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・プロキシサーバの編集手順を追加 
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1.2 社名変更 2019/1/1
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はじめにお読みください 

このマニュアルは、 

Microsoft Windows 7 

向けの設定手順が記載されております。 

画面イメージの表示内容等はサンプルです。 

実際の画面ではお客様のご利用環境・設定内容に応じた内容が表示されます。

※インターネットから管理ポータルへのアクセスはできません。

本マニュアル記載の手順を行う場合は、オールトヨタイントラネットに

接続可能な環境で行ってください。
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1.サインイン 

1.1 初回サインイン 

(1) 「管理者登録完了通知」メールを受信 

  ※本メールはTＳが管理者登録作業を実施しないと送付されません。 

   メールが届かない場合は以下問い合わせ窓口へお問い合わせください。 

   [問い合わせ窓口] 

     株式会社トヨタシステムズ カスタマーセンター 

     TEL： 0120-202-399 (24 時間受付) 

メール：helpdesk@tns.toyotasystems.com

送信元アドレス イントラSSL運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com> 

宛先 法人管理者のメールアドレス 

件名 [イントラ SSL]管理者登録完了通知 YYYY/MM/DD hh:mm:dd 
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[メールサンプル] 

<helpdesk@tns.toyotasystems.com>

トヨタシステムズイントラＳＳＬ運用窓口でございます。 
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(2) 「管理者登録完了通知」メール本文のリンクをクリックし、 

以下 URLへ接続。 

[メール本文]

URL https://sslplus-portal.d-cruise.jp

[接続後の画面] 
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(3) 「管理者登録完了通知」メール本文に記載の「メールアドレス」と 

「初期パスワード」を入力し、「サインイン」ボタンをクリック。 

[認証ページ] 

[メール本文] 
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(4) ログイン後の画面から「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、 

「新しいパスワード(確認)」を入力し「パスワードの変更」ボタンをクリック。 

① : 現在のパスワード → 初期パスワード 

② : 新しいパスワード → 任意の文字列 ※6文字以上英数字又は記号 

③ : 新しいパスワード(確認) → 同上 

(5) パスワードが変更され、サインインする。 

1.2 サインイン後の法人選択画面 

複数契約で同一の法人管理者を登録している場合、サインイン後に
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法人の選択画面が表示される。 

法人名の左に表示されている○を選択し、「進む」ボタンをクリックすることで 

選択した法人の管理者としてサインインすることができる。

※注意 

 サインインする法人を誤って選択し、端末を作成した場合、 

 作成した端末数に応じて課金が発生する場合があります。
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2.ダッシュボードの見方
(1) (2) (3) (4)

2(2)(1)

3 4

5

6 7

8
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①：メニューバー

(1) 端末 → クリックすることで端末一覧画面が表示されます。 

(2) イベントログ → クリックすることでイベントログが表示されます。 

(3) (法人管理者名) → 自身の法人管理者名が表示されます。

         クリックすることで自身の情報が表示されます。 

(4) サインアウト → クリックすることでサインアウトを行います。

②：端末登録

(1) 端末を登録する → 個別登録する場合はこちらから登録します。 

(2) 端末を一括登録する → 複数端末を一括で登録する場合はこちらか

ら登録します。一括登録する際の CSV フォーマットはこちらから取

得できます。 

③  :端末利用状況

１年間分の端末利用状況を月単位で確認ができます。

          端末総数 → 登録された端末の総数が表示されます。 

課金対象 → その月の課金対象となる端末数が表示されます。

           ※当月の値は暫定値となります。 

      接続実績 → SSL-VPN接続をした端末の総数が表示されます。 

            新規登録 → 新規登録された端末数が表示されます。 

      新規削除 → 新規削除された端末数が表示されます。 

1

2

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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④：端末ステータス概要 

