、｢“｣、｢$｣、｢ ｣スペース

｢ユーザＩＤ｣に、｢user｣で始まるものは指定できません。
(｢user｣の大文字、小文字が混在している場合も指定
できません)

｢企業識別子｣と｢ユーザＩＤ｣の桁数の合計は、62桁以内で
ある必要があります。62桁を超えた場合の挙動は保証い
たしかねます。

｢ＩＰアドレス｣に、以下は登録できません。
(1)0.0.0.0
(2)10.128.0.0 ～�10.128255.255
(3)224.0.0.0 ～�239.255.255.255
(4)240.0.0.0 ～�255.255.255.255
(注) このＩＰアドレス領域を含むネットワークセグメントは
登録できません。

｢サブネットマスク｣に、以下は登録できません。
0.0.0.0、128.0.0.0、224.0.0.0、240.0.0.0、248.0.0.0、252.0.0.0、
254.0.0.0 

以上で、アカウント情報の一括登録は
完了です。プラン10･30/プラン10 プラス･30 プラスをご利用

の場合、｢アカウント一括登録｣及び｢アカウント情報
のダウンロード｣のボタンは非表示となります。
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第7章 カスタマコントロール操作

参考
エラーが発生した場合、該当の行数とエラー理由
が表示されます。ただし一度に表示されるエラー
理由は、5件までとなります。
またエラー理由は、この画面表示のみとなります。

エラー理由が表示されます。

【エラーが5件以内の場合】

【エラーが6件以上の場合】

エラー理由が表示されます。

一括登録においては、アカウント情報における｢備考
欄｣への登録には対応しておりません。

128

128
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ユーザＩＤ

ユーザＩＤは、ＶＰＮ参加者のお申し込み前に限り、ＶＰＮ管理者によって変更することが可能です。

･ユーザＩＤの入力条件は以下のとおりです。

文字数 入力可能文字

ユーザＩＤ 30文字以内

半角英数字および記号。ただし、以下の記号を除
く
｢:｣コロン、｢@｣アットマーク、｢,｣カンマ、｢￥｣円マー
ク、｢“｣ダブルクォーテーション、｢ ｣スペース

設定上の注意点

パスワード

パスワードは、ＶＰＮ参加者自身で変更が可能です。またＶＰＮ管理者によって変更することも可能です。
ＶＰＮ参加者がパスワードを紛失した場合、ＶＰＮ管理者にて再設定してください。

･変更したパスワードは紛失しないようにご注意ください。
･パスワードの入力条件は以下のとおりです。

文字数 入力可能文字

パスワード 30文字以内

半角英数字および記号。ただし、以下の記号を除
く
｢:｣コロン、｢@｣アットマーク、｢,｣カンマ、｢￥｣円マー
ク、｢“｣ダブルクォーテーション、｢ ｣スペース

設定上の注意点

第7章 カスタマコントロール操作

7－6 注意事項

･｢user｣で始まるものは指定できません。
(｢user｣の大文字、小文字が混在している場合も指定できません)
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ユーザＩＤに対し、ＶＰＮ管理
者が予め設定したＩＰアドレス
を払い出し

ＩＰ通信網

ＶＰＮ管理者

設定

ＶＰＮ参加者

ユーザＩＤ
:user02

10.X.X.10

ユーザＩＤ
:user03

10.X.X.20
ＶＰＮ

ｶｽﾀﾏ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾕｰｻﾞＩＤ ＩＰｱﾄﾞﾚｽ
user02    10.X.X.10
user03    10.X.X.20

：

図 3 端末型払い出し

ＶＰＮ参加者からの接続の際に｢ユーザＩＤ/パスワード｣による認証を行った後、｢ＩＰアドレス/サブネットマスク｣の
払い出しを行います。ユーザＩＤに対して、常に同一のＩＰアドレスを払い出すので、常に同じＩＰアドレスを利用し
てＶＰＮ内での通信を行うことが可能です。
利用可能なＩＰアドレスは、ＲＦＣ1918で規定されているプライベートアドレス及びＪＰＮＩＣ等のインターネット

レジストリから割り当てられたグローバルＩＰアドレスとなります。ただし、一部利用できない領域があります。(以
下、参照)

