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J-License申込書について

■J-Licenseとは？
J-Licenseはソフトウェアの「使用する権利」をご購入いただく製品です。
学校や企業など、複数のパソコンにソフトウェアを導入する法人のお客様向け製品です。学校や企業など、複数のパソコンにソフトウェアを導入する法人のお客様向け製品です。

■本申込書の発行
お客様のライセンス登録に必要なご担当者情報やご注文予定の製品情報を、本J-Licnese申込書にて発行し
します。
発行した申込書はお取引のある販売店までご提出いただき、ご注文のお手続きをお願いします。

■弊社からのメール配信について
ご登録いただいたメールアドレスには、以下のメールを送信させていただきます。
・保有製品に関連した緊急のご連絡
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＜ご注意ください＞
※バージョンアップ、特別、AAA優待等の製品をお申込みいただく場合、対象となるライセンス製品のLicenseNo.
やパッケージ製品のシリアルナンバーの入力が必要です。

※バージョンアップ、特別元に、統合製品やセット製品を指定する場合、統合、セット製品に搭載されている各製品
全ての権利が抹消され、ご利用いただけなくなりますので、ご注意ください。



動作環境について

以下の環境でのご利用を推奨いたします。

■Windows■Windows

［OS］
Windows Vista (SP2) 以降

- Windows 10 では、Internet Explorer 11 をお使いください。
［ブラウザー］

Micorosoft Internet Explorer 11 / 10 / 9

■Mac

［OS］
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［OS］
OS X Mavericks (10.9.x) 以降

［ブラウザー］
Safari 最新版
Mozilla Firefox 最新版

A B C E 

J-License申込書の流れ

J-LicenseNo.をお持ちの方 J-LicenseNo.をお持ちでない方

A J-Licenseオンライン
サービス利用する

B J-Licenseオンライン

サービス利用しない

C 販売店のお客様

（代理申請）
D お客様自身

E 販売店のお客様

（代理申請）

お客様・カテゴリ区分の選択

［お客様情報入力］証書に記載するご担当者情報の登録
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［製品選択］ 注文予定の製品型番の登録

［J-License申込書発行］注文に必要な申込No.発行

「J-License申込書」を販売店様へご提出ください



［J-LicenseNo.をお持ちの方］

J-LicenseNo.（9桁）をお持ちで、追加購入やバージョン

ご登録区分の選択

A
J-LicenseNo.（9桁）をお持ちで、追加購入やバージョン
アップ製品をご購入の場合、こちらから入力します。

J-Licenseオンラインサービスの認証ができない場合
や、販売店様の代理入力でもご登録が可能です。

※メールアドレスの登録が必須となります。

［J-LicenseNo.をお持ちでない方］

B

C

D［J-LicenseNo.をお持ちでない方］

初めてご購入いただくお客様（J-LicenseNo.をお持ち
でないお客様）は、こちらから入力します。

※メールアドレスの登録が必須です。
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E

お客様情報入力 （既存LicenseNo.への追加）

A J-Licenseオンラインサービスをご利用のお客様

J-Licenseオンラインサービスでご利用
のパスワードにてログインしてください。

登録内容をご確認ください。
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登録内容を変更する場合は、TOPページ
へ戻り、J-Licenseオンラインサービスへ
ログインして登録内容を変更してください。

登録内容を変更する場合



お客様情報入力 （既存LicenseNo.への追加）

A J-Licenseオンラインサービスをご利用のお客様
登録内容を変更する場合

↓
TOPページに戻ります

J-Licenseオンラインサービスの
ページを開きます。

ログインします。 「ご登録内容の変更」をクリック
します。
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ログアウトして
申込書ページへ戻ります。

登録内容を変更し、「変更内容を
確認する」ボタンを押します。

変更した項目を確認し「変更内容
を保存」ボタンを押します。

お客様情報の入力 （既存LicenseNo.への追加）

B J-Licenseオンラインサービスをご利用しないお客様

C 販売店のお客様（代理申請）

ご登録の法人名義
をご入力ください。

ご登録内容を変更する場合は必ずチェック
を入れてください。
※但し、法人名は変更できません。

お持ちのLicenseNo.（6桁-3桁）

メールアドレスの入力が必要

※但し、法人名は変更できません。
チェックがない場合は、既存登録内容にて
証書を発行いたします。
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代理で入力される場合は必ず
申請者様のご登録をお願い
します。

弊社からご登録内容や有効期

間についてご連絡する場合が

ございます。



お客様情報入力 （新規でのご購入）

D ライセンスを使用するお客様ご自身での登録

E 販売店のお客様（代理申請）

ご登録前に内容をご確認ください。
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確認後、このボタンを押してください。

