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デバイス制限とは 

Platio では、利用するデバイスをあらかじめ Platio Studio へ登録して管理することでデバ

イスを制限することができます。これによりセキュリティに配慮した運用を行うことができ

ます。デバイス制限では、ミニアプリごとにアクセスするデバイスを管理します。 

※ デバイス制限機能は初期設定では無効になっています。 

※ デバイス制限機能は、ご契約プランが Premium/Enterprise でご利用いただけます。 

料金プランについては以下をご参照ください。 

https://plat.io/ja/pricing 

 

【デバイス制限を有効にする】 

デバイス制限を有効にするには、ミニアプリのデータポケット一覧画面の管理メニューで

「デバイス制限」をクリックし、画面上部に表示される「デバイス制限を有効にする」をク

リックします。 

 

 

クリック 

クリック 

https://plat.io/ja/pricing
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画面が切り替わり、デバイスを登録・管理する画面になります。 

 

 

ここで許可するデバイス ID を登録していきます。（登録方法は後述します。） 

 

一度デバイス制限を有効にすると、承認していない端末の Platio アプリからログインでき

ないため、データポケットの利用等はできません。また、デバイス制限を有効にした後に無

効にすると、登録していないすべての端末の Platio アプリが利用できるようになります。

さらにその後、再度有効にすると、以前に承認した端末情報が復活し、デバイス制限した状

態で利用することができます。（ただし、念のため無効にする前に登録したデバイス情報を

エクスポートすることをおすすめします。） 

 

【デバイス ID】 

デバイス制限機能は、端末の Platio アプリからアクセスしたミニアプリごとに生成された

デバイス ID を、Platio Studio のミニアプリにあるデバイス制限機能に登録することで、ミ

ニアプリの利用を許可します。 

Platio Studio にデバイス ID を登録する方法は２種類あります。 

 

1. 自動取得したデバイス ID を登録 

端末の Platio アプリからミニアプリにログイン試行すると、Platio Studio で自動取得した

デバイス ID が表示されるようになり、それを管理者が許可して登録します。 

2. Platio アプリに表示されたデバイス ID を登録 

端末の Platio アプリのミニアプリに表示されたデバイス ID をコピーして管理者にメール等

で連絡し、管理者が Platio Studio へ手動で１つ１つ入力するか、または指定の CSV 形式

のファイルをインポートして一括で登録します。 

 

次から上記 1. 2.の手順を説明します。  
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自動取得したデバイス ID で登録 

デバイス制限機能を有効にした後、端末の Platio アプリからミニアプリにログイン試行す
ると、Platio Studio で自動取得したデバイス ID を表示確認できるので、管理者がそのデバ
イス ID の承認または拒否を行うことができます。 

手順は次のようになります。 

 

① Platio Studio で、デバイス制限を有効にします。 

② Platio アプリで、ミニアプリにアクセスしてユーザーとパスワードを入力してログイン

をタップし、ログインを試行します。 

デバイス制限が有効なため「ログインできません」と表示されるので「OK」をタップ

して終了します。 

 

 

③ Platio Studio で、デバイス制限画面にデバイス情報が表示されます。名前は機種と

ユーザー名から自動生成されますが変更できます。 

デバイス制限画面を表示したままのときは、画面を再読み込みすると表示されます。 

 

 

Platio アプリ：ミニアプリログイン画面 

Platio Studio：デバイス制限画面 

自動生成 

された名前 
自動取得された 

デバイス ID 
クリックするとログイン試行した 

ユーザーを確認できます 
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④ Platio アプリに表示されるデバイス ID と一致していることを確認します。 

 

 

⑤ Platio Studio で「承認する」をクリックします。 

許可しないデバイスの場合は「拒否する」で登録しないようにします。 

 

 

⑥ デバイスが登録されました。Platio アプリからログインできるようになります。 

  

タップ 

Platio アプリ：ミニアプリログイン画面 

デバイス ID 

Platio Studio：デバイス制限画面 

Platio Studio：デバイス制限画面 

編集 削除 
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Platio アプリに表示されたデバイス ID で管理 

端末の Platio アプリからミニアプリにアクセスするとログイン画面にデバイス ID のリンク

が表示されます。タップして表示して、Platio Studio から手動で登録します。 

手順は次のようになります。 

 

① Platio Studio で、デバイス制限を有効にします。 

② Platio アプリで、ミニアプリにアクセスしてログイン画面を表示します。 

「デバイス ID」をタップして表示されたデバイス ID をコピーしてメールで管理者に送

信する、または管理者はこの画面を確認します。 

 

 

③Platio Studio で、デバイス制限画面で「デバイスを登録する」をクリックします。 

 

  

タップ 

Platioアプリ：ミニアプリログイン画面 

デバイス ID 
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④ デバイス ID と名前を入力して「保存」をクリックし、確認画面で「登録」をクリック

します。 

 

 

⑤ デバイスが登録されました。Platio アプリからログインできるようになります。 

 

 

  

デバイス ID 

Platio Studio：デバイス制限画面 

編集 削除 
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【インポートで一括登録】 

指定した CSV 形式のファイルをあらかじめ作成してインポートすることで、デバイス情報

を一括登録できます。 

メニューをクリックして「デバイスをインポート」をクリックします。 

 

 

インポートする CSV 形式が表示されているので、参考にして、1 行目に列名を記述して登

録するデバイス情報を記入した CSV ファイルを用意します。 

用意した CSV ファイルを下図の画面の「インポートするファイル」から選択してインポー

トします。 

 

※ model、os はインポート後は変更できません。 

※ registered は true の場合、インポート後に承認済みで登録されます。false の場合、

インポート後は承認しない状態で登録されます。インポート後の画面で「承認する」ま

たは「拒否する」を選択できます。 

※ Excel ソフトで作成した CSV ファイルをインポートする場合は、エンコーディングで

「Shift_JIS(CP932)」を選択します。 

  

[1行目の列名] 

ここをドラッグして列名を 

選択し、コピーすることが 

できます。 
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【エクスポート】 

インポートできる CSV 形式のファイルをエクスポートできます。 

メニューをクリックして「デバイスをエクスポート」をクリックすると、すぐに 

devices.csv というファイル名でエクスポートして保存されます。 

 

 

以上で、説明は終わりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platioへのお問い合わせ：[お客様ログイン] 
https://asteria.com/mng/login 
 
Platioヘルプセンター 
https://plat.io/ja/support/guide 
 
Platioに関する詳細情報は下記のホームページをご覧ください。 
https://plat.io 

https://asteria.com/mng/login
https://plat.io/ja/support/guide
https://plat.io/
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免責事項 

 

本資料の内容は、情報提供を唯一の目的とするものであり、マテリアルやコード、機能を提供す

ることを確約するものではありません。アステリアの製品開発計画および今後の製品リリースの内

容や時期は、さまざまな要因によって変化する可能性があります。本資料の内容は、あくまで参

考情報とさせていただきますこと、ご了承ください。 

 

アステリア株式会社 
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