
Introduction

Colt Online
ご紹介

日本、シンガポール、香港、韓国でColtのサービスをお使い
いただいているお客様向け説明書



Colt OnlineはColtのお客様およびパートナー様に提供される
使いやすいオンラインツールで、このツールを使用しColtと簡単に
取引ができるようになります。

• セルフサービスツールはインターネットのウェブブラウザーを使っ
てアクセス可能

• セキュアなアクセス

• セルフサービス登録、各種機能リクエスト

Colt Onlineはヨーロッパでサービス契約された2万以上のお客
様にご利用いただいています。 このたび 日本、シンガポール、香
港、韓国で契約されたお客様も下記のセクションに限定してご利
用いただけるようになりました。
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お客様向けオンラインポータル

サービス

計画作業 ユーザーマネジメント

チケット (サービス障害＆故障のみ)

Colt Online



Colt Onlineポータルには以下の2通りの
方法でアクセスできます:

直接リンク: www.colt.net/online

«Colt Online login»の colt.net ウェ
ブサイトからアクセス

次のスライドでColt Onlineの使い方を
説明します。
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Colt Onlineのアクセス方法

http://www.colt.net/online


Colt Online には、いくつかの機能があり、ユーザーの権限に
よりどの機能にアクセスできるか変わります。トップメニューバー
に機能が表示されます。

現在、日本、シンガポール、香港、韓国でColtのサービスをお
使いいただいているお客様は以下の機能をご利用いただけま
す。

• プロファイル設定

• サービス

• サービス障害＆故障 & リクエスト

• 計画作業

利用できる機能を今後、追加していきます。
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Colt Onlineホームページ
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1. 設定（管理）



トップにあるメニューバーのプロファイル設
定をクリックするとColt Onlineのユー
ザーマネジメントに関する機能のリストが
表示されます。

▪ カスタマーユーザーにはカスタマー管
理 ユーザーとカスタマーユーザーの2
種類があります。

▪ Colt Onlineをご利用いただくにあた
り、お客様の管理者ユーザーが設定
されます。

▪ お客様の管理者ユーザーはご自身と
同一会社に所属するユーザーの追
加、管理 ができます。
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1.1 プロファイル設定– マイプロファイル



表示言語の設定をカスタマイズできます。
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1.2 プロファイル設定 - 言語



ご自身のColt Onlineアカウントで、アカウントの関連情報を見ることができます。OCNは「アカウントアクセスの管理」のページで見られます。
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1.3 プロファイル設定 - OCN
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2. サービス



本ページでは、お客様が現在ご利用中のサービ
スに関する以下のような情報をご確認いただけ
ます。

▪ サービス識別子

▪ 回線ID

▪ お客様番号(OCN)

▪ お客様名

▪ お客様名（日本語）

▪ BCN

▪ サービス種別

▪ サービス開始日
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2.1 サービス – ダッシュボード



以下の機能がご利用いただけます。

▪ お客様番号、回線ID、サービス識別子
やサービス開始日を使用しての検索

▪ 列の表示/非表示

▪ Excelにダウンロード

▪ チケットの新規発行(サービス障害＆故
障、リクエスト)

サービス識別子のリンクをクリックすると、サービ
ス詳細を記載した新しいタブが表示されます。
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2.2 サービス – 便利な機能



本ページではサービスに関する様々な情報が表示されます。

サービスに関するチケットを新規に発行することもできます。
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2.3 サービス



サービスページは計画作業やチケット
とも相互関連付けられて、サービスに
関する情報がすべて一覧で見られま
す。
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2.4 サービス
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3. チケット – リクエスト/サービス障害＆故障



本ページでは発行されたチケットの
一覧が表示されます。

Colt Onlineでは時間はすべてグ
リニッチ標準時間（GMT）で表
示されます。日本標準時間は＋9
時間です。
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3.1 チケット – ダッシュボード



以下の機能も利用いただけます。

▪ チケット番号、回線IDや発行
日を使用しての検索

▪ 列の表示/非表示

▪ Excelにダウンロード

▪ 新規チケット発行(サービス障
害＆故障/リクエスト)

チケット番号のリンクをクリックすると、
チケット詳細が表示されます
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3.1 チケット – 便利な機能



チケット番号をクリックすると、チケッ
ト詳細ページが開きます。

Colt Onlineでは時間はすべてグ
リニッチ標準時間（GMT）で表
示されます。日本標準時間は＋9
時間です。
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3.2 チケット – 詳細



本ページでは新規チケットの発行
の発行を行います。
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3.3 チケット – チケット発行の手順(i)



チケットを発行するには、まずチケットの
種類を指定します。

▪ サービス障害＆故障

▪ その他の技術に関するリクエスト

▪ 請求およびアカウント詳細*

▪ 計画/保守作業

*現時点では«請求およびアカウント
詳細» に関するチケットは、現時点で
まだご利用いただけません。
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3.3 チケット – チケット発行の手順 (i i)



サービス障害＆故障チケットに関
するオプションを選択します。
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3.4 チケット –サービス障害＆故障チケット発行 (i)



サービス障害が発生している回
線の回線IDを選択します。
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3.4 チケット – サービス障害＆故障チケット発行 (i i)



次の画面で詳細を入力します。
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3.4 チケット – サービス障害＆故障チケット発行 (i i i)



チケットの詳細を確認した後、
提出します。
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3.4 チケット – サービス障害＆故障チケット発行 (iv)



24

4. 計画作業



計画作業ページでは、Coltネット
ワーク保守作業で影響を受ける
サービスが表示されます。

対象の計画作業の上にマウスを
置くと、詳細情報が表示されます。
計画作業番号をクリックすると、
新しいページが開き、詳しい情報
が表示されます。
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4.1 計画作業– ダッシュボード



計画作業詳細ページでは、計
画作業の詳しい情報が表示さ
れます。

計画作業に関してさらに情報が
必要な場合はチケット発行（計
画作業問合せ）してください。
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4.2 計画作業 – 詳細
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5. サポート情報
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5.1 ヘルプ セクション (英語のみ)
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5.2 YouTube Colt チャンネル動画



Thank you


