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WAP 571/571E デバイスの紫色の設定によって
顧客約束を高めて下さい 
はじめに/目標
 

ソフトウェア バージョン 1.1.0.3 現在で Ciscoデバイス WAP571/571E は現在外部捕虜ポー
タルをサポートします。 この技術情報は紫色プラットフォーム on Cisco 設定するために方
向を WAPs を提供します。 （紫色 Webサイトへのリンク）適切な場合にはこの技術情報は
より深い知識またはカスタマイゼーションのためのオプションがある紫色のサイトにリンク
します。
  

要件
 

WAP571/571E - ファームウェアイメージ 1.1.0.3 （WAP571/E ファームウェア リンク
）
紫色と使用するように意図するデバイスの MAC アドレス
  

何が紫色ですか。
 

自身のワードでは、紫色は次の通りそれ自身を記述します:
 

「紫色ビジネスに WiFi 既存のインフラストラクチャの上に」。は坐るクラウド ベースのプラッ
トフォームの提供によってオフライン世界をキャプチャ し、理解するために方法を与えます – 私
達についての紫色ページ 
 

紫色はポテンシャルネットワーク ユーザを既に持っているアカウントによって WiFi にログ
イン する機能有効に する 認証サービスとして機能します。 これには簡潔な書式に記入す
ることによって通常社会的なメディア熱烈な支持者が– Twitter、Facebook、Instagram、等
–または含まれています。 ユーザはネットワークへの、彼ら自身についてのデータ交換アク
セス権を得ます。 このサービスに下線を引くことはデータがビジネス バリューを保持する
という概念です。 データは次のとおりであるかどうか: 同類、geo 位置、または他の人口統
計のプロファイル-各データタイプは顧客の目標とされた知識に貢献できます。
  

使用例とは何か。 または使用する紫色をか」。なぜか「
 

それらがだれへのであるか提供ユーザ WiFi によるインターネットへの簡単なアクセス、ユ
ーザ アクセス許可ビジネス把握。 詳細の理解によって顧客がだれについてのであるか、多
くそれらにそれに続くメッセージングを合えます。 把握を提供するためにデータの注意深
い curation の約束として他では去った後、知られていて顧客と再採用するために間、スト
アでまたはステップを踏むことができます。 これは決め付ける演習単にではないです; 得ら
れる把握に基づいて操作を行うことは販売および顧客の満足を高めることができます。
 
マーケティング戦略と共に使用されたとき、ビジネスの健全性は劇的な改善を見る場合があ
ります。 データを活用 してこのプロセスのための Catalyst として機能します。
  

他に何を知るはずですか。
 

1 つから 5 つのワイヤレスアクセスポイントとのネットワークは紫色を無料で活用できます
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。 5 WAPs の上で、企業 サービス層に選択して下さい。 （ここに値を付けることに関する
詳細）
  

紫色はどのようにどんな Cisco がから提供するか別のあるか。
 

Ciscoデバイスに無線ネットワークへのアクセス権を得るために好みのサイトの資格情報を
使用して社会的なメディア ログオンを、提供する機能があります。 WAP デバイスが接続
されているユーザのステータスおよび統計情報を収集する間、Cisco は重要な legwork なし
で名誉棄損となるビジネス把握にこのデータを回す機能を提供しません。 違いは統計情報
に vs 設計からの analytics、analytics ですパイプラインの一部順方向にあります。 この「
パイプラインを使用する」顧客がちょうど参照からリピート顧客にどのように行くか理解す
ることを可能にします。 方向なしで、パイプラインは firehose の多くです。
  

私達をこれを開始することを許可して下さい紫色アカウントを設
定して下さい
 

ステップ 1.紫色（アカウントの作成 ページへのリンク）のアカウントを作成して下さい。
 

 
注: 地理的位置は紫色を使用する要件です。
 
呼び出します。 これらの頭文字詳細を入力した後、紫色は 3 一部ウィザードを通してビジ
ネスについての更に詳しい情報を得るためにガイドします。 ビジネス 使用と関連付けられ
るプロファイルをクリックして社会的なメディア アカウントをリンクして下さい。
 

https://purple.ai/pricing/
https://purple.ai/pricing/
https://purple.ai/get-started/


 
注: このステップをスキップするオプションがありますが推奨事項はそれが以降よりすぐに
含まれることです。
 
ステップ 3 この場合社会的な続けるメディア ページ ユーザが好むか、または設定できます
。 切り替えをクリックしてプロファイルを選択して下さい。
 



 
ステップ 4 ウィザードの最後のページは最初 WAP デバイスを登録してもらいます。 Cisco
セクションにスクロールし、AP を始めて下さい（Mobility Express な）選択するルータタ
イプ ドロップダウン ボックスをクリックして。
 



