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■ プライマリグループ

お客様がご利用になれる、ファイルコンテナの領域を「プライマリグループ」といいます。

エルシーブイ ではご契約をいただいた際に、ご契約毎のプライマリグループ全体を管理する
「グループ管理者」 (以下、「管理者」といいます) を 1つ登録いたします。

管理者はプライマリグループ内に関する以下の操作が行えます。

　1. ユーザー管理

　　　　ユーザーの登録/編集/停止/再開/削除

　2. グループ管理

　　　　グループの登録/編集/削除

　3. お知らせ機能

　　　　ユーザー画面に表示するお知らせ内容の登録/編集/削除

　4. ログ情報

　　　　ログのダウンロード、統計情報の閲覧

プライマリグループ全体で、ご契約いただいている容量までファイルを保管できます。

概要

1

■ ユーザー

ご契約いただいているユーザー数までユーザー登録できます。

(エルシーブイ にて初期登録する管理者 1名分もご契約ユーザー数に含みます)

既に他のお客様が別のプライマリグループで登録しているユーザーID は登録できません。

ユーザーの種類は権限の違いにより、以下のものがあります。

●          管理者

　              一般ユーザーの機能＋プライマリグループ全体の管理ができます。

●          一般ユーザー

　              通常のアップロード/ダウンロードを行う場合、「一般ユーザー」で登録します。

●          グループ作成者

　              一般ユーザーの機能＋グループ管理ができます。

● 読取専用ユーザー

　              ファイルのダウンロードのみ可能なユーザーです。

なお、管理者を複数登録することにより、管理者業務を分散して運用することができます。

※ ユーザーの操作については、ファイルコンテナユーザーマニュアルをご参照ください。



想定されるケースと手順のご案内

■ ユーザーを作成したい場合    →  手順 1.1.1. へ

■ 特定のメンバーのみが共有できるフォルダを作成したい場合    →  手順 2.1.1. へ

■ Web 公開、受取フォルダ機能を有効にする場合    →  手順 1.1.1. (4/5) へ

■ ユーザーを一時停止/再開する場合    →  手順 1.1.3.  1.1.4. へ

■ ユーザーがパスワードを忘れてしまった場合    →  手順 1.1.2. へ

■ ユーザーを削除したい場合    →  手順 1.1.5. へ

■ グループ内のユーザーにお知らせを通知したい場合    →  手順 3. へ

■ グループ内の各種ログ、統計情報を閲覧したい場合    →  手順 4. へ
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以下 URL へアクセスします。

  

　　　  https://fss.lcv.ne.jp/ 

管理者としてアクセスする際に必要な情報は、ご契約時にお届けする「LCV-Net ファイルコンテナ用 管理者ユーザー情報」をご覧

ください。

ユーザーID、パスワードを入力して、ログインします。

ログイン方法
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ログインに成功すると、以下のような一覧の画面が表示されます。



この機能は

ファイルコンテナ

サービスでは

ご利用になれません。

■ 管理画面に移る時

画面構成について

[管理画面] を押すと、ユーザー/グループ管理の画面に

切り替わります。

ユーザー/グループの管理が可能です。

■ ユーザー画面に移る時

[ユーザ画面] を押すと、管理者自身のユーザーフォルダの画面に

切り替わります。

ファイル等の操作が可能です。

管理者は　管理画面　と、　ユーザー画面　を切り替えてお使いいただけます。
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便利な機能

事前にこの機能を設定しておくことで、ユーザー登録の際に値を固定しておくことができます。

同じ設定で、複数のユーザーを登録する場合に便利です。

※グループ管理画面の [デフォルト設定] も同様の設定が可能です。

画面左側メニューの [管理画面] を押し、管理画面に移ります。

画面上部の [ユーザー管理] タブを押し、 [デフォルト設定] を押します。

反映させたい項目を選択、および入力し、[設定] を押します。

ここでの設定が、ユーザーの新規登録の際に反映されます。

各項目の設定内容については、次ページ以降をご参照ください。
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1. ユーザー管理