ＶＰＮ管理者は、ユーザＩＤごとにＶＰＮで利用するＩＰアドレスを必要に応じて設定することができます。また、設
定後の変更も可能です。(ＮＴＴ東日本で初期払出しされるＩＰアドレスは、端末型払出しとなります。)
ＩＰアドレスの付与方法には、｢①端末型払い出し｣と｢②ＬＡＮ型払い出し｣の2つの方法があり、ＶＰＮ契約者の利用
環境等に合わせ、ＶＰＮ管理者により設定を行なっていただく必要があります。

①端末型払い出し
ＶＰＮ参加者のユーザＩＤに対し、サブネットマスクに255.255.255.255を設定する場合、端末型払い出しとなります。
ＶＰＮ契約者に端末が接続されている場合等に利用します。

ＩＰアドレス/サブネットマスク

あて先に10.X.X.20を
指定することにより通
信可能

②以下のＩＰアドレス領域は、ネットワークアドレスも含め使用することができません。(このＩＰアド
レス領域を含むネットワークセグメントをＬＡＮ型払い出しとして設定することはできません。)
※利用できないＩＰアドレス、サブネットマスクを、グループ参加者に払い出すＩＰアドレス、ならびに
ＮＷ設定等に用いた場合、継続的に通信ができなくなる可能性がありますので、設定しないようご注意願
います。

設定上の注意点

①ＶＰＮ内でＩＰアドレスが重複しないようご注意願います。
東西接続サービスをご利用の場合は、ＮＴＴ西日本エリア側のフレッツ･ＶＰＮ ワイドとの重複に
ついても同様にご注意願います。

③｢端末型払出し｣に応じたサブネットマスクを設定するようご注意願います。

ＩＰアドレスは、以下の点に注意して設定する必要があります。

･0.0.0.0
･10.128.0.0～10.128.255.255
･224.0.0.0～239.255.255.255(クラスＤ)
･240.0.0.0～255.255.255.255(クラスＥ)

■ＩＰアドレス

第7章 カスタマコントロール操作
修正P.68
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ＶＰＮ参加者

ユーザＩＤ:user02
ＩＰ通信網

ＶＰＮ管理者

設定

ＩＰアドレス：10.10.10.1
サブネットマスク：255.255.255.0

ルータ等

10.10.10.2

10.10.10.3

ユーザＩＤに対して予
め設定されたＩＰアド
レスおよびサブネット
マスクを払い出し

図 4 ＬＡＮ型払い出し

ＶＰＮ

ｶｽﾀﾏ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ユーザＩＤ ＩＰアドレス サブネットマスク
user02 10.10.10.1 255.255.255.0
user03 10.10.20.1 255.255.255.0

：

10.10.10.0/24のﾈｯﾄﾜｰｸ

ＬＡＮ上での
ＩＰアドレス

②ＬＡＮ型払い出し
ＶＰＮ参加者のユーザＩＤに対し、 任意のサブネットマスク(255.255.255.255以外)を設定する場合、ＬＡＮ型払い出
しとなります。ＶＰＮ契約者の環境にＬＡＮが接続されている場合等に利用し、ＬＡＮ上の各端末をあて先として指定
することが可能となります。

あて先に10.10.10.3を指
定してＬＡＮ上の端末と
通信可能

②以下のＩＰアドレスおよびサブネットマスクは使用できません。
※利用できないＩＰアドレス、サブネットマスクを、グループ参加者に払い出すＩＰアドレス、ならびにＮＷ
設定等に用いた場合、継続的に通信ができなくなる可能性がありますので、設定しないようご注意願います。

設定上の注意点

･ご利用いただけないＩＰアドレス領域

①ＶＰＮ内でＩＰアドレス及びネットワークのアドレス体系が重複しないようご注意願います。
東西接続サービスをご利用の場合は、ＮＴＴ西日本エリア側のフレッツ･ＶＰＮ ワイドとの重複についても
同様にご注意願います。

ＩＰアドレスの設定は、以下の点に注意して設定する必要があります。

(参考1)ＩＰアドレスが重複している場合の例

ＶＰＮ参加者Ａ ＩＰアドレス 192.168.1.1
サブネットマスク 255.255.255.0

ＶＰＮ参加者Ｂ ＩＰアドレス 192.168.1.1
サブネットマスク 255.255.255.0

(参考2)ネットワークのアドレス体系が重複している場合の例

ＶＰＮ参加者Ａ ＩＰアドレス 192.168.129.30
サブネットマスク 255.255.255.224
ネットワーク範囲 192.168.129.0～31

ＶＰＮ参加者Ｂ ＩＰアドレス 192.168.129.31
サブネットマスク 255.255.255.240
ネットワーク範囲 192.168.129.16～31