 
注: ルータタイプを選択した後、2 つの追加ボタンは現われ、手動オンラインを表示し、手
動をダウンロードします。 2 フォームのこの資料は、WAP デバイスで実行する必要がある
追加手順を提供したものです。
 
ステップ 5 この場合アクセス ポイントを、です説明的指名して下さいそうすれば位置と以
降これです analytics レポートのために特に重要容易にデバイスを関連付けることができま
す。
 



 
ステップ 6.前の手順で割り当てた名前と関連付けられる MAC アドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 7.最初ログオンに新しいパスワードを作成する、プロンプトはようです。 入力し
、パスワードを再入力し、そして変更 Password ボタンをクリックして下さい。
 



  
WAP デバイスの他の包囲
 

アカウントを作成したので、ハードウェアの他を追加する必要があります。 紫色は開催地
かグループによってハードウェアを分類します、異なるエクスペリエンスを提供したいと思
う位置に基づくメッセージングがユーザ ネットワークに加入しているので論理的にこれは
理にかない。
 
ステップ 1： ダッシュボード 画面から左上のコーナーの menu アイコンをクリックして下
さい。
 

 
呼び出します。 開いたメニューによって管理 > 場所をクリックして下さい。
 



 
ステップ 3 副ナビゲーション オプションとして機能する一連の 5 タブが付いている
Locations ページ ロード。 それは Details ページのロードにデフォルトで設定されましたり
、開催地および Groups タブをクリックします。
 

 
ステップ 4 この場合アカウントの作成 プロセスのステップ 1 で作成した開催地をクリック
して下さい。 ケースで開催地 SMB を指名しました。
 

 
ステップ 5 SMB ページ ロードが、副ナビゲーション メニュー項目の新 シリーズ Details タ
ブへデフォルトで設定されることをロードする時。 [Hardware] タブをクリックします。
 



 
ステップ 6 この場合画面の右側の追加ハードウェア ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 7 この場合ハードウェアの詳細を入力するためにプロンプト表示されます。 デバ
イスの指名によって、私達指名しましたデバイス「受信WAP」を始めて下さい。
 

 
ステップ 8 次ハードウェア タイプのためのドロップダウン ボックスをクリックし、Cisco
にセクションをスクロールし、AP を選択して下さい（Mobility Express な）。
 



 
ステップ 9： この場合追加しているデバイスの MAC アドレスを入力して下さい。
 

 
上で注意されるが、重要性を強調するためにここに繰り返される。 ルータタイプを選択し
た後、2 つの追加ボタンは現われ、手動オンラインを表示し、手動をダウンロードします。
2 フォームのこの資料は、WAP デバイスで実行する必要がある追加手順を提供したもので
す。



1.
2.
3.

ギヤにスプラッシュ ページ テンプレートを蹴ること
 

アカウントが作成されるので、次のマイルストーンを行う必要があります:
 

紫色スプラッシュ ページを作成し、カスタマイズして下さい
ユーザー アクセス旅行を作成して下さい
残りのデバイスを追加して下さい
 

スプラッシュ ページは WiFi ネットワークに接続し始めるように「フェイス」ユーザが見る
ので機能します。 このページに含まれていてそれ以上の約束を有効に する加入するか、ま
たは追加マーケティング touchpoints のためのユーザー契約をカスタマイズするためのオプ
ションでであって下さい。
 
ステップ 1： アカウントにログイン した後、左上のコーナーのメニュー ハンバーガー アイ
コンをクリックして下さい。
 

 
呼び出します。 メニューが開くとき、Onboarding > スプラッシュ ページをクリックして下
さい。
 

 
ステップ 3 右上隅で、作成新しいテンプレート ボタンをクリックして下さい。
 



 
注: i アイコンはの右へのほとんどのページに新しいテンプレートをあり、i アイコンがクリ
ックされるページの機能の旅行のためにクリックすることができます作成します。
 
ステップ 4.紫色は複数の入力を要求する形態上ウィンドウを生成します。 テンプレートの
指名から、私達指名しました私達のものを Cisco スプラッシュと開始して下さい。
 

 
注: 目的をより詳しく理解するために画面の右側のツール ヒントを利用して下さい。
 
ステップ 5 次にデフォルトでそれをオフラインに残したケースのテンプレートに使用を、
テンプレートが接続する前に表示することを意味します選択しま。
 



 
ステップ 6 この場合所有権 スコープを、私達持っています選択した場所を選択して下さい
。
 

 
ステップ 7.テンプレートのオーナーの選択によってテンプレートの設定を、この場合それ
です SMB 続けて下さい。
 



 
ステップ 8 それから標準テンプレート、またはカスタム HTML の種類を選択して下さい。
カスタム HTML 選択は丁度認知しているアドバンスド ユーザーのためテンプレートで探し
て いるものです。 規格を選択しました。
 

 
ステップ 9.ラップアップ作成 New ボタンのクリックによるこのセクション。
 



 
この時点で、紫色はテンプレート エディタ 画面を開きます。 ページはこれがクリックすれ
ば右上隅の i アイコンを自動的に始まらない場合、重要な詳細の旅行を提供します。 スプラ
ッシュ ページを編集している間頻繁に保存することを忘れないようにして下さい。
 



1.

