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１．ライセンス管理画面について 

ライセンス管理画面とは、ご契約いただいている内容の確認や変更などの手続きがオンラインでできるシステムです。利用者の
登録、ライセンス数の変更（※一部のお客様のみご利用いただけます）、お問い合わせなど、簡単にお手続きができます。 

ご契約ライセンスの状況 

ご契約情報（お支払い方法など） 

お問い合わせフォーム 
連絡先の表示 

URLから 

電子版から 

■ログイン方法 
 
 

電子版のメニューまたは直接以下のURL 
<https://licensemanager.nikkei.com>より、
ライセンス管理画面にアクセスできます。 
ログインは日経IDで行ないます。 
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①トップ画面より「利用者の追加」をク
リックします。 

②変更日を「本日変更（即時）」または「明
日移行に変更」を選択し、「次へ」をクリックし
ます。 
（新規登録の場合、本画面は表示されません） 

③「氏名」「メールアドレス」を入力します。 
一括アップロードも可能です（P5へ）。 
・登録したメールアドレスはログインID（日経ID）
となります。登録済みの日経IDも利用できます。 
・「メモ」は任意入力です。自由にご活用下さい。 

④確認画面で追加した利用者一覧
が表示されるので、内容を確認し、
「この内容で確定する」をクリック。利
用者の登録が確定されます。 

ご契約サービスを利用する方の登録を行います。 

１ 

２ 

４ 

⑤新規利用者には「招待メール」が届きます。 
招待メールを受け取った方の手順は【4．サー
ビスの利用を始める】をご参照ください。 
  

２．サービス利用者の登録・変更 ～利用者を登録する～ 

３ 
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ご契約サービスを利用する方の一括利用者登録を行ないます。 

２．サービス利用者の登録・変更 ～利用者を登録する（一括アップロード）～ 

１ 2 

①利用者一覧画面下部にある「利用者の追
加」をクリックします。 

②「CSVファイルのダウンロード」をクリックします。 ③「フォーマットのダウンロード」をクリックします。 

④ライセンス番号が記載されている列に氏名
とメールアドレスを入力。CSVファイルで保存。 

⑤csvファイルをアップロードします。 

３ 

５ 

⑥確認画面で追加した利用者一覧
が表示されるので、内容を確認し、
「この内容で確定する」をクリック。利
用者の登録が確定されます。 

６ 
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               利用者がサービス利用を始める方法 

サービス利用者として登録された方が、日経電子版Proなどのサービスを使い始める手順です。 
利用者登録されると、招待メールが自動配信されますので、メールに記載URLより登録を行ってください。 
ご利用いただくには、日経IDが必要となります。 

①招待メールを受信 
記載のURLをクリック 

③ログイン 
 
 

 
※ ご登録いただくメールアドレス（日経ID)で、お客様ご自身で既に日経電子版等をご契約中の場合、既存の契約を解約または変更させていただくことがあります。 

②サービス利用登録 

【日経IDをお持ちでない方】 
登録フォームに必要事項を入力します。 
受信に使用したメールアドレスがログインID
（日経ID)として登録されます。 
 
【既に日経IDをお持ちの方】 
ログイン画面が表示されます。 
ログインし、情報を入力してください。 

日経IDでログインし、サービスをご利用
いただけます。 

【メール件名】 
日本経済新聞 電子版 Pro  
ご利用のご案内 

appendix 
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               利用者のメールアドレスを変更する方法 

メールアドレスだけを変更することはできないため、一旦該当の利用者を削除、新しいメールアドレスで再度招待します。 

appendix 

①トップ画面より「利用者の確認・変
更」をクリックします。 

１ 

③変更日を「本日変更（即時）」または「明
日移行に変更」を選択し、「次へ」をクリックし
ます。 

３ 

④変更する方の右端の×をクリックします。 
  確認メッセージ後、姓名メールアドレス 
  が空欄になるので、情報を入力し 
  「次へ」をクリックします。 
 （姓名は前と同じ、メールアドレスは 
   新しいものを入力してください。） 

４ 

⑤確認画面で利用者一覧が表示さ
れるので、内容を確認し、「この内容
で確定する」をクリック。変更が確定さ
れます。 

５ 

⑤新しいメールアドレスには「招待メール」、 
 解除した古いメールアドレスには「解除のご連
絡」が届きます。.招待メールを受け取った方の
手順は【4．サービスの利用を始める】をご参照
ください。 
  

２ 

②メールアドレスを変更したい利用者を選択し、
利用者一覧画面下部にある「編集」をクリックし
ます。 
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①トップ画面より「ライセンス数の変
更」をクリックします。 

