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１．ＯＥＭオプション購入方法　～購入／追加⇒オプション購入～	

【OEMオプション購入】	
上部メニューの「購入／解約」内にある「オプション購入」をクリックしてください。	

①オプション購入よりOEM購入。個数を１にして「カートに入れる」をクリックしてください。	

１	
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１．ＯＥＭオプション購入方法　～購入／追加⇒オプション購入～	

ショッピングカートより「カート内容の確認」⇒「お支払い方法の確認」⇒「ご注文内容の確認」⇒「購入」	

購入完了後、ログアウト⇒再度ログイン	
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１．ＯＥＭオプション購入方法　～購入／追加⇒オプション購入～	

購入完了後、上部メニューにOEMのメニューボタンが追加されます。	
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２．ＯＥＭサークル設定方法	

【OEMサークル設定】	
メニューボタン「	OEM」をクリックするとOEMサークル設定画面に移行します。	
サークルごとのパスワード、支払い方法、通話料金体系の設定が可能です。	

詳細アイコンをクリックすると各サークルの設定画面に移行します。	
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２．ＯＥＭサークル設定方法　	

【サークル設定管理画面】	

【サークル設定管理画面】	
①エンドユーザーごとのOEM管理画面へログインするパスワードを設定します。	
②OEM管理画面へログインするURL（エンドユーザーへの公開用URL）	
③OEM支払い方法を選択できます。	
④OEMタリフの設定、サークルごとに通話料金タリフを読み込みます。　※OEM通話料設定ページ参照	
⑤OEMタリフに係数を設定します。（タリフによる計算値×OEM通話料係数）	

①	

②	

③	

④	

⑤	
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３．ＯＥＭ価格設定方法	

【OEM　価格設定】	
「OEM」メニューから「価格設定」をクリックしてください。 	
各ユニークの名称、単価など設定可能です。	
設定したいユニークの詳細アイコンをクリックして下さい。	

設定したいユニークの詳細アイコンをクリック	
・商品単価、初月課金扱い、販売可否の設定が可能 
・初月扱いについて 
　　課金：日割りなしでそのまま請求 
　　日割り：基本料金/月内日数×残日数 
　　差額日割り：基本料金－初期費用の日割り 
　　無料：基本料金なし	
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４．ＯＥＭ通話料設定	

【OEM通話料設定】	
「OEM」メニューから「OEM通話料設定」をクリックしてください。 	
CSVファイルアップロードで通話料タリフの設定が可能です。	

大10	パターンの料金設定が可能です。	
	
「ダウンロード」　現在設定されているタリフのCSVデータをダウンロードできます。	
「アップロード」あたらしくタリフをアップロードできます。	

【CSVタリフファイル形式】	

【CSVタリフファイル形式】	
Prefix　 	：　国際番号＋頭「0」を抜いた市外局番	
Calltype　 	：　IN　＝　着信　／　OUT　＝　発信	
AreaNameJP　 	：　エリア名（日本語）	
AreaNameEN 	：　エリア名（英語）	
InitTime　 	：　接続開始時からの初回課金秒数設定	
InitCharge　 	：　InitTimeで設定した秒数の間の料金設定	
IncTime　 	：　InitTime終了後の課金秒数設定	
IncCharge　 	：　IncChargeで設定した秒数の間の料金設定	
SetupCharge　 	：　接続手数料	
Tax　 	：　消費税の有無	
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５．ＯＥＭ画面設定　～OEM表示設定～	

【OEM表示設定】	
「OEM」メニューから「OEM画面設定」をクリックしてください。	
OEM管理画面にて非表示にさせる項目を設定できます。	
これによりエンドユーザー向けのOEM管理画面でチェックした項目が非表示になります。	
設定したいサークルの詳細をクリックしてください。	

【OEM画面設定】	

通話履歴画面で通話時間を非表示。	
UIDログインした場合に	

同時呼び出し一覧を消す。	

UID、電話番号等が	
購入できなくなります。	

サークル利用者に関する情報を
非表示にする	

通話履歴画面で価格を非表示。	 UID一覧から詳細ボタンが消える	
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５．ＯＥＭ画面設定　～OEM表示設定～	

サークル設定画面よりサークル番号をクリックすると実際のOEM管理画面にアクセスできます。	

【サークルごとのOEM管理ページ】	

OEM管理ページでは、サークル管理画面の表示内容について、設定が行えます。	
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５．ＯＥＭ画面設定　～内線一覧非表示～	

【内線一覧非表示】	
「内線一覧非表示」にチェックを入れた場合、ユニークＩＤでログインした際のユニークＯＥＭ管理ページで、	
同時呼び出しの一覧を非表示にします。	

※ユニークIDでログインした際のＯＥＭ管理ページの表示が変わります。	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～履歴非表示～	

