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必ずお読みください
本マニュアルは、別資料の【スタートアップガイド】にて、
⾃⾝のアカウントを作成された⽅を対象としたマニュアルです。

⾃⾝のアカウントを作成していない場合は、スタートアップガイドを
ご参照ください。
また、本マニュアルは、環境提供時に登録されているサンプルデータの
情報を基に作成しております。

部署・ユーザーの追加

プライベート連絡先の登録

集計結果の確認

対策の議論や指⽰

本マニュアルの流れ

よくある質問や細かな仕様は、オンラインヘルプ
または、各種資料のマニュアルに記載がございます。

スタートアップガイドへ戻る
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https://anpi.toyokumo.co.jp/docs/anpi2_startup_guide.pdf


最上位部署

管理部 営業部

営業1課

管理者権限について

管理者はアイコンの⾊によって区別できます。
□︓マネージャー（部⾨マネージャー） □︓危機管理責任者 □︓システム管理者

環境提供時にお渡しした「Administrator」は危機管理責任者とシステム管理者を兼ねた
ユーザーです。
下記はサンプルデータのログイン情報と役割です。
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＜サンプル部署構図＞

前⽥太⼀
加藤紗⽮

⼤⽊泰雄

Administrator

部⾨マネージャー

部⾨マネージャーマネージャー

アカウント名 役割 権限の及ぶ部署 ⾏える操作

Administrator システム管理者
危機管理責任者 全ての部署

部署/ユーザーの登録
⾃動送信設定・⼿動送信
連絡状況（集計）確認

前⽥太⼀ マネージャー 全ての部署 連絡状況（集計）確認

加藤沙⽮ 部⾨マネージャー
（営業部）

営業部
営業1課 連絡状況（集計）確認

⼤⽊泰雄 部⾨マネージャー
（営業1課） 営業1課 連絡状況（集計）確認

危機管理責任者

システム管理者
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1.部署・ユーザー情報の追加
1-1 システム設定にアクセスします

でログインし、システム設定に⼊る①

② システム設定パスワードを⼊⼒します

初期設定では、Administratorのログインパスワードです。
システム設定にログインするパスワードは
システム管理者で共通のパスワードとなります。
尚、システム設定のパスワードは
「システム設定＞システム設定パスワードの変更」より変更できます。

ご⾃⾝のアカウント

システム設定パスワードとは︖

パスワードを
⼊⼒します

※Administratorはログアウトしてください
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1-2 部署を新しく追加します

① 部署/地域/ユーザーの設定をクリックします

② 最上位部署の配下に部署を追加します
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部署コードをキーとするので、
他の部署と同じ部署コードは設定できません。

追加する部署の
親部署を選択できます

部署名と部署コードを
⼊⼒します

⼊⼒したらクリックします

部署が
追加されます

③ 総務部を追加します

④ 最上位部署の配下に総務部が追加されました
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1-3 作成した部署に、⾃分のアカウントを所属させます

スタートアップガイドで追加したアカウントは「最上位部署」に所属させたので、
追加した部署に所属させます。

①クリックします

②クリックします

② 全ユーザー表⽰にし、 を編集するご⾃⾝のアカウント

① 部署/地域/ユーザーの設定をクリックします
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②クリックします

①総務部に を⼊れる

③ 所属部署として総務部に を⼊れる
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2.プライベート連絡先の登録
2-1プライベート連絡先を登録します

ご⾃⾝のアカウント

クリックします

クリックします

① の個⼈設定に⼊る

② プライベート連絡先のメールアドレスの設定」よりメールアドレスを登録
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プライベート連絡先を
⼊⼒します

⼊⼒したらクリックします

追加されます

システム設定で登録するアドレスと
同⼀のメールアドレスは登録できません。

③ メールアドレスを⼊⼒します。
※後ほどテスト送信を⾏いますので、実際に届くメールアドレスを⼊⼒してください

④ 登録後に確認メールが届きます。
届かない場合は、メールアドレスが正しいか確認して下さい。
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3. スマートフォン専⽤アプリとの連携

