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このクイック スタート ガイドでは、Microsoft Business Center でオンライン サービスを設定および管理する手順について詳

しく説明します。Business Center では、多数のオンライン サービスに登録できます。Microsoft Partner に登録のご依頼をし

ていただくことも可能です。 

本ガイドは、貴社のスタッフがサービスにサインインして、使用開始できるように、Business Center のオンラインサービス

を登録する方法やドメインを関連付ける方法について説明します。 

注:購入アカウントとドメインを関連付ける前にオンラインサービスを設定することができますが、ドメインを関連付けるまで、

貴社のスタッフによるサインインや使用はできません。 
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概要 

Business Center では、多数のオンライン サービスに登録できます。Microsoft Partner に登録のご依頼をしていただくことも

可能です。新しいオンライン サービスを自分で設定することを、セルフプロビジョニングと呼びます。貴社のオンラインサ

ービスを設定（セルフプロビジョニング）して、使用を開始すると、Microsoft Partner はサービスを注文して、貴社に対し

て課金する必要があります。  

Business Center で貴社のサービスの詳細を確認し、Business Center の外部でそのサービスを管理、使用できます。 

Microsoft では多数の異なるサービスを提供します。 Business Center から最新の一覧を確認してください。 

 

オンラインサービスを使用するためのドメインの設定 

貴社のスタッフがオンラインサービスを使用開始するまえに、貴社の管理者は、購入アカウントとドメインを関連付ける必

要があります。関連付けることにより、誰がサブスクリプションを使用できるか判断できます。  

たとえば、Contosoという架空の企業の管理者がオンラインサービスで利用できるように contoso.com というドメインを設

定したとします。これにより、貴社で contoso.com で終わるメールアドレスを所有する人材がこれらのサービスを利用でき

るようになります。 

 
重要:購入アカウントとドメインを関連付ける前にオンラインサービスを設定することができますが、ドメインを関連付けるまで、

貴社のスタッフによるサインインや使用はできません。 

 

誰が設定できるのか？ 

ドメインの関連付けを行うには、Business Center でアカウント管理者またはアカウントマネージャーに指定されている必要

があります。通常、このタスクは、Microsoft からオンラインサービスを購入して使用開始するためにドメインを最初に設定

する時の 1回のみ行います。  

注:Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) に記載の購入アカウントの問い合わせ先は、アカウント管理者

の場合がほとんどです。 

ロールに関する詳しい情報は、「ユーザーと Partner の表示権限の管理」という題のクイックスタートヘルプを参照してく

ださい。 

購入アカウント毎に 1 ドメインですが、ドメインには複数の購入アカウントを指定することが可能 

購入アカウントは、1つのドメインしか関連付けることができませんが、ドメインには複数の購入アカウントを紐付けるこ

とができます。組織が複数の購入アカウントを使用して、contoso.com などの単一のドメインでサービスを購入できるよう

に設定している場合に有用です。 
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異なるドメインごとに異なる購入アカウントを設定 

異なるドメインを使用して、異なる購入アカウントを設定すると便利な場合があります。たとえば、組織が contoso.com と 

contoso.co.uk の 2 つのドメインを所有している場合に、1 つの購入アカウントを contoso.com と紐付け、もう一方を 

contoso.co.uk と紐付けることができます。 

一方の購入アカウントから注文したサブスクリプションは、harry@contoso.com など、conotos.com で終わるメールアドレ

スを使用するユーザーに対して提供されます。もう一方の購入アカウントから注文したサブスクリプションは、

taiyo@contoso.co.ukなど、conotos.co.uk で終わるメールアドレスを使用するユーザーに対して提供されます。  

 

購入アカウントとドメインとの関連付け  

1. [アカウント]を選択して、[ドメインの関連付け]を選択します。 

 
 

2. 最初のドロップダウンメニュー（左側）を使用して購入アカウントを選択し、２つ目（右側）のドロップダウンメ

ニューを使用して購入アカウントを紐付けるドメインを選択します。 

ドロップダウンメニューに紐付けるドメインが見つからない場合には、[一覧にないドメインの選択]をクリックし

ます。 

 
 

3. このドメインにグローバル管理者を指定する必要があります。[招待]または[グローバル管理者になる]を選択します。

これに関する情報は以下の グローバル管理者の招待またはグローバル管理者になる.方法のセクションを参照してく

ださい。 
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4. このドメインのグローバル管理者に他の人を指定するには、[メールアドレスの入力]のフィールドにその人のメー