【履歴非表示】	
「履歴非表示」にチェックを入れた場合、「通話履歴」内の、料金が非表示になります。	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～通話時間非表示～	

【通話時間非表示】	
「通話時間非表示」にチェックを入れた場合、「通話履歴」内の、通話時間が非表示になります。	
	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～価格非表示～	

【価格非表示】	
「価格非表示」にチェックを入れた場合、「購入／解約」画面の各項目の金額表示が非表示になります。	

◆チェックなし　　例）ユニーク（旧ユニーク）購入画面	
	

◆チェックあり　例）ユニーク（旧ユニーク）購入画面	
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５．ＯＥＭ画面設定　～購入不可～	

【購入不可】	
「購入不可」にチェックを入れた場合、「購入／解約」内にある「ユニーク(旧ユニーク)購入」「電話番号購入」	
「オプション購入」をクリックしても、購入を出来なくなります。	
	

【ユニーク(旧ユニーク)購入】	

【電話番号購入】	

【オプション購入】	

◆チェックなし	

◆チェックあり	

◆チェックなし	

◆チェックあり	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～ユニーク編集不可～	

【ユニーク編集不可】	
「ユニーク編集不可」にチェックを入れた場合、「ユニーク（旧ユニーク）一覧」内にあるすべてのユニークの詳細が確
認できなくなります。	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～サークル内「各種設定」の非表示～	

【各種設定】	
各種設定内のメニューを非表示にします。　すべてにチェックを入れると、「各種設定」ボタンも非表示になります。	

◆チェックなし	 ◆チェックあり	

※ページ非表示設定の全ての項目にチェックを入れた場合は、OEMサークル画面にログインできなくなります。	
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５．ＯＥＭ画面設定　～サークル内「購入／解約」の非表示～	

【購入／解約】	
購入／解約内のメニューを非表示にします。　すべてにチェックを入れると、「購入／解約」ボタンも非表示になります。	

◆チェックなし	

◆チェックあり	



20	

５．ＯＥＭ画面設定　～サークル内「通話履歴」の非表示～	

【通話履歴】	
通話履歴内のメニューを非表示にします。　すべてにチェックを入れると、「通話履歴」ボタンも非表示になります。	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～サークル内「電話帳」の非表示～	

「電話帳」	
電話帳のメニューを非表示にします。　すべてにチェックを入れると、「電話帳」ボタンも非表示になります。	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～サークル内「サークル情報」の非表示～	

「サークル情報」	
「サークル情報」のメニューを非表示にします。　すべてにチェックを入れると、「プリペイド」ボタンも非表示になります。	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～サークル内「プリペイド」の非表示～	

「プリペイド」	
プリペイドのメニューを非表示にします。　すべてにチェックを入れると、「プリペイド」ボタンも非表示になります。	

◆チェックなし	

◆チェックあり	
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５．ＯＥＭ画面設定　～ユニークページ内のメニュー非表示～	

「ユニーク」	
ユニークIDにてログインした際のメニューを非表示にします。　	
すべてにチェックを入れると、「ユニーク管理画面」にログインできなくなります。	

◆ユニーク管理ページ	

こちらのメニューが非表示になります。	
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５．ＯＥＭ画面設定　～通話履歴および発着信明細～	

「通話履歴および発着信明細」	
	
指定した年月以降の発着履歴を表示設定できます。	
過去、25か月以前から表示設定可能。	
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６．ＯＥＭメール設定	

購入・解約時等にOEMユーザーへ自動送信されるメールの一部をカスタマイズすることができます。	
変更できるのは以下の部分です。 
	
件名BCC(一部のメール)メッセージテキスト送信設定(一部のメール)署名	

編集する場合は、詳細ボタンをクリック	
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７．ＯＥＭ入会設定画面	

新規入会のための入会フォームリンクを作成することが可能です。	
これにより、新規クライアントの登録を、クライアント自身で入力、申請を行うことが可能になります。	
	
※お支払方法について：	
　　弊社へのお支払いがプリペイド　エンドユーザーの支払いがプリペイドに設定可能	
　　弊社へのお支払いがプリペイド　エンドユーザーの支払いが銀行振込に設定可能	
　　弊社へのお支払いが銀行振込　エンドユーザーの支払いがプリペイドに設定不可能	
　　弊社へのお支払いが銀行振込　エンドユーザーの支払いが銀行振込に設定可能	

利用するを選択後、	
横のURLを新規クライアントにお渡し下さい。	

お支払方法を選択できます。	
弊社へのお支払いがプリペイド以外の場

合は、銀行振込のみ選択が可能です。	

入会フォームの上部にテキストを表示させ
ることが出来ます。	
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８．ＯＥＭ通貨表示切り替え	