3-1 スマートフォン専⽤アプリをダウンロード

スマートフォンをお持ちの場合は、下記QRコードよりアプリをダウンロードしてください。
App Storeまたは、Google Playで「安否確認2 トヨクモ」と検索し、
ダウンロードすることも可能です。

Android iOS

3-2 専⽤アプリとの連携

アプリを起動し、御社⽤の環境のURLおよび、スタートアップガイドで作成した

ログイン名とパスワードを⼊⼒してアプリ連携を⾏います。

ご⾃⾝のアカウント

ご⾃⾝のアカウント

末尾の
「/（スラッシュ）」は

不要です。
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3-3 通知先の登録状況を確認する

クリックします

ご⾃⾝のアカウント

数字を押すと
該当のユーザーが表⽰される

連絡網では、部署に所属するユーザーの連絡先の登録状況を確認できます。

で連絡網に⼊る①

② プライベート連絡先の登録「あり」にご⾃⾝のアカウントが反映されている

プライベートメールアドレスの登録時や
「運⽤設定>連絡先の確認設定」の内容に基づいて送信される
メールの配信結果を確認できます。

例として、表⽰が「1/3」となっている場合、登録されている
3件の通知先の内、1件が迷惑メールとして判定される等して
通知を受け取れていない可能性を⽰しています。
詳細はこちらのページをご覧ください。

連絡先のエラー数とは︖

https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360024608273
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クリックします

テンプレート
「安否確認」を選択

チェックボックスを⼊れると
全部署を選択できます

クリックすると
送信前の確認画⾯へ移ります

登録された全ての連絡先に通知が⾏われます。
今回の場合ではプライベート連絡先・スマートフォン
アプリに通知が⾏われます。

※受け取った通知のいずれか1つに回答すれば、回答したとみなされますので、
全ての通知に対して回答する必要はありません。

⾃分のアカウント宛に⼀⻫送信をする

スタートアップガイドにて⼀⻫送信を⾏いましたが、所属する部署を変更した為
再度 で⼀⻫送信を⾏います。ご⾃⾝のアカウント

① ⼀⻫送信に⼊る

② 送信するメールを作成します
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4. 集計結果の確認

名前 ログイン名 パスワード 役割

Administrator Administrator
環境提供時の
Administratorのパス
ワード

システム管理者
危機管理責任者

前⽥太⼀ maeda
環境提供時の
Administratorのパス
ワード

マネージャー

加藤紗⽮ kato
環境提供時の
Administratorのパス
ワード

部⾨マネージャー
（営業部）

⼤⽊泰雄 ooki
環境提供時の
Administratorのパス
ワード

部⾨マネージャー
（営業１課）

サンプルデータのログイン情報

それぞれの役割でログインをして、閲覧できる範囲を確認します

最上位部署

管理部 営業部

営業1課

＜サンプル部署構図＞

前⽥太⼀
加藤紗⽮

⼤⽊泰雄

Administrator

部⾨マネージャー

部⾨マネージャーマネージャー

危機管理責任者

システム管理者
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4-1 危機管理責任者で連絡状況を確認

ご⾃⾝のアカウント （危機管理責任者）にログインして、連絡状況で

集計結果を確認します。

部署別表⽰に切り替える

危機管理責任者とマネージャーはの閲覧対象は
全ユーザーに及ぶので、全ての部署の集計結果を
確認できます。

① 連絡状況に⼊る

② 「表⽰種別を選択」より、「部署別」表⽰に切り替える
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4-2 マネージャーで連絡状況を確認

