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第１章 本書について 

 

本書は当社オノコムが提供するポータルサイトの操作方法について説明します。 

 

第２章 ポータルサイトについて 

 

ポータルサイトでは WEB 上より、当社とお客様のご契約情報の確認、サービスの申し込み、お見積書、ご請求書

の閲覧等を行っていただけるサービスとなります。 
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第１節 ログイン方法について 

 

第１項 ポータルサイトの URL にアクセス 

 

WEB ブラウザより「https://portal.onocomm.jp/system/」へアクセスしてください。対応ブラウザは Google Chrome

の最新版となっています。 

 

第２項 ログイン情報の入力 

 

下記の画面が表示されたら、次の説明の通りログイン情報を入力してください。 

 

 

番号 名前 説明 

① メールアドレス 次のページに記載されるログイン情報の赤枠①部分の情報を参照の上入力して

ください。 

② パスワード 次のページに記載されるログイン情報の赤枠②部分の情報を参照の上入力して

ください。 

③ ログインボタン 上記、メールアドレスとパスワードを入力したら押してください。 

 

 

 

 

① ② ③
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ログイン情報のサンプル 

 

  

①
②
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第３項 ログイン後の画面 

 

初回のログイン時に限り、安全のためパスワードの変更を求められます。 

画面の説明に従い、半角英大文字、半角英小文字、半角数字、半角記号を組み合わせたパスワードを設定くださ

い。 
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第２節 ログアウト方法について 

 

第１項 ログアウトボタンを押下 

 

ログアウトを行うには、ログイン後のいずれかの画面にて、赤枠のログアウトボタンを押してください。 
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第３節 各機能の概要について 

 

ポータルサイトには次の通り大きくメニュー別に機能があります。各機能の操作方法について、別ページにてご説

明します。 

 

 ご請求アカウント情報の確認 

 ドメイン名の契約情報の確認 

 新規ドメイン名のお申し込み 

 SSL サーバー証明書の契約情報の確認 

 新規 SSL サーバー証明書のお申し込み 

 DNS サービスの契約情報の確認 

 AWS アカウントの契約情報の確認 

 サーバーサービスの契約情報の確認 

 データベースサービスの契約情報の確認 

 メールサービスの契約情報の確認 

 新規メールサービスのお申し込み 

 その他ご契約情報の確認 

 お見積書の確認 

 お見積書に対する発注 

 ご請求書の確認バーチャルマシンの作成 
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第３章 アカウント情報 

 

本章ではアカウント情報メニューの操作手順について説明します。 

 

第１節 ログイン情報と一般ユーザについて 

 

第１項 ユーザ種別について 

前項のログイン情報に記載のあるアカウント情報（メールアドレスとパスワード）は、ルートユーザのものとなります。

ルートユーザはポータルサイト上ですべての権限を保有しており、ルートユーザ以外の一般ユーザを作成と管理

が行えます。 

 

第２項 ログイン情報メニューについて 

メニューより「アカウント情報」→「ログイン情報」の順に選択してください。 
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第２節 ログイン情報の変更について 

 

第１項 ログイン情報画面 

ログイン情報画面では、ログイン中のユーザ（ルートユーザ、一般ユーザに関わらず）の情報を見ることが出来ま

す。また、同画面でユーザ名、メールアドレス、パスワードの変更も可能です。変更を行いたい場合は、下記の赤

枠より各画面にお進みください。画面の説明に従い操作を行ってください。 
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第３節 第１項 一般ユーザの管理について 

 

第１項 一般ユーザの管理メニューについて 

メニューより「アカウント情報」→「一般ユーザの管理」の順に選択してください。 
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第２項 一般ユーザの管理画面 

下記の画面になります。新しく一般ユーザを作成するには「新しい一般ユーザを登録する」ボタンを押してください。

既存の一般ユーザの情報を確認及び変更するには「詳細」ボタンを押してください。 
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第３項 一般ユーザの作成及び編集 

ユーザ名とメールアドレス、パスワードの設定が可能です。また、ポータルサイト上で一般ユーザに与える権限も

設定可能です。赤枠内のチェックボックスをオンにすると、該当の一般ユーザで対象の操作が可能となります。 
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第４節 お客様情報について 