注) このＩＰアドレス領域を含むネットワークセグメントをＬＡＮ型払い出しとして設定する
ことはできません。

･0.0.0.0
･10.128.0.0～10.128.255.255
･224.0.0.0～239.255.255.255(クラスＤ)
･240.0.0.0～255.255.255.255(クラスＥ)

･ご利用いただけないサブネットマスク

｢0.0.0.0｣｢128.0.0.0｣｢192.0.0.0｣｢224.0.0.0｣
｢240.0.0.0｣｢248.0.0.0｣｢252.0.0.0｣｢254.0.0.0｣

第7章 カスタマコントロール操作
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7－7 アカウント情報のダウンロード

1 管理者メニュー画面より｢アカウント情報ダウン
ロード｣を選択します。

(1)アカウント情報のダウンロード(プラン100以上/プラン100 プラス以上の場合)

ここでは、ＶＰＮ契約者情報のダウンロードについて説明します。

第7章 カスタマコントロール操作

【アカウント情報ダウンロード】を
クリック。

｢アカウント情報ダウンロード｣を押下します。
ダウンロード先を指定し、保存します。

初期ファイル名
｢account＋日付(YYYYMMDD)＋企業識別子｣

ダウンロードされるファイルは、

･ユーザＩＤ
･ＩＰアドレス
･サブネットマスク

といった情報となります。

アカウント情報における
｢備考欄｣は、出力されません。

2

プラン10･30/プラン10 プラス･30 プラス間をご利用の
場合、｢アカウント一括登録｣及び｢アカウント情報のダ
ウンロード｣のボタンは非表示となります。
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7－8 ＶＰＮ暗証番号の変更

ここでは、ＶＰＮ暗証番号変更について説明いたします。本操作を行うことにより、ＶＰＮ暗証
番号の変更を行うことができます。

第7章 カスタマコントロール操作

2 ＶＰＮ暗証番号設定画面を開きます。

1 管理者メニュー画面よりＶＰＮ暗証番号変更
を選択します。

【旧ＶＰＮ暗証番号】 ：現在使用しているＶＰＮ暗証番号を入力。

【新ＶＰＮ暗証番号】 ：新しいＶＰＮ暗証番号(変更後のＶＰＮ
暗証番号)を入力。

旧ＶＰＮ暗証番号

新ＶＰＮ暗証番号(確認)

新ＶＰＮ暗証番号

半角英数4桁

半角英数4桁

半角英数4桁

設定上の注意

③【次へ】をクリック。

半角英字については、｢大文字｣と｢小文字｣を区別します。

3 ＶＰＮ暗証番号を変更してよければ、【更新】ボタンを
クリックします。

【暗証番号変更】をクリック。

①【旧ＶＰＮ暗証番号】に現在のＶＰＮ暗証番
号を入力。

②【新ＶＰＮ暗証番号】、【新ＶＰＮ暗証番号(確
認)】に新しいＶＰＮ暗証番号を入力。

【更新】をクリック。

次ページへ
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正常に変更が終わると確認画面が表示されます。4

以上で、ＶＰＮ暗証番号変更は完了です。

【初期メニューへ戻る】をクリック。

第7章 カスタマコントロール操作
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7－9 ログリポートのダウンロード

ここでは、ログリポートによりユーザＩＤ毎のＶＰＮへの認証状況等を確認するための手順につ
いて説明します。ログリポートでは、指定した日付毎の認証ログの詳細がダウンロードできます。

認証ログの記録期間について

本サービスでは、前日から62日前までの認証ログを保存しています。それ以前の認証ログについ
て管理が必要な場合は、お客さまにて保存をお願いします。

次ページへ

ダウンロード確認(ログファイルのダウンロード)

認証ログの詳細をダウンロードします。(ＣＳＶ形式のログファイルをＺＩＰ形式に圧縮したものがダウンロードされます。)

