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Microsoft Business Center は、マイクロソフト製品/サービス契約 (MPSA) を結んだ組織を対象としています。こ

のセキュアなサイトでは、購入契約の表示、ボリュームライセンス注文の表示、ソフトウェアのダウンロード、そ

の他のユーザーの管理など、貴社の人材がそれぞれのロールに合ったさまざまな作業を行うことができます。  

本書は、貴社で Business Center の使用を開始していただけるように、登録の方法を説明しています。 
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概要 

本書は、貴社の人材がボリュームライセンスのタスクすべての管理にMicrosoft Business Centerを使用できるよ

うに、Microsoft Business Center への初回サインインのプロセスを説明しています。  

貴社により割り当てられたメールアドレスを使用して、Business Center にサインインしてください。ただし、

Business Center には招待される必要があります。 

貴社でマイクロソフト製品/サービス契約 (MPSA) の購入アカウント管理者に指定されたスタッフには、一番に 

Business Center にサインインして、貴社の他のスタッフを招待するタスクが割り当てられます。本書は、主に

購入アカウント管理者を対象としています。 

組織が新規の MPSA 契約を結ぶと、Microsoft は購入アカウント管理者に対して Business Center への招待状を

メールで送信し、その際に開始方法を説明します (本書の内容)。 

 

Business Center のホームページ 
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Business Center を利用するために組織を登録する 

貴社のMPSA契約で購入アカウント管理者に指名された場合は、Microsoft から、Business Center で使用を開始

できるようにメールの招待状が届きます。 

重要:ご招待メールにあるリンクの有効期限は 60日間です。期限内にご使用にならない場合、招待メールの

再送を依頼することができます。 

 

 

Business Center へのメール招待状 
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招待状の再送を依頼する前に 

招待メールが届かず、電子メールが送信されたことに確信がある場合は、組織の別のユーザーが電子メールを受

け取っていないか確認してください。貴社のMPSA契約に署名をした人またはMicrosoft パートナーは、誰が購

入アカウント管理者に任命されたかお伝えできます。 

 

購入アカウント管理者でない場合 

Business Centerを使用するには、Microsoft から招待状をメールで受け取る必要があります。購入アカウント管

理者でない場合は、購入アカウント管理者か、Business Center へ招待する権限のある貴社内の他の管理者から

招待状は送信されます。 

招待状を受け取るためのヒント: 

 貴社のMPSA 契約で購入アカウント管理者に任命された人が誰かを特定して、招待状をを送信するように

お願いしてください。 

 Business Center に招待する権限のある別の管理者を貴社のなかから特定して、招待状を送信するようにお

願いしてください。 

 貴社の購入アカウント管理者が誰か分からない場合は、Microsoft パートナーにお問い合わせください。

MPSA契約で検索することができます。 

 すでにメールで招待状を受け取っているにも拘らず見逃していたり、ジャンクメールのフィルターでブロッ

クされていたりしていないことを確認してください。 

 

オプション:Microsoft に招待メールを再送するよう依頼する 

招待メールを受信しておらず、貴社で受信対象の人材 (購入アカウント管理者) である場合には、Microsoft に再

送依頼をするか、Microsoft partner に再送依頼を出してください。 

もう一度記載しますが、この招待メールを受信できるのは、MPSA 契約で貴社の購入アカウント管理者に任命さ

れた人材のみとなっています。 
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Microsoft パートナーは、招待メールを再送でき、指定の購入アカウント管理者を変更したり、メールアドレス

を変更したりできます。 

パートナーが招待状の再送方法を把握していない場合は、[Business Center への登録］と呼ばれる、パートナー

版のクイックスタートガイドの説明を参照してください。本ガイドは、[ボリュームライセンスのパートナーセ

ンター］のヘルプセクションに記載されています。 

 

招待メールの再送を依頼する 

招待メールを貴社の購入アカウント管理者に再送する方法: 

1. Business Center サインインページ https://businessaccount.microsoft.com/Customer/ に移動します。 

2. 会社のアカウント（貴社が割り当てたメールアドレス）を使用してサインインを試みて、Business Center 

へのアクセスの設定がされていないことを確認します。 

3. アクセス出来ない場合は、招待メールを受信していませんか？というサインインボックスの下にあるリンク

を選択します。ここをクリックしてください。 

注:貴社のMPSA契約で購入アカウント管理者に指定されている場合のみ機能します。購入アカウント管理

者でない場合は、貴社の購入アカウント管理者に指定されているのは誰かを検索して、招待状を送信しても

らうようにお願いしてください。 

 

Business Center サインインページ 

 

https://businessaccount.microsoft.com/Customer/
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招待メールのリクエストリンク 

 

4. 購入アカウント管理者のメールアドレス、貴社の契約番号、購入アカウント番号を入力してください。次に

［送信］を選択してください。これにより、招待状が対象のメールアドレスに再送されます。 

購入アカウント管理者に任命されてない限り独自のメールアドレスを入力しないでください。メールアドレ

スがMPSA契約の購入アカウント管理者のメールアドレスと一致しないアドレスを入力した場合には、

Microsoft から招待状は再送されません。 
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5. 貴社の購入アカウント管理者に任命されている場合には、Microsoft から Business Center を使用するように

招待状がメールのメッセージで送信されていることを確認するようにメッセージを受信します。  

注:メッセージを受信していない場合には、ジャンクメールのフィルターがメッセージをブロック

していないことを確認してください。うまくいかない場合は、お客様の Microsoftパートナーにご

連絡ください。 

Microsoft からの招待状メールの受諾  

Microsoftからの Business Center への招待状を受信したら、招待状を受諾する必要があります。 

1. 招待メールの[今すぐスタート]ボタンを選択します。選択すると、[組織アカウントの作成]というページに

移動します。ここで、Business Center を使用するためのアカウントを設定します。正しい名前と職場メー

ルが入力されていることを確認します。  

 