2.

 
注: 形式オプションはユーザに提供するように頼むことができる多くのデータタイプが含ま
れています。
 
歓迎! このページは必要へテンプレートをカスタマイズすることで豊富オプションが含まれ
ています。 ここにそれらのそれぞれを紫色にそれを任せる検討しませんが、下記にあなた
として進行状況を考慮するいくつかの重要な項目です。
  

有効なスプラッシュ ページの作成の 4 つの速い助言:
 

注意深くスプラッシュ ページのコンテンツを考慮して下さい; それはオンライン ブラ
ンドに凝集概要の顧客に印象づける機会です。 これには昇格を実行していればユーザ
を認識させるためにそれらの詳細を含んでいる場合考慮事項がのような含まれていま
す。 デフォルト設定は速いです、しかしカスタマイゼーションは影響用のより多くの
可能性がある場合があります。
テンプレートの色を選択した場合、色賛辞にブランドおよびロゴのカラー スキームを
確認して下さい。 一致するカラーに関する詳細についてはこのリンクを参照して下さ
い。

https://www.wikihow.com/Match-Colors
https://www.wikihow.com/Match-Colors


3.

4.

透過的なバックグラウンド PNG 形式がある、またはボーナス ポイントに使用して下
さいスケーラブル なベクター グラフィックス（SVG）ロゴを使用するためにロゴ。 
SVG 形式に関する詳細については、このリンクを参照して下さい。
スプラッシュ ページへのリンクを追加した場合カスタム URL を利用して下さい。 た
とえば、Webサイト https://My-Super-Cool.com へのリンクはこの場合紫色参照します
ユーザを参照のもとのような追加パラメータを含むことができます。 従って、Webサ
イト アクティビティでレポートをコンパイルするとき、何人ウェブサイトのユーザが
紫色門脈個人から持てます着いているかに表示を。 他の手段はユーザ向けの特別 提供
が含まれています。 開始することを望んだ場合 URL をカスタマイズして Google から
のこのツールを使用できます。
 

上記の助言はどんなツールがマーケティング戦略を構築して利用できるかのサーフェイスだ
けをスクラッチしています。 この戦略の複雑な状況および効果は戦略の精通したテクニカ
ル マーケティングと上がります。 スプラッシュ ページ テンプレートの作成についてのそ
れ以上の方向に関しては、紫色のサポート サイトのビデオをここに参照して下さい。
  

ユーザー アクセス旅行の細工
 

スプラッシュ ページを作成したので、紫色はアクセス旅行の作成を必要とします。 名前と
してアクセス旅行は、接続 プロセスの間に定義します補助物を考慮しますユーザを出会い
ます意味します。 再度、カスタマイゼーションのための十分な余地があり、潜在的なユー
ザの考慮事項はよりよいエクスペリエンスを有効に することができます。
 
ステップ 1.左上のコーナーの menu アイコンをクリックして下さい。
 

 
呼び出します。 メニューが開くとき、Onboarding > アクセス旅行をクリックして下さい。
 

 

https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/11000066684-splash-pages


ステップ 3 次選択…ドロップダウン ボックスをクリックし、以前に作成したスプラッシュ
ページを選択して下さい。
 

 
ステップ 4 これはスプラッシュ ページのプレビューをロードします、けれどもここから編
集するために必要となりません。 続行するために、用語を『Custom』 を選択 して下さい
。
 

 
カスタム契約 条件を書くことを望んだ場合ステップ 5. （オプションの）はイネーブル カス
タム ターム toggle ボタンをクリックしてそうします
 

 
ステップ 6. （オプションの）は show users に名前、ハイパーリンクまたはリンク テキス
ト、カスタム契約 条件のバージョン番号およびコンテンツ入力します。



 
最良の方法: コピーの一部として、これらのカスタム用語のために、知らせますインターネ
ットアクセスのために彼ら自身についての詳細を交換するユーザを書きます。 値交換に気
づくインフォームド コンセント割り当てユーザは PRS 問題を防ぎ。
 