1.1. ユーザーの登録/編集/停止/再開/削除

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [ユーザー管理] タブを押します。

ユーザーの管理画面は以下の構成となっています。

● 左メニュー

● 上部タブメニュー

● メイン表示
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「新規」............. 新規ユーザーの作成

「更新」............. ユーザー情報の更新

「停止」............. ユーザーの停止

「再開」............. ユーザーの再開

「削除」............. ユーザーの削除

「インポート」....... ユーザー一覧をCSV形式にてインポート

「エクスポート」..... ユーザー一覧をCSV形式でダウンロード

「デフォルト設定」... 全てのユーザーに共通の設定をあらかじめ登録できます。



■ ID (必須)

英数文字で指定してください。

すでに登録されている、他のユーザー ID や

グループ名は指定できません。

■ PASSWORD (必須)

パスワードは 6文字以上必要です。

以下の文字列が利用可能です。

● 英大文字          A, B, C - Z

● 英小文字          a, b, c - z

● 数字                 0, 1, 2 - 9

● 特殊文字          ! # $ % ( ) = + * ? _ { }　; :　[ ]

(注意) 　　<　>　’ 　”　 & 　はご利用になれません。

■ ユーザーフォルダ

● 作成する

   ユーザーフォルダを作成したい場合は、

   チェックを入れてください。

   ユーザーフォルダが作成されます。

   ※(ユーザーフォルダ)でWeb 公開、

　　　受取フォルダ機能を許可する場合は

　　　必須です。IDがユーザーフォルダ名と

　　　なります。

● 容量制限

   ユーザーフォルダを作成した場合にチェックを

   入れると、容量制限をかけられます。

   任意の数値を設定(契約容量を超える数値の

   入力も可能)できますが、ご契約いただいて

   いる容量を超えてのファイルの

   保管はできません。

　　

   ※管理者自身のユーザーフォルダには

　　  容量制限をかけておりません。

　　  必要に応じて変更を行ってください。

 

1.1.1. ユーザーの登録　(1/5)

ユーザー管理タブ、左メニューの [新規] を押します。

登録項目は以下の通りです。
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1.1.1. ユーザーの登録　(2/5)
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■ フォルダオプション

   [フォルダオプション] を押す度に、詳細内容の

   表示/非表示が切り替わります。

●  バージョン管理する

       チェックを入れると、過去のファイルを 

        3世代まで保管できます。  

●  アップロードされたらメールで通知

       ユーザーフォルダにファイルがアップロード

       されたら、登録されたメールアドレス宛にメール

       通知が送られます。  

●  ダウンロードされたらメールで通知

       ユーザーフォルダのファイルがダウンロード

       されたら、登録されたメールアドレス宛にメール

       通知が送られます。  

●  時限ファイル期限の強制

       「設定」　を選択し、日数を入力すると、

       設定した期限でファイルが削除されます。

      「システム設定を優先」、または「無期限」

      に設定すると、ファイルの期限が

      ユーザー側で自由に設定できます。

●  Web 公開期限の強制

       「設定」　を選択し、日数を入力すると、

       設定した期限でWeb 公開が停止されます。

       「システム設定を優先」、または「無期限」

       に設定すると、Web 公開期限が

      ユーザー側で自由に設定できます。

●  受取フォルダ期限の強制

       「設定」　を選択し、日数を入力すると、

       設定した期限で受取フォルダが

       停止されます。

       「システム設定を優先」、または「無期限」

       に設定すると、受取フォルダ期限が

      ユーザー側で自由に設定できます。

●  メール文書設定

      From アドレス・件名・本文を編集したい場合は、

      「アップロード通知メール」「ダウンロード通知

      メール」の右側にある[設定]ボタンを押すと

      編集ができます。



1.1.1. ユーザーの登録　(3/5)
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■ プライマリグループ

ご契約毎のプライマリグループ名が表示されます。

プライマリグループ名の変更はできません。

■ 名前

全角文字も入力できます。

ここで入力した名前が、ログイン時、画面に表示さ

れる名前や、通知メールの送信者名に反映されま

す。

■ 種類

ユーザーに与える権限を、以下から選択します。

 一般ユーザー

 管理者

 グループ作成者

 読取専用ユーザー

■ グループ

プライマリグループ内にグループが作成されている

場合、枠内にグループ名が表示されます。枠には

● 参加しないグループ

● 参加するグループ

の2種類があります。

ユーザーをグループに関連付ける場合は、該当す

るグループ名を選択してから [参加] ボタンを押す

と、ユーザーをそのグループに参加させることがで

きます。

逆に、該当するグループ名を選択してから [外す] 