2. Business Cener へのサインインの際に常に利用するパスワードを作成します。[パスワードの作成]というフ

ィールドにパスワードを入力します。新しいパスワードを入力します。職場のメールのパスワードと合わせ

る必要はありません。  

3. [パスワードの確認]フィールドにもう一度同じパスワードのを入力して、[開始]を選択します。すると、

Business Center のホームページに移動します（ダッシュボード）。 
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サインイン用のメールについて 

職場メールを使用して Business Center にサインインします (職場アカウントとも呼ばれる)。これは、個人用の 

Microsoft サービスにサインインする際に使用する Microsoft アカウントとは異なります。  

Microsoft アカウント (旧 Live ID アカウント) は、 Outlook.com メール、Xbox または ご家庭の PC の Windows 

10 など、Microsoft の個人サービスへのアクセスに使用します。  

職場アカウントは、従業員が Business Center や Office 365 など組織の Microsoft サービスにサインインする際

に使用します。  

Business Center およびその他の Microsoft ビジネス・サービスへのアクセスのため、個人の Microsoft アカウン

トのかわりに、職場アカウントを使用することによって、組織は、集中化されたユーザーの管理やその他の特典

を得ることになります。従業員が同じ会社のアカウントを使用して Business Centerやその他のMicrosoft サー

ビスにアクセスする場合には、仕事関連のサービスに対してすべてシングルサインオンができるようになってい

ます。  

 

Business Centerの使用開始および他の人材の招待 

Business Center への初回サインイン時には、ホームページ（ダッシュボード）が表示され、すぐにサイトのご

利用を開始いただけます。 

貴社の管理者によりユーザー管理者、アカウント管理者、契約管理者のロールを割り当てられた場合には、貴社

の人材を Business Center を使用できるように招待することができます。(ロールに関する詳細は、ユーザーロー

ルの理解という以下のセクションを参照してください)。 

どのロールが割り当てられているかを確認するには、右上端または Business Center のページにあるユーザー名

を選択して、[マイプロファイル]を選択します。 
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Business Center への他の人材の招待  

購入アカウント管理者に任命されている場合には、Business Center を貴社で最初に使用するスタッフとなり、

Business Center の使用を開始できるように他のスタッフを招待する機会が与えられます。  

ユーザ管理者、アカウント管理者、契約管理者のいずれかのロールが割り当てられている場合は、Business 

Center を使用できるように他のスタッフを招待することができます。貴社のスタッフを Business Center に招待

するには、[ユーザーの招待]ページに移動します。方法は、次のとおりです。 

1. [アカウント]＞[アクセスの管理]を選択します。 

  

 

2. [ユーザーの管理]で[ユーザーの招待]を選択します。 
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3. 各フィールドに入力して、追加するユーザーが他にいる場合には必要に応じてこのステップを繰り返してく

ださい。 

 

 

 メールアドレス:貴社の新規ユーザーを招待する際に使用するメールアドレスを入力します。 

 名、姓 

 使用言語:Business Center からこのユーザーが受信する電子メール通知の言語を設定します。 

 国/地域 

 役割:次のセクションで説明されている顧客ロールを 1 つまたは複数割り当て、Business Center でのこのユ

ーザーのパーミッションを設定します。  

注:個人のパーミッションによっては、割り当てられないロールがある場合があります。 

 

4. 全フィールドに入力した後に、[招待]または[別のユーザーの招待]を選択します。Microsoft は、招待したス

タッフに対して、Business Center へのサインインリンクが含まれるようこそメールを送信します。 



クイック スタート:Microsoft Business Center の登録 

マイクロソフト ボリューム ライセンス 11 

ユーザー役割について 

 Business Center でユーザーに割り当てることができるカスタマー役割には、次のようなアクセス権限レベ

ルが設定されています。詳しい情報は、Business Center のサポートセクションにある[ユーザー管理］とい

うタイトルのヘルプガイドを参照してください。 

 

役割  アクセス権限レベル 

 アカウント管理者 このロールに割り当てられたユーザーは、Business 

Center の全タスクを管理できます。  

 契約管理者 この役割を割り当てられたユーザーは、契約に関連

する情報を表示できます。  

 ユーザー管理者 この役割を割り当てられたユーザーは、ユーザーを

管理できます。 

 アカウント管理者 この役割を割り当てられたユーザーは、アクティブ

な契約の編集、セルフサービスのプロビジョニング

の処理、ソフトウェアのダウンロード、契約、キ

ー、注文、ライセンス詳細、およびレポートの表示

を実行できます。 

 レポート閲覧者 この役割を割り当てられたユーザーは、契約、キ

ー、注文、ライセンス詳細、およびレポートの表示

を実行できます。 

 アカウント閲覧者 この役割を割り当てられたユーザーは、契約、注

文、ライセンス詳細、およびレポートの表示を実行

できます。 
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オンラインサービスと連携するためのドメインの設定 

管理者が購入アカウントとドメインを関連付けてからでないと、貴社のスタッフはオンラインサービスを使用で

きません。これにより、Microsoft側で、どのスタッフがどのサブスクリプションを使用できるかが把握できま

す。  

たとえば、架空の企業[Contoso］の管理者が貴社のオンラインサービスと連携する contoso.com というドメイ

ンを設定しているとします。これにより、contoso.com で終わるメールアドレスを使用する貴社のスタッフは、

これらのサービスを使用できるようになります。 

ドメインを関連付ける方法は、Business Center のサポートセクションにある、[オンラインサービスの設定およ

び使用］というタイトルのヘルプガイドを参照してください。 
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