ルアドレスを入力してください。.システムにより、選択したドメインでメールアドレスが終了しているか確認しま

す (例： contoso.com の場合には jeffs@contoso.com など)  

Microsoft は、招待した管理者に、このドメインの管理方法に関する説明をメールで送信します。 

[グローバル管理者になる] を選択した場合は、Microsoft から自動的にこのメッセージが送信されます。 

 

このドメインのグローバル管理者の招待（またはグローバル管理者になる）  

関連付けるドメインには、必ずグローバル管理者が必要です。このドメインにグローバル管理者がすでに指定されていない

場合は、上記の手順に従い、誰か招待するか、ご自身がグローバル管理者になる必要があります。  

どちらか選択したら、Microsoft は新しいグローバル管理者にメッセージを送信し、貴社においてこのロールを割り当てるの

に適した人材でるかどうかを確認します。 

1. ドメインのグローバル管理者として選択した人材は、[今すぐ開始] というリンクが含まれたメールのメッセージが

Microsoft から届きます。. 

[今すぐ開始]を選択すると、Web ブラウザーで、グローバル管理者になるプロセスの手順が記載されたページが開

きます。表示される画面は、Microsoft の作業アカウントがすでに登録されているかどうかにより異なります。 

 

mailto:jeffs@contoso.com
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Microsoft の作業アカウントをお持ちでない方に表示される画面  

 

 

Microsoft の作業アカウントをすでにお持ちの方に表示される登録画面  
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2. グローバル管理者は、表示される画面によりいずれかのタスクを行ってください。 

• すべての情報を入力して、組織アカウントを作成して、[開始]を選択します。 

または 

• [サインイン] をクリックします。 

3. このドメインのグローバル管理者になるかどうかを確認する画面が表示されます。[はい。管理者になります]また

は[いいえ、管理者にはなりません]のいずれかを選択します。 

 

 

4. [はい。管理者になります]を選択した場合は、新しい画面が開き、このドメインを制御する証拠となる TXTレコー

ドを追加するように求められます。 

5. 企業のホストドメインを選択して、  Office 365 サポートサイト上のこの技術記事で説明されている手順に従います。

「本人確認のための TXT または MX レコードの追加」というタイトルのセクションに移動します。 

 

https://support.office.com/en-us/article/Create-DNS-records-for-Office-365-at-any-DNS-hosting-provider-7B7B075D-79F9-4E37-8A9E-FB60C1D95166?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_verify
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6. グローバル管理者が TXTレコードを正常に追加して、このドメインを制御していることが確認できた場合は、この

プロセスが完了したことｔ、Office 365 の管理者になったことが画面に表示されます。このドメインのグローバル

管理者になり、Office 365 Admin Centerにアクセスできるようになりました。 

組織内のユーザーは、このドメインに関連付けられたオンラインサービス（Office 365 など）を使用できるように

なりました。  

  
 

オンラインサービスの設定後のドメインの関連付け  

貴社またはMicrosoft Partner が購入アカウントにドメインを関連付ける前にオンラインサービスを設定した場合には、ドメ

インを今すぐ関連付けるように伝える通知がポップアップで表示されます。関連付けを行うまではオンラインサービスを利

用できません。 

 
 

ドメインの関連付けを選択して、購入アカウントへのドメインの関連付けの説明に從ってください。 
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新しいオンライン サービスを設定する 

購入アカウントにドメインを関連付けると、新しいオンラインサービスを設定、使用することができます。方法は、次のと

おりです。 

1. トップメニューから [インベントリ] を、そして [インベントリの管理] を選択します。 

2. この購入に使用する購入アカウントを選択する必要があります。購入アカウントを一つ以上お持ちの場合、[アカウント

を一つ選ぶ] をご選択ください。  

購入アカウントが 1 つしかない場合は、アカウントの選択肢は表示されず、お使いの購入アカウントが自動的に表示さ

れます。以下のステップ 5に進んでください。 

 

3. 検索ボックス内に、お客様の希望する購入アカウント名を入力し始めてください。アカウントが表示されるまで名前を

入力して、検索結果から選択します。 

 

Fab と入力すると、これらの文字で始まる購入アカウントが複数表示されます。 
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希望の購入アカウントが見つからない場合は、ドロップダウンメニューを使用して、検索するフィールドを選択し、検索ボ