ボタンを押すと、ユーザーをそのグループから外す

ことができます。

また、グループ名単位に 2種類のマークが付いて

います。

         : このユーザーはグループフォルダ内で、

           ファイルのアップロードおよび

           ダウンロードができます。

         : このユーザーはグループフォルダ内で、 　  

         ファイルのダウンロードのみできます。



1.1.1. ユーザーの登録　(4/5)

■ メールアドレス

ユーザーのメールアドレスを入力します。

ここで入力したメールアドレス宛に、各種通知メール

が届きます。

※ メール送信機能を使用する際には必須です。

[複数指定] ボタンを押すと、「メールアドレス設定」の

画面に移行し、複数のメールアドレス(サブメールアド

レス) を指定できます。

[追加] ボタンを押す度に、メールアドレスと名前が入

力できるフィールドが増えます。

※名前は入力しなくても構いません。

■ 注釈

任意のコメントを入れることができます。

ユーザー管理画面で表示の確認ができます。

■ 許可

このユーザーが使用できる機能を指定します。

● Web公開

     ユーザーの Web 公開機能の許可/禁止

● メール送信

     ユーザーのメール送信機能の許可/禁止

● 読取専用

     ファイル属性の変更の際に読取専用として

     選択可能/不可能
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1.1.1. ユーザーの登録　(5/5)

■ アクセス制限

初期では「制限しない」に設定されています。

[設定] ボタンを押すと「アクセス制限設定」が

行えます。

ドメインや、IPアドレスでのアクセス許可の設定が

可能です。

■ ログインフォルダ

ログイン時の初期フォルダ位置を指定します。

画面に表示される「ヒント」もご参照ください。

■ 期限

「ユーザー期間」にチェックを入れ、年月日を入力

することで、ユーザーの有効期限を指定できます。

設定した期限を過ぎるとユーザー停止処理が実行

され、ユーザーがログインできない状態になります。

ユーザー及びユーザーフォルダは削除されません。

1.1.3 の「停止」と同様の処理です。

■ [ユーザー登録メールを送る] 

チェックを入れると、登録完了後に、「メールアドレ

ス」に設定したアドレス宛へ、登録完了通知が自動

送信されます。

登録内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [作成] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、新規ユーザー登録を中止し、ユーザー管理一覧に戻ります。
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1.1.2. ユーザーの編集

編集したいユーザー ID にチェックを入れ、画面左側メニューの [更新] を押します。

※ 画面右上に [一覧表示] ボタンが表示されている場合は、  [一覧表示] を押すと、

　　以下の画面になります。

編集できる項目は、手順 1.1.1. と同様です。

編集内容を確認し、問題が無ければ「ユーザー更新」画面下部の [更新] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、ユーザーの編集を中止し、ユーザー管理一覧に戻ります。

【注意事項】

　ユーザーフォルダ更新時の注意

     既にユーザーフォルダを作成している場合に、ユーザーフォルダの [作成する] の

     チェックを外すと、既にユーザーフォルダ内にある全てのファイルが削除されます。

     チェックを外す場合は注意してください。

　

　フォルダオプション更新時の注意

     既にバージョン管理を設定している場合、[バージョン管理する]のチェックを外し更新をおこなうと

     以前のバージョンのファイルは全て削除されます。

     チェックを外す場合は注意してください。
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編集画面へは、直接コンテキストメニューからの選択も可能です。

コンテキストメニューは、マウスカーソルを　　　　　に合わせると

表示されます。



1.1.3. ユーザーの停止

停止したいユーザー ID にチェックを入れ、画面左側メニューの [停止] を押します。

※ 画面右上に [一覧表示] ボタンが表示されている場合は、  [一覧表示] を押すと、

　　以下の画面になります。

内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [停止] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、停止を中止し、ユーザー管理一覧に戻ります。