登録した端末のステータス毎の総数が表示されます。 

作成中 現在作成中の端末 －

有効 
現在利用可能な端末で、証明書を

ダウンロードしていない端末 
課金対象

証明書ダウンロード済 
現在利用可能な端末で、証明書を

既にダウンロードしている端末 
課金対象

削除中 現在削除中の端末 －

無効 
既に削除されており、 

現在利用不可能な端末
－

⑤：直近に追加された端末１０件 

直近に追加された端末の情報１０件が表示されます。 

⑥ ：法人情報 

 申し込みいただいている法人情報が確認できます。 

   :VPN 情報 

4

5

6

7
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項目名 説明 編集可否 

VPN DNSサーバ VPN接続時参照するDNSサーバ 可 

アクセスコントロール件数 左記登録されている件数 - 

アクセスコントロール方式 ブラックリスト or ホワイトリスト 不可

アクセスコントロール 

(有効のみ) 

接続許可または不許可とする

IPアドレス、ポート番号 

可 

プロキシの利用 Windows 端末でVPN接続する際に 

参照するプロキシ情報 

可 

同期予定時刻 VPN情報編集後の反映予定時刻 - 

：クリックすることで、各マニュアルが表示されます。

 PC端末で利用するVPN接続ソフト(EdgeClient)のインストーラも 

 ダウンロードできます。 

8
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3.端末登録 

3.1 個別登録 

(1) ダッシュボードから「端末を登録する」をクリック。 

(2) 端末利用者の情報を入力し、「登録する」をクリック。

①：姓(必須項目) → 端末利用者の姓

②：名(必須項目) → 端末利用者の名

③：メールアドレス(必須項目) → 端末利用者のメールアドレス

※このメールアドレスに「端末登録完了通知」「パスワードリセット通知」

「パスワード有効期限警告」が送られます。 

④ ：メモ(任意項目)→備考欄 

(3) 作成した端末が登録されていることを確認。 
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登録したメールアドレス宛に「端末登録完了通知」メールが送付される。

  (証明書認証ありの場合、登録から約 15分後) 

送信元アドレス イントラSSL運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com> 

宛先 端末利用者のメールアドレス 

件名 [イントラSSL]端末登録完了通知 (ID名) YYYY/MM/DD hh:mm:dd 

[メールサンプル] 
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<helpdesk@tns.toyotasystems.com>

トヨタシステムズイントラＳＳＬ運用窓口でございます。
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3.2 一括登録 

 (1) ダッシュボードから「端末を一括登録する」をクリック。 

(2) サンプル CSVファイルを元に作成した CSVファイルを指定し、 

  「upload_csv」ボタンをクリック。 

  ※「サンプルCSVファイル」からサンプルファイルを取得できます。

[サンプル CSVファイル（Excel で開いた場合）]
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[サンプル CSVファイル（テキストエディタで開いた場合）]

※CSVファイル作成時の注意事項 

 ①サンプルファイルの 1行目は変更・削除しないようお願いします。

 ②登録時、サンプルファイルの2行目、3行目は削除してください。

 ③1列目～3列目は必須項目、4列目は任意項目です。

④列の追加・削除はできません。

⑤ 各列と入力項目の対応は以下の通りです。

1 列目(sn) 2 列目(givenname) 3 列目(email) 4 列目(memo)

端末利用者の姓 端末利用者の名 端末利用者の

メールアドレス 

備考欄 

↓ 

 端末情報を確認し、間違いが無ければ「端末を一括登録する」をクリック。 
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↓ 

作成した全ての端末が登録されていることを確認。 

登録したメールアドレス宛に「端末登録完了通知」メールが送付される。

  (証明書認証ありの場合、登録から約 15分後) 
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3.3 端末登録のリトライ 

※登録した端末のステータスが「作成中」から変わらない場合、 

以下の手順を行ってください。

(1) メニューバーの「端末」をクリック。 

(2) 「作成中のみ」をクリック。 

(3) URL の末尾に「&retry=1」を追加し、Enter を押下。 

(4) 「作成中」をクリック。 
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(5) ポップアップの「OK」をクリック。 

(6) 端末の登録処理が再登録される。
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4.端末削除 

 (1) メニューバーの「端末」をクリック。 

(2) 削除したい端末の「削除」をクリック。 

     ↓ 

ポップアップが表示されるため、「OK」をクリック。 

     ↓ 

端末が削除される。 
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5.端末入れ替え 

端末入れ替え時は以下手順を実施ください 

  ４．端末削除 

  ↓ 

   3．端末登録 
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6.VPN DNS サーバ編集 

(1) ダッシュボード下部のVPN設定情報より、 

  「VPN DNSサーバ」欄の「編集」をクリック。 

(2) 編集対象を書き換え「登録する」をクリック 
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(3) ポップアップが表示されるので、「OK」をクリック 