日本円と、USドルで切りかえることが可能です。	
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９．	OEM請求管理	

請求書の詳細確認や、支払い確認後の消し込みを行うことが可能です。	
また、PDFによる請求書のダウンロードもこちらで行えます。	
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10． 請求書設定	

請求書に表示される社名等の御社情報の設定が行えます。	
また、請求書の確定日設定や、押印データ等の登録、OEM画面の表示色も変更が可能です（デフォルトは青）。	

社印データはこちらからアップロードして下さい。	
	
※対応ファイルフォーマット　PNG	(.png) 
・ファイルサイズ 大　300KB 

・8bitグレースケール/インデックスカラー/トゥルーカラー(24	bits) 
・アルファチャネル可 
・インターレース不可 

・縦横比　２：３ 
・背景透明化不可（背景白推薦）	
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11． 締め日の変更	

請求の締め日を設定可能です。	
※締め処理は月中に１回のみ実行されます	
※締め日を変更すると、変更月前月との請求に重複又は欠如が発生します。	
	
5日、10日、15日、20日、25日、月末を選択可能です。	
※サークルごとに締め日を変更することは出来ません。	
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12．	OEMプリペイド	

エンドユーザとプリペイド払いにて契約を行っている場合に、プリペイドの利用情報を確認することが出来ます。	
調整金等の処理もこちらで行えます。	
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12．	OEM専用商品の説明	

OEM専用商品は、直販にはない商品をお客様独自に作成できる機能です。	
※OEM専用商品で作った商品が購入された場合、OEMサークルのプリペイドからは減額されますがアカウントのプリペからは
減額されません。	
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12．	OEMサークル・商品のランク付け機能 ～商品価格ランク設定	

OEMサークルを対象にランク付けを行い、ランクに応じた価格を商品へ設定ができます。 
例)サークル1はランクA、サークル2はランクBに所属させ、商品価格をランクAは1,000円、ランクBには2,000円に設定する。	

＜操作方法＞ 
■商品価格ランクを定義する 
アカウント管理ページのOEMメニュー「商品価格ランク設定」から設定できます。	
	

ランク価格を追加・編集が可能です。	

ランクを追加	
一行増える	
ランクの名前を編集（例ランクA）	
変更を保存する	
ランクの種別が増える	
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12．	OEMサークル・商品のランク付け機能 ～ランク付け	

＜操作方法＞	
■OEMサークルのランク付け 
アカウント管理ページのOEMメニュー「サークル設定」から各サークルの「詳細」を開きます。	

「OEMランク」のプルダウンメニューから定義したランクを選択できます。	
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12．	OEMサークル・商品のランク付け機能 ～価格設定	

＜操作方法＞ 
アカウント管理ページのOEMメニュー「価格設定」から各アイテムの「詳細」を開きます。	

各アイテムの「詳細」を開きます。	

「価格設定」タブにて、ランク価格を追加・編集が可能です。	
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12．	OEMサークル・商品のランク付け機能 ～OEM専用商品	

＜操作方法＞ 
アカウント管理ページのOEMメニュー「OEM専用商品」を開きます。	
	

変更したい商品を選び「詳細」をクリックします。	
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12．	OEMサークル・商品のランク付け機能 ～OEM専用商品	

「価格設定」タブにて、課税区分・編集が単価・購入可否が可能です。	

「価格設定」タブにて「ランク価格を追加する」をクリックします。	
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12． 商品価格ランク設定	

OEMサークルを対象にランク付けを行い、ランクに応じた価格を商品へ設定できるようになりました。 
例)サークル1はランクA、サークル2はランクBに所属させ、商品価格をランクAは1,000円、ランクBには2,000円に設定する。	

＜操作方法＞ 
■商品価格ランクを定義する 
アカウント管理ページのOEMメニュー「商品価格ランク設定」から設定できます。	
	
■OEMサークルのランク付け 
アカウント管理ページのOEMメニュー「サークル設定」から各サークルの「詳細」を開き 
「OEMランク」のプルダウンメニューから定義したランクを選択できます。	
	
■OEMアイテムのランク毎の価格設定 
アカウント管理ページのOEMメニュー「価格設定」から各アイテムの「詳細」を開き 
「価格設定」タブにて、ランク価格を追加・編集が可能です。	
	
■OEM専用商品のランク毎の価格設定 
アカウント管理ページのOEMメニュー「OEM専用商品」から各アイテムの「詳細」を開き 
「価格設定」タブにて、ランク価格を追加・編集が可能です。	
5.OEM価格・通話料設定の仕様変更 
価格設定は小数点以下4桁まで、通話料設定は小数点以下6桁まで設定いただけるようになりました。 
ドル販売などにご利用ください。 
アカウント管理ページのOEMメニュー「価格設定」および「OEM通話料設定」から設定できます。	