ックスにその情報を入力します。 

• お客様の法人名 

• 購入アカウント名 

• 所在地 

• 購入アカウント番号 

• 契約番号 

 

 

4. 検索結果から購入アカウントが見つかった場合にはそれを選択してください。または、購入アカウントが 1つだけの場

合は、オンラインサービスの選択を開始することができます。ライセンスおよびサービスタブでオンラインサービスの

設定と記載されているボタンを選択します。  

 

[オンライン サービスをセットアップ] ボタンは、[ライセンスとサービス] タブにあります 
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5. 利用可能なサービスのリストから任意のオンライン サービスを選択します。 

 

 

6. 必要なサービスごとの [プラン名] を選択して [数量] を入力します。  

たとえば、Office 365 なら、必要なのは Office 365 Enterprise E1 なのか別のプランなのかを選択する必要がありま

す。各サービスについて、複数のオンライン サービス、プラン、数量を選択できます。  

注:新しいサービスの数量は 100単位で入力してください。 

 

 

7. [次へ] をクリックして次の手順へ進みます 
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8. セットアップするオンライン サービスをすべて選択し、入力した情報がすべて正しいことを確認します。サービス

が更新される日付に注意します。情報を確認したら、[送信] をクリックします。 

 

 

9. [送信] をクリックすると、Microsoft が新しいオンライン サービスをセットアップしていることを伝える緑色のメ

ッセージが、画面上部に表示されます。また、このメッセージには、サービスが使用可能になったら確認の電子メ

ールが送信されるという説明も表示されます。この画面で、リクエストしたサービスも確認します。 

 

この緑色の確認メッセージは、[送信] をクリックすると画面上部に表示されます 

 

10. [次の手順] では、次の 2 つのオプションのどちらかを選択します。 

• さらにオンライン サービスをセットアップする  

または 

• ライセンスとサービスに戻る 

 

重要:貴社のオンラインサービスを設定（セルフプロビジョニング）して、使用を開始すると、Microsoft はサービス

の課金を開始するように Partner に通知します。Partner に登録のご依頼をしていただくことも可能です。 
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MSDN サブスクリプション 

MSDN のサブスクリプションは、Microsoft Partnerを介してご利用いただけます。Microsoft Partnerがボリューム ラ

イセンス パートナー センターからお客様に代わり注文いたします。ご自身でMSDNのサブスクリプションを設定する

ことはできません。このような理由から、これらのサービスは、上記のステップ 5で、ご自身で選ぶことができるオン

ラインサービスのリストには、含まれていません。  

お客様の代わりに Partnerが注文を行うと、Business Center にその他の全製品やサービスと共に、これらのサブスクリ

プションも表示されます。  
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新しいオンライン サービスを確認する 

これで、新しいオンライン サービスのセットアップが終わりました。新しいサービスが使用可能になったら、以下のような

確認の電子メール メッセージが送信されます。  

 

オンライン サービスが使用可能になったことを伝える、Microsoft からの確認の電子メール 

 

この電子メールを受信したら、Business Center で新しいサービスの詳細を確認できます。方法は、次のとおりです。 

1. Business Center にサインインして、[ライセンス、サービス、および特典] セクションにアクセスします。 

2. 複数の購入アカウントを保有している場合は、新しいオンライン サービスの設定に使用したアカウントを選択 

します。 

3. 既定では、[ライセンスとサービス] タブがページに表示されます。ここには、製品グループ別にまとめられたライ

センスとオンライン サービスのリストが表示されます。  

4. 新しいオンライン サービスを検索するには、[検索] ボックスを使用して検索するか、ページに表示されている製品

リストを参照してください。 

5. リクエストした新しいオンライン サービスを見つけた場合、サービスの詳細を見るために、展開/折りたたみアイ

コン  をご選択ください。Office 365 など、リクエストしたサービスの製品グループを展開します。そうすると、

サービスの各 [ディション] が表示されます。 

ヒント:[期限切れの表示] の横にあるボックスをオンにすると、現在有効期限が切れているオンライン サービスが表

示されます。 

 

リクエストした各オンライン サービスの詳細を表示し、[使用可能なサブスクリプション] と [注文済みのサブスクリプショ

ン]を確認します 
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6. 新しいオンライン サービスの数量を確認します。 