停止中のユーザーは、ユーザー 一覧の状態表示が以下のようなマークになります。
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1.1.4. ユーザーの再開

再開したいユーザー ID にチェックを入れ、画面左側メニューの [再開] を押します。

※ 画面右上に [一覧表示] ボタンが表示されている場合は、  [一覧表示] を押すと、

　　以下の画面になります。

内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [再開] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、再開を中止し、ユーザー管理一覧に戻ります。

再開したユーザーは、ユーザー 一覧の状態表示が以下のマークになります。
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1.1.5. ユーザーの削除

削除したいユーザー ID にチェックを入れ、画面左側メニューの [削除] を押します。

※ 画面右上に [一覧表示] ボタンが表示されている場合は、  [一覧表示] を押すと、

　　以下の画面になります。

内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [削除] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、削除を中止し、ユーザー管理一覧に戻ります。
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2. グループ管理

2.1. グループ・グループフォルダの登録/編集/削除

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [グループ管理] タブを押します。

グループの管理画面は以下の構成となっています。

● 左メニュー

● 上部タブメニュー

● メイン表示
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「新規」............. 新規グループの作成

「更新」............. グループ情報の更新

「削除」............. グループの削除

「委譲」............. グループの管理を別の管理者に委譲

「インポート」....... プライマリグループ/グループ一覧をCSV形式にてインポート

「エクスポート」..... プライマリグループ/グループ一覧をCSV形式でダウンロード

「デフォルト設定」... 全てのグループに共通の設定をあらかじめ登録できます。



2.1.1. グループ・グループフォルダの登録　(1/2)

画面左側メニューの [新規] を押します。

登録項目は以下の通りです。

■ グループ名(必須)

すでに登録されている、他のユーザー ID や

グループ名は指定できません。

英数字、全角文字での入力が可能です。

■  グループフォルダ

● 作成する

      グループ内でファイル共有をしたい場合は、

      チェックを入れてください。

      グループフォルダが作成されます。

● 容量制限

      グループフォルダを作成した場合にチェックを

      入れると、容量制限を掛けられます。

      任意の数値を設定(契約容量を超える数値の

      入力も可能)できますが、ご契約いただいて

      いるコースの容量を超えてのファイル保管は

      できません。

■ フォルダオプション

● バージョン管理する

      チェックを入れると、過去のファイルを

      3世代まで保管できます。

● アップロードされたらメールで通知

● ダウンロードされたらメールで通知

      チェックを入れると、グループフォルダの

      ファイルが操作される度にグループに所属

      しているメンバーへ通知メールが送信されます。

●  時限ファイル期限の強制

      「設定」　を選択し、日数を入力すると、

      設定した期限でファイルが削除されます。

      「システム設定を優先」、または「無期限」

      に設定すると、ファイルの期限が

      ユーザー側で自由に設定できます。

●  Web公開期限の強制

      「設定」　を選択し、日数を入力すると、

      設定した期限でWeb公開が停止されます。

      「システム設定を優先」、または「無期限」

      に設定すると、Web公開の期限が

      ユーザー側で自由に設定できます。

●  受取フォルダ期限の強制

       「設定」　を選択し、日数を入力すると、

       設定した期限で受取フォルダが停止されます。

       「システム設定を優先」、または「無期限」

       に設定すると、受取フォルダ期限が

      ユーザー側で自由に設定できます。

●  メール文書設定

      送信先・From アドレス・件名・本文を編集

      したい場合は、[設定]ボタンを押すと編集が

      できます。

[フォルダオプション] を押す度に、詳細内容の表示/非表示が切り替わります。
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2.1.1. グループ・グループフォルダの登録　(2/2)

■ プライマリグループ

ご契約のプライマリグループ名が表示されます。

プライマリグループ名の変更はできません。

■ ユーザー/グループ

● 参加しないユーザー/グループ

   登録されているユーザー、グループが

   表示されます。

   ここに登録されているユーザーやグループは、

   グループフォルダへアクセスできません。

● 参加するユーザー/グループ

   ここに登録されたユーザーやグループのみが

   グループフォルダへアクセスでき、書き込み・

   閲覧が可能です。

   「参加しないユーザー/グループ」より選択し、

   [参加 >>] ボタンを押すことで「参加するユーザー

   /グループ 」へ移行されます。

　