ステップ 7 さもなければ、Options タブをクリックして下さい。
 

 
ステップ 8.デフォルトで、いくつかのオプションはこれらのオプション間で選択するとき
前もって選ばれましたり、再度ビジネスの必要および戦略を考慮します。
 



 
注: a でマークされるツールチップを利用して下さいか。 これらのオプションについてのよ
り多くの詳細を学ぶため。
 
ステップ 9： 満足した場合『SAVE』 をクリック し、次に送達して下さい。
 

 
ステップ 10： 『Publish』 をクリック した後スプラッシュ ページを加え、旅行にどこにア
クセスするか、形態上ウィンドウは現われま尋ねます。 選り抜きを Option ドロップダウン
ボックス クリックし、次に開催地を選択して下さい。
 

 
注: スプラッシュ ページを加えるオプションがあり、ハードウェアの特定のピースに旅行に
アクセスするために。



ステップ 11： 追加フィールドは現われま位置を選択するように頼みます; SMB 位置を選択
しました。
 

 
ステップ 12： Publish ボタンをクリックしてセットアップを完了して下さい。
 

  
ワイヤレスアクセスポイントの設定
 

この場合ネットワークの「フェイス」はクローズアップの準備ができています、私達設定し
ます WAP デバイスを。
 
ステップ 1： デバイスにログイン した後、アクセスコントロール > ゲスト アクセスをクリ
ックして下さい。
 



 
ステップ 2.プラス アイコンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3.ゲスト アクセス 例 表を、私達指名しました私達のものを PurpleTest と挙げて
下さい。
 

 
ステップ 4. Protocol ドロップダウン ボックスをクリックし、HTTP を選択して下さい。
 

 



ステップ 5 次認証方式 ドロップダウン ボックスをクリックし、捕虜ポータルを『
External』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 6 この場合形態上ウィンドウを引き起こ目アイコンをクリックして外部捕虜ポー
タルの詳細を、しますこれを編集します。
 

 
ステップ 7 いくつかのフィールドは実行コンフィギュレーションによって WAP デバイスに
よって事前に読み込まれます。 ただし、紫色からスプラッシュ ページの URL を追加する
必要があります。
 
注: この技術情報の送達現在で紫色サービスを保守する 3 つの領域があります。 1 つは南 北
中央アメリカのためです、2 つはヨーロッパであり、領域 3 はアジア太平洋のためです。
 



ステップ 8.認証要求をリダイレクトする社会的なログオンのために WAP は期待するべき
URL 指導を必要とします。 カンマで分かれる URL を入力して下さい。 多く下記の URL。
 

 
注: 囲まれた庭フィールドにリストされている最後の URL はカンマを必要としません。
 

 
詳しい RADIUS認証 データを保存することを望んだ場合ステップ 10. （オプションの）は 
Enable チェックボックスをチェックします。
 

社会的なメディア
サイト 囲まれた庭 URL

LinkedIn linkedin.com、licdn.com

Twitter twitter.com、twimg.com

Facebook facebook.com、fbcdn.net、akamaihd.net、connect.facebook.net

Instagram instagram.com

vkontakte vk.me、vk.com

Weibo weibo.com、sina.com.cn



 
ステップ 11： 完全な場合右上隅の SAVE ボタンをクリックして下さい。
 

  
プロセスを WAP に紫色の接続によって四捨五入します
 

ステップ 1. > ネットワーク > 作成しますバーチャルアクセス アクセス・ポイントを『
Wireless』 をクリック して下さい
 



 
ステップ 2.新しいバーチャルアクセス アクセス・ポイントを作成するためにプラス アイコ
ンをクリックして下さい。 これは WAP の論理的なバージョンを作成します。
 

 
ステップ 3.ゲスト アクセス 例 ドロップダウン ボックスをクリックし、以前に作成される
捕虜門脈例を『External』 を選択 して下さい。
 



●

●

●

 
ステップ 4.右上手コーナーの SAVE ボタンをクリックしてこの VAP のための設定を完了し
て下さい。
 

 
5 GHz 無線のためのこれらのステップを同様に繰り返して下さい、5GHz タブをクリックし
、ステップ 1 – 3.を繰り返すことによって始めて下さい。
  

結論
 

この時点で、ライブ環境に起動するために準備されます。 すべてのユーティリティ紫色を
および指導詳細についてはサポート セクションの参照によって提供しなければなりません
活用 して下さい。 下記のようにリンク:
 

Video Analytics
ビデオ–顧客約束
ビデオ–接客 管理
 

注: そこのサービス再起動の一部がレガシーおよびベータ イテレーションであるので、およ
びこのガイドはずっと Beta 版を設定しています。
 

https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/11000066694-analytics
https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/11000066687-communications
https://support.purplewifi.net/en/support/solutions/articles/11000066688-crm-visitor-devices-
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