 

第１項 お客様情報について 

お客様情報とは、実際に当社のサービスをご契約いただくお客様の情報となります（ポータルサイトのログイン情

報、ルートユーザと一般ユーザの概念とは異なります）。1 つのお客様情報に対して、1 つのご請求書を発行させて

いただきます。例えば 1 法人であっても部署や拠点ごとにご請求書を分けられたい場合や、サービスの種類ごとに

分けられたい場合は、このお客様情報を複数登録させて頂く形となります。また、ポータルサイト上ではお客様情

報の法人名の関連に限らず、複数の異なる法人のお客様情報を管理頂けます。グループ会社で参加の法人企業

の契約まで含めて管理することなどが可能です。 

お客様情報の追加や分割、内容の変更等についてはポータルサイト上からは行って頂けません。別途営業窓口

までお問い合わせください。 

 

第２項 お客様情報のメニューについて 

メニューより「バーチャルマシン」→「お客様情報」の順に選択してください。 
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第３項 お客様情報の確認 

下記の画面が出てきますので、確認されたい「お客様情報」のボタンを押してください。 
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第４章 ドメイン名 

 

本章ではドメイン名メニューの操作手順について説明します。 

 

第１節 ドメイン名について 

 

第１項 ドメイン名の契約について 

当社にてご登録を頂いているドメイン名の情報を確認頂けます。本メニューではドメイン名の新規申し込み、転出

の事前申請、転入の申請、自動更新の終了の設定が可能です。 

 

第２項 ドメイン名メニューについて 

メイン画面より「ドメイン名」を選択してください。 
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第３項 ドメイン名の一覧 

下記画面となり、ドメイン名の一覧をご確認いただけます。また赤枠の「詳細」ボタンより、ドメイン名に関する情報

を確認いただけます。 
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第４項 ドメイン名の詳細 

ドメイン名の詳細情報を確認いただけます。 
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第２節 ドメイン名の新規お申し込みについて 

 

第１項 ドメイン名の新規お申し込み方法 

ドメイン名の一覧画面より、「新しいドメイン名を申し込む」ボタンを押してください。 
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第２項 ドメイン名の入力 

次に希望するドメイン名を入力してください。続いて「検索」ボタンを押してください。 
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第３項 ドメイン名種類の指定 

当社で取り扱いのある種類ごとに、取得可能なドメイン名の一覧結果が表示されます。取得されたいドメイン名の

「登録する」ボタンを押してください。 
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第４項 お客様情報の選択 

ドメイン名のご契約を行うお客様情報を選択してください。選ばれたいお客様情報の「選択する」ボタンを押してくだ

さい。 
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第５項 ドメイン名の登録情報の入力 

次にドメイン名に登録する情報を入力してください。選択をいただいたお客様情報より標準の入力情報を取得して

表示しています。特に変更がなければそのまま登録をいただいて問題ございません。過不足があった場合は追加

で入力をしてください。汎用 JP ドメイン、GTLD ドメイン以外はオンラインで情報の登録が行えませんので次項にお

進みください。 
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第６項 最終確認画面 

最終確認画面が表示されます。赤枠部分の説明に基づき文書に同意しチェックを入れてください。 

「上記で登録する」ボタンを押していただくと登録が完了します。 
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第３節 ドメイン名の移転の申し込みについて 

 

第１項 ドメイン名の移転のお申し込み方法 

ポータルサイトよりドメイン名の移転の申し込みを頂くと、当社以外で登録・管理されているドメイン名を当社に移

転いただくことが可能です。 

ドメイン名の一覧画面より、「ドメイン名移転（他社からの転入）を申し込む」ボタンを押してください。 
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第２項 ドメイン種別の選択 

次に移転されたいドメイン名の種別を選んでください。 
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第３項 ドメイン名の入力 

次にドメイン名を入力してください。トップレベルドメイン（最後につき.jp 等）を除いた名前を入力してください。 

 

 

第４項 お客様情報の選択 

移転するドメイン名に登録するお客様情報を選択してください。 
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第５項 登録情報の入力 