お客様情報入力 （新規でのご購入）

D ライセンスを使用するお客様ご自身での登録

E 販売店のお客様（代理申請）

お客様区分を選択してください。

［ JL-Standard ］ ・・・ 1本から導入できる、最も標準的なタイプです。［ JL-Standard ］ ・・・ 1本から導入できる、最も標準的なタイプです。
［ JL-Government ］・・・ 国の機関、地方自治体のお客様専用です。対象機関を必ずご確認ください。
［ JL-Education / JL-Education Master ］・・・ 学校・教育機関で、校務やパソコン教育にご利用いただけるライセンスです。

購入本数や契約方法により２つのタイプをご用意しています。
［ JL-Excellent / JL-Agreement ］・・・ 導入する本数をあらかじめ決めていただいてからのご購入となります。（包括契約後のご購入）

選択後、表示されるページより弊社へご連絡ください。

※JL-Government/JL-Educationを選択した場合、法人名に「株式会社」「財団法人」等の適用対象外の法人名が入るとエラーとなります。

※教育機関のお客様で、入力校正ソリューションのATOK・Just Right!を年間契約でお申込みの場合、「お客様区分」を「企業・全ての法人の

お客様（JL-Standard/入力校正ソリューション）」を選択、「カテゴリ区分」を「年間ライセンス」を選択してください。
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契約タイプ（通常/年間）を選択してください。

お客様情報入力 （新規でのご購入）

D ライセンスを使用するお客様ご自身での登録

E 販売店のお客様（代理申請）

年間ライセンスの場合
「次へ進む」ボタンを押してください。
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次の画面で契約期間の開始日を
指定してください。
通常お申込みいただく翌月１日から
の契約となります。

お客様情報入力 （新規でのご購入）

D ライセンスを使用するお客様ご自身での登録

E 販売店のお客様（代理申請）
JL-Standard/入力校正ソリューション

選択したお客様区分とカテゴリ区分が表示され
ていることをご確認ください。

必須項目は全てご入力ください。

「株式会社」など法人格を必ずご入力ください。
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代理で入力される場合は必ず
申請者様のご登録をお願い
します。

弊社からご登録内容や有効期

間についてご連絡する場合が

ございます。



お客様情報入力 （新規でのご購入）

D ライセンスを使用するお客様ご自身での登録

E 販売店のお客様（代理申請）
JL-Government/入力校正ソリューション

選択したお客様区分とカテゴリ区分が表示され
ていることをご確認ください。

必須項目は全てご入力ください。

JL-Governmentは国の機関、地方自治体のお客様
専用です。対象機関リストから該当の適用記号を確
認し、記号を選択してください。
※対象機関リストに該当が無い場合や的確に判断
できない場合はJL-Standardにてお申込みくだ
さい。
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代理で入力される場合は必ず
申請者様のご登録をお願い
します。

弊社からご登録内容や有効期

間についてご連絡する場合が

ございます。

お客様情報入力 （新規でのご購入）

D ライセンスを使用するお客様ご自身での登録

E 販売店のお客様（代理申請）
JL-Education/JL-Education Master

選択したお客様区分とカテゴリ区分が表示され
ていることをご確認ください。

必須項目は全てご入力ください。

JL-Educationは学校、教育機関のお客様専用です。
対象機関リストから該当の適用記号を確認し、記号
を選択してください。
※対象機関リストに該当が無い場合や的確に判断
できない場合はJL-Standardにてお申込みくだ
さい。
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代理で入力される場合は必ず
申請者様のご登録をお願い
します。

弊社からご登録内容や有効期

間についてご連絡する場合が

ございます。



お客様情報入力 （新規でのご購入）

D ライセンスを使用するお客様ご自身での登録

E 販売店のお客様（代理申請）
JL-Excellent/JL-Agreement

JL-Excellent、JL-Agreementの製品を新規でご注文の場合、ジャストシステムとお客様の間で事前に契約締結が
必要となります。

必須項目は全てご入力ください。

必要となります。
契約締結を希望される場合は必要事項をご入力いただき、下部の「メールを送信する」を押してください。
弊社担当営業より連絡させていただきます。

■JL-Excellent
2年間で1,000ポイント以上（一太郎なら新規購入で500本以上）の導入が見込まれる場合に最適です。
導入予定本数に応じて価格が安くなります。

■JL-Agreement
大量導入でボリュームディスカウントが必要、などのご要望をお持ちのお客様に最適な年間契約のライセンスです。
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製品選択