(4) 「VPN DNSサーバを編集しました。」と表示される。 

※即時反映ではありません。（約１５分後反映） 

 ダッシュボードの「VPN情報」「同期予定時刻」に反映されます。 

以上で VPN DNSサーバの編集は完了です。
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7.アクセスコントロールリスト編集 

(1) ダッシュボード下部のVPN設定情報より、 

  「アクセスコントロール(有効のみ)」欄の「編集」をクリック。 

(2) 対象部分を編集し、「更新する」をクリック。

  複数登録する場合は「アクセスコントロールを追加」をクリックする。 

※画面右の注意事項をよくご確認の上設定ください。 
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    アクセスコントロール方式がホワイトリストを利用の場合は
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VPN DNSサーバ(6 章)/プロキシサーバのアドレスを必ず登録ください。 

(3) ポップアップが表示されるので、「OK」をクリック 

(4) 「アクセスコントロールを編集しました。」と表示される。 

アクセスコントロールは 

IP アドレスでしか登録できません 

プロキシサーバの IP アドレスを 

確認が必要です。 
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※即時反映ではありません。（約１５分後反映） 

 ダッシュボードの「VPN情報」「同期予定時刻」に反映されます。 

8.VPNプロキシ情報編集 

(1) *** 

本手順はWindows 端末で VPN接続する際に参照するプロキシ情報の 

編集手順となります。 

Mac 端末で VPN接続する際に参照するプロキシ情報を変更したい

場合は別途申請が必要となります。 
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(1) ダッシュボード下部のVPN設定情報より、 

  「プロキシを利用する」欄の「編集」をクリック。 

(2) 対象部分を編集し、「更新する」をクリック。

(3) ポップアップが表示されるので、「OK」をクリック。 
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(4) 「VPNプロキシを編集しました。」と表示される。 

※即時反映ではありません。（約１５分後反映） 

 ダッシュボードの「VPN情報」「同期予定時刻」に反映されます。 
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9.管理者パスワードリセット

(1) 以下 URLへ接続。 

URL https://sslplus-portal.d-cruise.jp

[接続後の画面]

(2) 「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリック。 
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(3) 「メールアドレス」を入力し、「パスワードをリセットする」をクリック。

(4) パスワードがリセットされ、入力したメールアドレス宛に

「管理者パスワードリセット通知」が送付される。 

送信元アドレス イントラSSL運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com> 

宛先 管理者のメールアドレス 

件名 [イントラSSL]管理者パスワードリセット通知 YYYY/MM/DD hh:mm:dd
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[メールサンプル] 

(5) 「管理者パスワードリセット通知」に記載されているURLをクリック。 

※メールに記載されているURLの有効期限は72時間です。 

 受信してから72時間以上経過した場合は、再度パスワードのリセットを

行ってください。

<helpdesk@tns.toyotasystems.com>

トヨタシステムズイントラＳＳＬ運用窓口でございます。 
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(6) 新しいパスワードを 2回入力し、「パスワードを変更する」ボタンをクリック。

① : 新しいパスワード → 任意の文字列 ※6文字以上英数字又は記号 

過去 2回と同じパスワードは設定不可

② : 新しいパスワード(確認) → 同上 

(7) パスワードが変更され、サインインする。
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10.端末パスワードリセット 

 (1) メニューバーの「端末」をクリック。 

(2) パスワードをリセットする端末の「reset」をクリック。 

                  ↓ 

  ポップアップが表示されるため、「OK」をクリック。 

                  ↓ 

  端末のパスワードがリセットされ、対象の端末に 

「端末パスワードリセット通知」が送付される。 
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送信元アドレス イントラSSL運用窓口 <helpdesk@tns.toyotasystems.com> 

宛先 端末利用者のメールアドレス 

件名 [イントラSSL]端末パスワードリセット通知(ID名)YYYY/MM/DD hh:mm:dd
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[メールサンプル] 