次に、新規ドメイン名のお申し込み時と同様に、ドメイン名に登録する情報を入力してください。 

 

 

第６項 最終確認画面 

入力した情報の確認画面が出ます。画面下部の下記にある各規約に合意を頂き、申請するボタンを押してくださ

い。 
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第４節 ドメイン名の事前承認について 

 

第１項 ドメイン名の事前承認のお申し込み方法 

当社より他社へドメイン名を移転されたい場合は、事前に当社にて移転を行う旨を申請いただく必要があります。

ポータルサイトよりドメイン名の事前承認の申し込みを頂くことで、他社より移転の申請があった場合に移転許可

を当社にて行います。 

申請には、ドメイン名の一覧画面より、「詳細」ボタンを押してください。 

 

  



オノコム・ポータルサイト説明書 

32 / 69 

第２項 ドメイン名詳細画面より事前承認画面へ 

次にドメイン名詳細画面より、「事前承認をする」ボタンを押してください。 

 

  



オノコム・ポータルサイト説明書 

33 / 69 

第３項 事前承認画面の操作 

次に移転先の指定事業者を選択し、「指定する」ボタンを押してください。指定事業者名が間違っていた場合、ドメ

イン名の移転が行えなくなります。ご注意下した。 
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第５章 SSL サーバー証明書 

 

本章では SSL サーバー証明書メニューの操作手順について説明します。 

 

第１節 SSL サーバー証明書について 

 

第１項 SSL サーバー証明書の契約について 

当社にてご登録を頂いている SSL サーバー証明書の情報を確認頂けます。本メニューでは SSL サーバー証明書

の新規申し込みが可能です。下記画面より SSL サーバー証明書を選択してください。 
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第２項 SSL サーバー証明書の一覧 

下記画面となり、SSL サーバー証明書の一覧をご確認いただけます。SSL サーバー証明書の暗号鍵については

安全のためポータルサイト上からは取得出来ません。必要場合は、別途お問い合わせください。 
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第２節 SSL サーバー証明書の新規申し込みいついて 

 

第１項 SSL サーバー証明書の新規お申し込み方法 

SSL サーバー証明書の一覧画面より、「新しい SSL サーバー証明書を申し込む」ボタンを押してください。 
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第２項 申し込み情報の入力 

次に下記画面より、ご請求アカウント（お客様情報）、コモン名（ドメイン名）、証明書の種類をご入力及びご選択く

ださい。次に連絡事項に、証明書のーバーへの設定が必要な場合は、サーバー名並びにサーバーID を記載してく

ださい。最後に「次へ」ボタンを押してください。 
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第３項 申し込み確認画面 

次に下記の確認画面が表示されます。申し込み内容に間違いがないかご確認をいただき、規約に合意を頂いた

上で、「上記で登録する」ボタンを押してください。 
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第６章 DNS サービス 

 

本章では DNS サービスメニューの操作手順について説明します。 

 

第１節 DNS サービスについて 

 

第１項 DNS サービスの契約について 

当社にてご契約を頂いている DNS サービスを確認頂けます。本メニューでは DNS サービスへのシングルサインオ

ンが可能です。下記画面より DNS サービスを選択してください。 
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第２項 DNS サービスの一覧 

下記画面となり、DNS サービスのご契約一覧をご確認いただけます。DNS サービスの設定書を確認されたい場合

は、「設定書」ボタン、DNS サービスにログインされたい場合は「ログイン」ボタンを押してください。 
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第７章 AWS アカウント 

 

本章では AWS アカウントのメニュー操作手順について説明します。 

 

第１節 AWS アカウントについて 

 

第１項 AWS アカウントの契約について 

当社にて、決済代行、パッケージプランなどご契約を頂いている AWS アカウントを確認頂けます。下記画面より、

AWS アカウントを選択してください。 
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第２項 AWS アカウントの一覧 

下記画面となり、AWS アカウントのご契約一覧をご確認いただけます。AWS アカウントの設定書を確認されたい場

合は、「設定書」ボタン、AWS アカウントに紐付くご契約情報を確認されたい場合は「ご契約情報」ボタンを押してく

ださい。ご契約情報内には AWS サポートや、初期構築サービス、オプションなどご契約いただいている場合に情

報が登録されています。「構築サービス」については、次章にて説明します。 
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第２節 構築サービスについて 