1 初期メニュー画面にてログリポートを選択します。

2 ダウンロード確認をします。

【ダウンロードの対象選択】をクリック。

3 ダウンロードする対象を選択します。

ダウンロードの対象期間について

【1日分】
1日分のログは00：00～23：59までの24時間分となり
ます。

②【ダウンロード】をクリック。

①対象とする日を選択。

第7章 カスタマコントロール操作

【ログリポート】をクリック。

ダウンロード対象選択について

プラン変更を実施いただいた場合に、認証ログが変更の
前後で分割される場合があります。

(例)2009年6月1日にプラン変更を実施した場合
｢2009/6/1-1｣
｢2009/6/1-2｣
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4 ファイルのダウンロード画面が表示されます。

5 ダウンロード先を指定します。

①【保存する場所】を指定。

6 ｢ダウンロードの完了｣のメッセージが表示され、
指定した保存場所にダウンロードされます。

以上で、ログファイルのダウンロードは
完了です。
ダウンロード後、任意の解凍ソフトで
ＺＩＰ形式ファイルの解凍を行ってくだ
さい。

以下、WindowsXPでの操作手順にて説明します。

②【保存(Ｓ)】をクリック。

【保存(Ｓ)】をクリック。

解凍後、ＣＳＶ形式のファイルを任意の表計算ソフト等
で開きます。

表示項目について

以下に、ログ一覧表示の表示項目について説明します。
(なお、ＣＳＶファイルは各項目がカンマで区切られています)

7

第7章 カスタマコントロール操作

イベント発生日
通信開始、通信終了及び認証失敗が発生した
年月日を表示します。

イベント

発生時刻

通信開始、通信終了及び認証失敗
が発生した時刻を表示します。

イベント種別
Start(通信開始)、Stop(通信終了)、NAK(認証
失敗)を表示します。

ユーザＩＤ
接続要求してきたＶＰＮ参加者ＩＤ又はＶＰ
Ｎ管理者ＩＤを表示します。

回線番号等 通知されたフレッツナンバー等を表示します。

ＩＰアドレス
ユーザＩＤに対して払い出された
ＩＰアドレスを表示します。

セッションＩＤ
認証成功時に確立したセッションを識別する
ために付与するＩＤを表示します。

ＮＧ理由

認証結果が失敗であった場合のＮＧ理由を表
示します。
ＮＧの理由は、次のとおりです。
○アカウント未登録
：登録されていないユーザＩＤからの認

証要求である
○発信者番号等不一致
：発信者番号等が登録されているものと

一致しない
○パスワード不一致
：パスワードが登録されているものと一

致しない
○二重ログイン
：二重ログインしようとしている

○その他
：上記以外のエラー

AccessLog_080818.log.zＩＰ

AccessLog_080818.log.zＩＰ
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7－10 パスワードの変更（参加者）

ここでは、ＶＰＮ参加者の回線から参加者自身のパスワードを変更する場合について説明します。

次ページへ

1 パスワード変更を選択します。

2

3

第7章 カスタマコントロール操作

①【パスワード変更】をクリック。

設定上の注意
｢パスワード｣に入力できる文字、文字数には以下の
制限があります。

パスワード 30文字以内

半角英数字および記号。ただし、
以下の記号を除く。

｢:｣コロン、｢@｣アットマーク
｢,｣カンマ、｢￥｣円マーク
｢“｣ダブルクォーテーション
｢ ｣スペース

文字数 入力可能文字

半角英字については、｢大文字｣と｢小文字｣を区別します。

パスワード変更を行います。

①

①【次へ】をクリック。

①【パスワード】の変更

旧パスワード(現在ご利用中のパスワード)と
新パスワード(変更するパスワード)を入力します。
※旧パスワードがわからない場合にはパスワードを
変更することはできません。
ＶＰＮ管理者へ連絡し、パスワード変更をして
いただく必要があります。

①【更新】をクリック。

パスワードの更新を実施してよければ、｢更新｣ボタン
をクリックします。

4 正常に変更が終わると確認画面が表示されます。

以上で、ＶＰＮ参加者のパスワード変更
は完了です。

【初期メニューへ戻る】をクリックし、
初期メニュー画面へ。

ＶＰＮ管理者がＶＰＮ参加者のパスワード変更を実施する場合の手順はP.60を参照願います。
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