<helpdesk@tns.toyotasystems.com>

トヨタシステムズイントラＳＳＬ運用窓口でございます。
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11.通知メールのコピーの受信設定 

管理者は端末利用者に送付される以下の通知メールのコピーを受け取ることがで

きます。 

・端末登録完了メール

・端末パスワードリセットメール 

・端末パスワード有効期限警告メール 

[端末パスワード有効期限警告メール サンプル]

通知メールのコピーの受信設定は以下の手順で確認できます。 

<helpdesk@tns.toyotasystems.com>

トヨタシステムズイントラＳＳＬ運用窓口でございます。 



42 
@TOYOTA SYSTEMS CORPORATION All rights Reserved.

(1) メニューバーの法人管理者名をクリック。

(2) 「利用者への通知メールのコピーを受け取る」の項目を

確認。 

※ 設定を変更する場合は、以下の手順で実施してください。 

①「管理者を編集する」のボタンをクリック。

②「利用者への通知メールのコピーを受け取る」の
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チェックボックスを変更し、「登録する」のボタンを

クリック。 
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11.イベントログの見方

：イベント一覧

管理者名 → イベントを発生させた管理者名が表示されます。

(3) レベル → イベントのレベルが表示されます。 

info：端末や管理者の登録などの情報

error：端末登録失敗などのエラー情報

(4) 対象法人名 → イベントの対象となった法人名が表示されます。 

(5) メッセージ → イベントの詳細情報が表示されます。 

(6) 日時 → イベントが発生した日時が表示されます。 

1

(1)

(2)

3

(1) (2) (3) (4) (5)

(3)

(4)

(5)

21
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：イベントログの検索を行うことができます。

：過去のイベントログを遡ることができます。

 1 ページには最大50件のイベントログが表示されます。 

2

3
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12.端末画面の見方

12.1 一覧画面 

：端末登録ボタン

     端末を登録する → 端末を個別登録できます(3.1 項 個別登録)

     端末を一括登録する → 端末を一括登録できます(3.2 項 一括登録)

：端末ステータス毎に表示対象を選択できます 

：端末情報を確認できます。 

     接続 ID

     姓 

     名 

     メールアドレス 

     作成日 → 端末の作成日を確認できます。 

3

4

5

1

1

2

3

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(3)

(4)

(5)

(2)(1)

(1)

(2)

2
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     ステータス 

     最終接続日 → 端末の最終接続日を確認できます。

     最終接続OS → 端末の最終接続日に利用したOS種別が確認できます

     詳細 → 端末情報の詳細が確認できます 

     削除 → 端末の削除ができます

          reset → 端末パスワードのリセットができます 

：接続 IDの検索ができます

        ：端末接続実績の集計時間が表示されます

12.2 端末詳細画面 

端末一覧画面から閲覧したい端末の「詳細」ボタンをクリック 

↓ 

端末詳細画面が表示される 

(6)

(7)

(8)

(9)

4

5
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：端末削除ボタン → 端末を削除ができます 

：端末削除証詳細を確認できます

     接続 ID

     ステータス 

     姓 

     名 

     メールアドレス 

     メモ 

     作成日時 → 端末の作成日時を確認できます。 

     証明書ダウンロード日時 → 証明書をダウンロードした日時が 

確認できます

削除日時 → 端末の削除日時を確認できます

1

3

4

1

2

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

(9)

(1) (2)

(2)

(1)

2
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 :接続履歴の一覧

該当端末の過去 12 ヶ月以内に接続した日時、OS種別を確認できます 

：端末接続実績の集計時間が表示されます

3

4
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FAQサイト 

ご不明点は以下 FAQサイトを参照ください 

[イントラSSL Type-L FAQサイト] 

URL http://www.d-cruise.jp/service/network/intra/ssl/jp/faq/faq_ssl_typel_jp.html

問い合わせ先 

お問合せは以下連絡先へ連絡ください 

[トヨタシステムズ カスタマーセンター] 

受付時間 24h365 

対応言語 日本語のみ 

TEL 0120-202-399 

Mail helpdesk@tns.toyotasystems.com