 

第１項 構築サービスについて 

当社にて、構築サービスをご契約を頂いている場合、本機能より構築作業の依頼を行っていただけます。お客様

に行っていただくのは 3 つの工程となります。「新しい作業の申し込み（ケースオープン）」、「作業日数の承認」、

「作業完了後のクローズ」です。それぞれ次項より説明します。 
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第２項 新しい作業の申し込み 

新しい作業を申し込む場合、下記の「新しい作業を申し込む」を選択してください。 
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第３項 ご契約の選択 

次に、作業を申し込みされる対象の構築サービスをご選択ください。続いて、件名と内容を入力の上、次へボタン

を押してください。 
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第４項 申し込みの確認画面 

次に、入力内容を確認の上、文章に同意の上、申し込みを完了してください。 
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第５項 申し込みの完了画面 

申し込みが完了すると、下記の画面が表示されます。「作業ケースを開く」ボタンを押してケース内容を確認してく

ださい。 
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第６項 構築作業の詳細（ケースの詳細） 

構築作業の詳細画面では、作業のステータス確認及び問い合わせが行えます。当社からの返答や情報確認等も

こちらに記載されます。ステータスの遷移は第 1 項のワークフローのとおりとなります。 

 

  



オノコム・ポータルサイト説明書 

49 / 69 

 

第７項 作業の承認 

作業申し込み後に、当社より作業内容を確認します。作業内容が確定でき次第、下記の画面にて作業日数を算出

して提示いたします。（作業内容について質問などがある場合、同画面にてお問い合わせを致しますので、ご返答

ください。）作業日数について問題がない場合は、承認するボタンを押してください。 

 

  



オノコム・ポータルサイト説明書 

50 / 69 

 

第８項 ステータスの遷移 

作業の承認後は、ステータスは「作業開始の準備中」、「作業開始」、「作業完了」の順に遷移しますので、お客様

側では作業完了までお待ちください。 

 

作業承認を頂いて、作業を開始する準備をしています。 

 

 

作業を開始しました。 

 

 

作業を完了しました。 
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第１項 作業途中の連絡及び、クローズについて 

ケースオープン後は、下記の内容と送信ボタンでいつでも当社に向けて質問及び確認を頂けます。 

また、当社からの返答も確認いただけます。 

ケースが不要になった場合、「クローズする」ボタンでケースをクローズいただけます。 
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第８章 サーバーサービス 

 

本章ではサーバーサービスのメニュー操作手順について説明します。 

 

第１節 サーバーサービスについて 

 

第１項 サーバーサービスの契約について 

当社にて、ご契約を頂いているオノコムクラウド各種サーバー、仮想サーバー、共有サーバー、AWS EC2 サーバ

ーなどの情報を確認頂けます。下記画面より、サーバーサービスを選択してください。 
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第２項 サーバーサービスの一覧 

下記画面となり、サーバーサービスのご契約一覧をご確認いただけます。サーバーサービスの設定書を確認され

たい場合は、「設定書」ボタン、サーバーサービスに紐付くオプション情報を確認されたい場合は「オプション」ボタ

ンを押してください。サーバーのご契約区分によっては「詳細」ボタンがつき、サーバーの各種パラメータ等につい

て確認できます。 
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第９章 データベースサービス 

 

本章ではデータベースサービスのメニュー操作手順について説明します。 

 

第１節 データベースサービスについて 

 

第１項 データベースサービスの契約について 

当社にて、ご契約を頂いている AWS RDS の情報を確認頂けます。下記画面より、データベースサービスを選択し

てください。 
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第２項 データベースサービスの一覧 

下記画面となり、データベースサービスのご契約一覧をご確認いただけます。データベースサービスの設定書を

確認されたい場合は、「設定書」ボタン、サーバーサービスに紐付くオプション情報を確認されたい場合は「オプシ

ョン」ボタンを押してください。データベースのご契約区分によっては「詳細」ボタンがつき、データベースの各種パラ

メータ等について確認できます。 
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第１０章 メールサービス 