[使用可能なサブスクリプション] 欄には、パートナーが注文した数量ではなく、使用可能なオンライン サービスの

正味数量が表示されます。  

[注文済みのサブスクリプション] 欄には、組織に代わってパートナーが注文したオンライン サービスの数量が表示

されます。 

この 2 つのフィールドの差が、パートナーを通してまだ注文されていない、既に (自分でセットアップして) 使用し

ているオンライン サービスの数量です。 

 

 

履歴の確認およびオンライン サービスの管理 (ユーザーの割り当て) 

Business Center ではオンライン サービスの詳細とトランザクション履歴を確認できますが、オンライン サービスを使用す

るサブスクリプションの管理とユーザーへの割り当ては、実際には Business Center の外部 で行います。方法は、次のとお

りです。 

1. オンラインサービスの編集についての詳細を表示するには、展開/折りたたみアイコン  をご選択ください。  

以下の例では、Office 365 の [Enterprise E1] エディションが展開されていて、450 のサブスクリプションが使用可

能であることがわかります。  
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2. このエディションの全トランザクション履歴を表示するには、[アクション] ドロップダウン メニューの [履歴の表

示] を選択します。この操作により、加入契約発行日、ステータス、数量などが表示されます。 

 

 

[履歴の表示] を選択すると、オンライン サービスの全エディションのトランザクションが表示されます 

 

この履歴を CSV スプレッドシートでダウンロードして保存する場合は、[エクスポート] をクリックします。 

 

3. オンライン サービスを管理し、組織のユーザーにサブスクリプションを割り当てるには、[アクション] ドロップダ

ウン メニューの [サービスの管理] を選択します。そうすると、Business Center からそのオンライン サービスのサ

イトに移動します。  
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たとえば、Office 365 のあるエディションで [サービスの管理] を選択すると、Office 365 サイトに移動します。こ

のサイトでは、Office 365 の使用を開始し、サービスを管理することができます。  

注:[サービスの管理] を選択する時は既に組織アカウントで Business Center にサインインしているため、

Office 365 サイトにリダイレクトされる際にもう一度サインインする必要はありません。Microsoft の [シ

ングル サインイン] 機能を利用できます。 

 

[サービスの管理] を選択すると、組織のユーザーにサブスクリプションを割り当て、オンライン サービスの使用を

開始できます。 

 

サインインと新しいオンライン サービスの使用の開始  

前述のすべての手順に従い、[サービスの管理] を選択する手順まで来たら、Business Center からそのサービスのサイトに移

動します。[サービスの管理] リンクによってリダイレクトされたサイトでは、新しいオンライン サービスの管理や使用を開

始できます。  

Microsoft オンライン サービスは多数あり、その一部には独自の Web サイトがあります。各サイトには、サービスの詳細情

報が掲載されています。特定のサービスについて不明な点がある場合は、新しいオンライン サービスのサイトでヘルプ リン

クを確認してください。  
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Office 365 の使用と管理 

Office 365 は、最も広く使用されている Microsoft オンライン サービスです。Office 365 サイトには、管理者およびエンド 

ユーザー向けのヘルプとサポート情報が豊富に用意されています。主なリンクをいくつかご紹介します。 

Office 365 でユーザーを作成または編集する 

• Office 365 管理者は、組織で Office 365 サービスを使用する全員のユーザー アカウントを作成、編集できます。ユ

ーザー アカウントの作成や編集の際には、ユーザーにライセンスを割り当てることも、管理権限を設定することも

できます。  

ライセンスの割り当て/削除を行う 

• Office 365 for Business でユーザーが Outlook、SharePoint Online、Lync Online、その他のサービスを利用するには、

ライセンスが必要です。Office 365 Enterprise または Office 365 Midsize Business のグローバル管理者やユーザー管

理者は、新規アカウント作成時の新しいユーザーや既存のアカウントのユーザーにライセンスを簡単に割り当てる

ことができます。 

Office 365 for Business ラーニング センター 

Office Online を使い始める 

Office 365 サポート 

http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/create-or-edit-users-in-office-365-HA103567261.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/assign-or-remove-licenses-or-view-a-list-of-unlicensed-users-HA102816053.aspx?CTT=5&origin=HA102816052
http://office.microsoft.com/en-us/office-365-for-business-learning-center-FX102821134.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/start-using-office-and-office-online-HA103106031.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/support/?CTT=97
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