● 参加するユーザー/グループ(読取り専用)

   ここに登録されたユーザーやグループは、

   ファイルの読取り専用の権限でグループフォル

   ダへアクセスできます。

■ 注釈

任意のコメントを入れることができます。

■ 期限

「グループ期間」にチェックを入れ、年月日を入力

することで、グループの有効期限を指定できます。

カレンダーからの指定も可能です。

この期間を過ぎると、だれもグループに参加してい

ない状態になります。

通常は指定しなくても構いません。

登録内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [作成] ボタンを押します。

※[一覧に戻る] を押すと、グループ作成を中止し、グループ管理一覧に戻ります。
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2.1.2. グループ・グループフォルダの編集

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [グループ管理] タブを押します。

※ 画面右上に [一覧表示] ボタンが表示されている場合は[検索表示] 画面となりますので、

  　[一覧表示] を押し、以下のような一覧表示にします。

編集したいグループ名にチェックを入れ、

画面左側メニューの [更新] を押します。

編集できる項目は、手順 2.1.1. と同様です。

編集内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [更新] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、編集を中止し、グループ管理一覧に戻ります。

【注意事項】

　グループフォルダ更新時の注意

     既にグループフォルダを作成している場合に、グループフォルダの [作成する] の

     チェックを外すと、グループフォルダ内にある全てのファイルが削除されます。

     チェックを外す場合は注意してください。

　フォルダオプション更新時の注意

     既にバージョン管理を設定している場合、[バージョン管理する]のチェックを外し更新をおこなうと

     以前のバージョンのファイルは全て削除されます。

     チェックを外す場合は注意してください。
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2.1.3. グループ・グループフォルダの 削除

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [グループ管理] タブを押します。

※ 画面右上に [一覧表示] ボタンが表示されている場合は、  [一覧表示] を押すと、

　　以下の画面になります。

削除したいグループ名にチェックを入れ、

画面左側メニューの [削除] を押します。

内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [削除] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、削除を中止し、グループ管理一覧に戻ります。
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2.1.4. グループ・グループフォルダの 委譲

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [グループ管理] タブを押します。

※ 画面右上に [一覧表示] ボタンが表示されている場合は、  [一覧表示] を押すと、

　　以下の画面になります。

委譲したいグループ名にチェックを入れ、画面左側メニューの [委譲] を押します。

「グループ委譲」画面にて、グループ委譲先の一覧(管理者および、グループ作成者)が表示されます。

このグループを委譲するユーザーを選択し、[選択]を押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、委譲を中止し、グループ管理一覧に戻ります。

21

確認画面が表示されるので、内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [委譲]を押します。

※ [戻る] を押すと、委譲を中止し、グループ管理一覧に戻ります。



3. お知らせ機能 (プライマリグループ全体への適用)

3.1. ユーザー画面に表示するお知らせ内容を登録/編集/削除

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [お知らせ管理] タブを押します。

お知らせ管理画面は以下の構成となっています。

● 左メニュー

● 上部タブメニュー

● メイン表示
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3.1.1. お知らせ内容を登録

画面左側メニューの [新規] を押します。

登録項目は以下の通りです。

■ プライマリグループ

ご契約のプライマリグループ名が表示されます。

プライマリグループ名の変更はできません。

■ 送信日

送信日を指定する場合、「送信日を設定する」に

チェックを入れ、日付を入力します

カレンダーからの指定も可能です。

即時にお知らせを公開したい場合は、「送信日を設

定する」のチェックを外しておきます。

■ 重要度

お知らせの重要度が指定できます。

以下のように表示のアイコンが変わります。

　通常時のお知らせアイコン：

　重要の場合のお知らせアイコン：

■ 件名:

お知らせの件名を入力してください。

■ お知らせ本文(枠内)