 

本章ではメールサービスのメニュー操作手順について説明します。 

 

第１節 メールサービスについて 

 

第１項 メールサービスの契約について 

当社にて、ご契約を頂いているメールサービスの情報を確認頂けます。下記画面より、メールサービスを選択して

ください。本メニューではメールサービスの新規申し込みが可能です。 
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第２項 メールサービスの一覧 

下記画面となり、メールサービスのご契約一覧をご確認いただけます。メールサービスの設定書を確認されたい

場合は、「設定書」ボタン、メールサービスの管理画面にログインしたい場合は「ログイン」ボタンを押してください。

「詳細」ボタンでは、メールサービスの詳細情報がご確認いただけます。 
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第３項 メールサービスの詳細画面 

メールサービスの詳細情報をご確認いただけます。詳細画面からは、メール管理画面へのログイン、削除保護の

変更、プラン変更、管理パスワードの変更、解約が行えます。各機能は下記の通りとなります。 

 

・ログイン メールアドレスを管理出来る管理画面にシングルサインオンできます。 

・削除保護の変更 削除保護を有効にしておくと、間違った操作でメールサービスを削除することが出来なくなりま

す。 

・プラン変更 メールボックス領域の拡張においてのみプラン変更が可能です。 

・管理パスワードの変更 メール管理画面へログインするためのパスワードを変更できます。 

・解約 このボタンよりメールサービスの削除が行えます。 
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第２節 メールサービスの新規申し込みについて 

 

第１項 新規申し込みについて 

メールサービスの新規申し込みをする場合、メールサービスの一覧画面より、「新しいメールサービスを申し込む」

ボタンを押してください。 
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第２項 ドメイン名の入力 

次にメールサービスを利用したいドメイン名を入力してください。続けて「次へ」ボタンを押してください。 

 

 

第３項 容量の選択 

次に使用されたいメールボックスの容量に応じてプランを選択してください。容量はすべてのメールアドレスで使用

できる合計の容量となります。対象のプランの「選択する」ボタンを押してください。 
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第４項 お客様情報の選択 

次にメールサービスのご契約元となるお客様情報を選択してください。 
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第５項 最終確認画面 

次に入力及び選択された内容とサービス約款に同意した上で「上記で申し込みする」ボタンを押してください。 
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第１１章 その他月額サービス 

 

本章ではその他月額サービスのメニュー操作手順について説明します。 

 

第１節 その他月額サービスについて 

 

第１項 その他月額サービスの契約について 

当社にて、前章までのサービスに含まれないその他のご契約については、その他月額サービスとして登録をさせ

ていただきます。本メニューではご契約情報の内容をご確認いただけます。下記画面より、その他月額サービスを

選択してください。 
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第２項 その他月額サービスの一覧画面 

次にその他月額サービスの一覧画面が表示されます。「詳細」ボタンで各契約内容の詳細をご確認いただけま

す。 
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第１２章 お見積書 

 

本章ではお見積書のメニュー操作手順について説明します。 

 

第１節 お見積書について 

 

第１項 お見積書について 

当社から作成させていただいたお見積書を確認いただけます。また、お見積書に対してポータルサイト上で発注を

いただくことも出来ます。メイン画面のメニューより「お見積書」を選択してください。 
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第２項 お見積書の一覧画面 

次にお見積書の一覧画面となります。この画面からはお見積書の表示と、発注書の表示、お見積書への発注が

行えます。また、発行月単位で検索が可能です。 
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第３項 お見積書の発注 

前画面及び表示したお見積書の「発注する」ボタンを押した場合、下記の発注画面が表示されます。発注される場

合は、お見積内容をご確認の上、サービス約款に同意し、「発注する」ボタンを押してください。 
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第１３章 ご請求書 

 

本章ではご請求書のメニュー操作手順について説明します。 

 

第２節 ご請求書について 

 

第１項 ご請求書について 

当社から作成させていただいたご請求書を確認いただけます。メイン画面のメニューより「ご請求書」を選択してく

ださい。 
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第２項 ご請求書の一覧画面 

次にご請求書の一覧画面となります。発行月単位で検索が可能です。 

 

 

以上 