購入区分を選択します。

※この区分指定を誤ると、

＜購入区分＞
［新規・追加］・・・通常価格の製品です

※［バージョンアップ］・・・同製品の旧バージョンの登録を抹消することを条件にお安いバージョンアップ価格で購入できます。
*ATOKのバージョンアップは「AAA優待」を選択してください。

※［AAA優待］・・・ATOKのバージョンアップはこちらになります。

製品検索で該当製品が

検索されません。
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※［AAA優待］・・・ATOKのバージョンアップはこちらになります。

※［優待］・・・弊社指定の特定製品をお持ちの場合に優待価格で購入できます。

※［特別］・・・弊社で指定した製品をお持ちの場合に、その製品の登録を抹消することを条件にお安い価格で購入できます。

※［追加］（医療用辞書）・・・医療辞書追加購入専用です。

※［追加］（ジャストスマイル用）・・・ジャストスマイル専用です。ジャストスマイルに「JUST Office」を追加する場合に選択します。

［インストールメディア・マニュアル］・・・ライセンスのセットアップに必要なプログラムディスクや別売りマニュアルです。

※元となる保有製品が無い場合、エラーとなります。（他LicenseNo.やパッケージ製品を指定いただき元製品とする事は可能です。）



製品選択

製品名に含まれる英字は大文字小文字を
判別していますので、正式名称に合わせて

「製品名」または「製品型番」を入力後、
「製品を検索する」ボタンを押下します。
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判別していますので、正式名称に合わせて
検索キーワードを入力してください。

（例）
atok → ATOK
Justoffice → JUST Office

一太郎government → 一太郎Gvernment

新規・追加

バージョンアップ他、保有元の確認が必要な製品

製品選択

検索結果の製品からお申し込みいただく製品の本数
を指定してください。

製品と本数を確定し、「製品を選択する」ボタンを

新規・追加

製品と本数を確定し、「製品を選択する」ボタンを
押します。
製品選択後、製品や本数の変更ができません。
ご注意ください。
※製品の追加は可能です。

製品を追加される場合は「さらに製品を選択する」
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ボタンを、次に進む場合は「申し込みへ進む」
ボタンを押します。

インストールメディアの確認へ



製品選択

検索結果の製品からお申し込みいただく製品の本数
を指定してください。

バージョンアップ他、保有元の確認が必要な製品

製品と本数を確定し、「製品を選択する」ボタンを
押します。
製品選択後、製品や本数の変更ができません。
ご注意ください。
※製品の追加は可能です。

バージョンアップ元などの保有製品の確認
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今回申し込むLicenseNo.が表示されています。
今回申し込むLicenseNo.に保有がある場合は、
「チェックする」ボタンを押してください。

同じLicenseNo.にバージョンアップ元となる製品がある場合

製品選択 バージョンアップ他、保有元の確認が必要な製品

バージョンアップ元となる製品が複数のLicenseNo.に保有がある場合

対象となるJ-License No.が複数ある場合は、対象となるJ-License No.が複数ある場合は、
空欄1～3へ順にご入力ください。

入力された順に対象となる本数が抹消されます。

LicenseNo.が４つ以上となる場合は下部の空枠

へご入力ください。

パッケージ製品をバージョンアップ元に指定する場合

該当のシリアルNo.を下部の空枠へご入力ください。
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対象となるLicenseNo.やシリアルNo.が大量と
なる場合は、添付資料として本申込書と一緒に
販売店へ提出してください。

「チェックする」ボタンを押します。



製品選択 バージョンアップ他、保有元の確認が必要な製品

保有製品をチェックする

「チェックする」ボタン押下後、LicenseNo.の上に「チェックする」ボタン押下後、LicenseNo.の上に
「元情報をチェックしました。」の文字が表示され
バージョンアップ元の製品チェックが完了します。
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製品を追加する場合は「さらに製品を選択する」
ボタンを、次に進む場合は「申し込みへ進む」
ボタンを押します。

インストールメディアの確認へ

インストールメディアの確認

ここまでの製品の選択だけでは、 ライセンス（権利）

のみのお申し込みとなりますので、セットアップができ

ません。

セットアップには、別途インストールメディアが必要と

なります。「インストールメディアを選択する」ボタンより

インストールメディアをお申し込みください。

メディアを既にお持ちの場合には
「申し込みを確定する」ボタンを
押してください。

登録内容の確認

22 申込書発行



申込書発行

「J-License申込書を保存・印刷する」ボタン
よりJ-License申込書を保存・印刷し、販売
店様へご提出ください。

「J-License申込書」を販売店様へご提出ください
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