ご⾃⾝のアカウントからログアウトし、営業部の部⾨マネージャーの
「前⽥ 太⼀（サンプル）」にログインし、連絡状況を確認します。

①

②

前⽥太⼀

マネージャー
ログイン名︓maeda
パスワード︓環境提供時のAdministratorの

ログインパスワード

連絡状況に⼊る

「表⽰種別を選択」より、「部署別」表⽰に切り替える

マネージャー

マネージャー権限があるので
全ての部署を閲覧できます

「前⽥太⼀」の所属部署は「管理部」ですが、
全体の部署が閲覧できるマネージャーの権限が付与
されているため、「営業部」を含めた全ての部署の
情報が閲覧できます。
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4-2 営業部の部⾨マネージャーで連絡状況を確認
部⾨マネージャー

ご⾃⾝のアカウントからログアウトし、営業部の部⾨マネージャーの
「加藤 紗⽮（サンプル）」にログインし、連絡状況を確認します。

①

②

連絡状況に⼊る

「表⽰種別を選択」より、「部署別」表⽰に切り替える

どの部署の情報が閲覧できるかは、システム設定で
権限（役割）を付与する際に決定します。

営業部の部⾨マネージャーな
ので、営業部と、その配下の
営業1課が閲覧できます

営業部の部⾨マネージャー
ログイン名︓kato
パスワード︓環境提供時のAdministratorの

ログインパスワード

加藤紗⽮
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5. 対策の議論や指⽰
ご⾃⾝のアカウント にログインして、掲⽰板を作成します。

5-1 ご⾃⾝のアカウントにログインする為にログアウトする

クリックします

ログイン名・
パスワードを⼊⼒します

① 前のページで⼤⽊泰雄としてログインしていたので、まずはログアウトします

② ご⾃⾝のアカウントにログインします
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ご⾃⾝のアカウント5-2掲⽰板を作成する

全ユーザーが閲覧・書き込みができる掲⽰板を作成できます。

標題・本⽂を
⼊⼒します

ファイルを添付できます
（ライトプランを除く） ⼊⼒したらクリックします

管理者には、書き込みがあった際に通知が⾏われます

② 「掲⽰板を作成する」をクリック

① 「掲⽰板」をクリック

③ 標題・本⽂を⼊⼒し、管理者を選択
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コメントを投稿すると、掲⽰板の管理者に設定されたユーザーに通知されます。
それ以外のユーザーには通知されません

【掲⽰板の通知先の違い】

操作 通知先
掲⽰板作成 通知は⾏われません

掲⽰板 コメント書込 掲⽰板の管理者
（書込みしたユーザーを除く）

掲⽰板のコメント通知イメージ（Gmail）

管理者として選択できるのは、
（部⾨）危機管理責任者と（部⾨）マネージャーです。
※部⾨危機管理責任者はエンタープライズプランのみ
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ご⾃⾝のアカウント5-2 メッセージを作成する

作成者と、宛先に指定したユーザーのみ閲覧・書き込みができるグループトーク
を作成できます。

① 「メッセージ」をクリック

② 「メッセージを作成する」をクリック

③ 標題・本⽂を⼊⼒する
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メッセージを作成すると、宛先に指定したユーザーの登録されている通知先に
通知が⾏われます。

【メールでの通知イメージ】
https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360034449253

【メッセージの通知先の違い】

操作 通知先

メッセージ作成 選択した宛先ユーザー
（作成したユーザーを除く）

メッセージ コメント書込み 選択されている宛先ユーザー
（書込みしたユーザーを除く）

宛先に追加されていないユーザーは、どのような権限
を持っているユーザーでも、メッセージ存在や内容を
確認できません。

④ 宛先として「Administrator」を選択する

https://anpifaq.zendesk.com/hc/ja/articles/360034449253
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トヨクモ株式会社

TEL︓050-3816-6666
E-mail︓toyokumo@toyokumo.co.jp
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トライアルマニュアル
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※本マニュアルに記載されております内容はサービス改善のため
予告なく変更させて頂く場合がございます。

※記載された会社名・各製品名は各社の登録商標または商標です。
※本マニュアルの全部または⼀部を無断で複写/転写することを禁じます。

スタートアップガイドへ戻る

以上で、トライアルマニュアルでの検証は終了です。
再度スタートアップガイドに戻り、引き続き検証をください。