お知らせの内容を入力してください。

■ 条件

● ユーザー期間

  「ユーザー期間」終了の何日前にお知らせを表示

するかを設定します。

● ユーザーのPASSWORD有効期限

本サービスでは「PASSWORD有効期限」が設定で

きないため、設定してもご利用になれません。

■ 表示

「ログイン後にお知らせを強制的に表示する」に

チェックを入れると、ログイン時にお知らせページの

みが強制的に表示されます。

ユーザーは[続行] を押すと通常のトップページが

表示されるようになります。

■ オプション

必要に応じて「URL及びメールアドレスをリンクに変

換する」にチェックを入れてください。

登録内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [作成] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、お知らせ作成を中止し、お知らせ管理一覧に戻ります。
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【ユーザー側表示画面参考】



3.1.2. お知らせ内容を編集

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [お知らせ管理] タブを押します。

編集したいお知らせのタイトルチェックボックスにチェックを付け、

画面左側メニューの [更新] を押します。

編集できる項目は、手順 3.1.1. と同様です。

編集内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [更新] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、編集を中止し、お知らせ管理一覧に戻ります。
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3.1.3. お知らせ内容を削除

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [お知らせ管理] タブを押します。

削除したいお知らせのタイトルチェックボックスにチェックを付け、

画面左側メニューの [削除] を押します。

編集内容を確認し、問題が無ければ画面下部の [削除] ボタンを押します。

※ [一覧に戻る] を押すと、削除を中止し、お知らせ管理一覧に戻ります。
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4. ログ情報

4.1. ログのダウンロード、統計情報の閲覧

画面左側メニューの [管理画面] を押します。

画面上部の [ログ情報] タブを押します。

ログ情報画面は以下の構成となっています。

● 左メニュー

● 上部タブメニュー

● メイン表示
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4.1.1. ログイン状況

ログイン中のユーザー 一覧が表示されます。

27

[強制ログアウト]を押すと、対象のユーザーをログアウトさせることができます。



4.1.2. ユーザー統計

■月別集計

・ユーザー統計

　　ユーザー数/グループ数の推移

・ログインユーザー数

　　日次のログインユーザー数等の一覧

・ログインランキング

　　ログインの多かったユーザーの一覧

■ 年別集計

　　月次のユーザー数、ログインユーザー数、グループ数の集計

28

メイン表示の左上にあるプルダウンで、閲覧したい年月を選択します。

集計結果を表とグラフで表示します。



4.1.3. アクセス統計

29

メイン表示の左上にあるプルダウンで、閲覧したい年月を選択します。

集計結果を表とグラフで表示します。

■月別集計

　　日次のダウンロード/アップロード回数・量、使用容量の集計

　　※2015年9月のリニューアルより「使用容量」の項目を追加いたしました。

■ ランキング

　　ダウンロード回数および、ダウンロード量の多かったファイルを表示

■年別集計

　　月次のダウンロード/アップロード回数・量、使用容量の集計



4.1.4. Web 公開統計

30

■ 月別集計

　　日次のWeb公開作成数、受取フォルダ作成数、ダウンロード回数/量、

　　アップロード回数/量の集計

■ ランキング

　　Web公開ダウンロード回数/量、受取フォルダアップロード回数/量の

　　多かったファイルを表示

■ 年別集計

　　月次のWeb公開作成数、ダウンロード回数/量、受取フォルダ作成数、

　　アップロード回数/量の集計

メイン表示の左上にあるプルダウンで、閲覧したい年月を選択します。

集計結果を表とグラフで表示します。



4.1.5. ログダウンロード

プルダウンで年月を選択し、[ダウンロード] ボタンを押すと、

1ヶ月分のログをダウンロードできます。
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5分以上何も操作しないと自動的に接続が切断されます。

「Error : タイムアウトしました」と表示された場合は、ログイン画面から

再度ログインし直してください。

タイムアウトについて

ログアウト方法

画面左側メニューの [ログアウト] を押します。

[ログアウト] が表示されない場合は、画面左側メニューの [一覧へ戻る] を

押すと、[ログアウト] が表示されます。
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 メモ







お問合せ先

エルシーブイ株式会社

Email: info@lcv.co.jp

電話:　0120-123-833  

FAX:　0266-53-5554

LCV-Net ファイルコンテナ 管理者マニュアル
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