②「追加する」または「削減する」を選
択し、変更するライセンス数を入力、
「次へ」をクリックします。 

③内容を確認し、「ライセンスを追加/
削減する」をクリックします。 

④ライセンス数の変更を受付ました。 ⑤手続きが完了後、完了メールを送
付いたしますので、ご確認ください。 

⑥完了メール受信後、ライセンス管理
画面に変更が反映されていることをご
確認ください。 

ご契約のサービスのライセンス追加および削減手続きが行なえます。追加ライセンスのご利用料金はお手続きの翌月からの加
算となり、お申込月のご利用料金は無料です。削減の変更は次回契約更新日より適用されますので、契約更新日までは
変更前のライセンス数でご利用いただけます。 
追加の場合はライセンス数追加完了後に利用者登録、削減の場合は契約更新前に利用者削除を行ってください。 

１ 

２ 

３ 

３．ライセンス数の追加・削減 ※一部の方のみご利用いただけます。 
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２ 

削除予定の利用者を変更したい 

① 予約の利用者タブを開きます。 

appendix 

② 変更したい利用者の「削除予定を破棄」をクリックします。 

ご契約ライセンス数を変更し、削除するライセンスの利用者を変更するときの手順です。 

1 

④ 削除するライセンスの利用者を改めて選択してください。 

４ 

③ 「破棄」をクリックします 

３ 



４-１．日経電子版から日経電子版Proにライセンスを切り替える 

③ご参考 

① 「日本経済新聞 電子版 Pro に契約を切り替える」をクリックします。 
② 「日本経済新聞 電子版 Pro」に切り替えるライセンス数を入力します。 
③ ②で入力したライセンス数がご契約中の「日本経済新聞 電子版」のライセンス数より少ない場合、 
  どの利用者を「日本経済新聞 電子版 Pro」に変更するか選択してください。 
  ※②で入力したライセンスがご契約中の「日本経済新聞 電子版」のライセンス数より同数以上の場合、すべての利用者が 
  「日本経済新聞 電子版Pro」に切り替わります。 

④「申し込む」をクリックします。 

■ご契約中の「日本経済新聞 電子版」を解約し、「日本経済新聞 電子版 Pro」に契約を切り替える 
※「日本経済新聞 電子版 」をご契約中の一部のお客様のみご利用いただけます。 

申込完了 



４-2．日経電子版Proをトライアルする 

① 「日本経済新聞 電子版 Pro をトライアルする」をクリックします。 
②トライアルするライセンス数を入力します。 
③「申し込む」をクリックします。 
※トライアル中でも「日本経済新聞 電子版」の料金は発生します。 

申込完了 

■「日本経済新聞 電子版 Pro 」をトライアルする 
※「日本経済新聞 電子版」をご契約中の一部のお客様のみご利用いただけます。 
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ライセンス管理画面ではご契約中のサービス、支払い方法などの情報をご確認いただけます。 

①トップ画面より「明細・過去分の確
認」をクリック 

①トップ画面より「お支払い情報の確
認・変更」をクリック 

①トップ画面下「フォームでのお問い
合わせ」、「お電話でのお問い合わせ」 

②ご利用金額の確認画面が表示さ
れます 

②現在のお支払い情報が表示されま
す。変更される場合は、お問い合わせ
フォームよりご連絡ください 

②「フォームでのお問い合わせ」を選択
された場合、お問い合わせ内容入力
画面が表示されます。 

■明細・過去分の確認 ■お支払い情報の確認 ■お問い合わせ 

１ １ 

１ 

２ 
２ 

２ 

5．その他機能① 
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①検索ボックス内に任意の条件を 
入力し、「検索」をクリック 
※AND・ORを選択し、スペースを入れて
複数検索もできます。 

①利用者一覧画面の右上にある「招
待メールの一括再送」をクリックします 

①「招待エラー」と表示されている利
用者は、メールアドレスが誤っているた
め招待できていません。確認して再登
録してください。 

②任意の条件に絞られた利用者が
表示されます。 

②ステータスが「招待中」の利用者全
員に招待メールを一括で再送すること
ができます。 ①列の項目をクリックすると、昇順降

順で利用者を並び替えて表示させる
ことができます。 

■キーワードやステータスで絞って
利用者を確認 

■招待メールの一括再送 ■招待エラーステータス 

１ 

１ 

２ 

２ 

5．その他機能② 

■利用者を並べ替える 

1 

ライセンス管理画面では利用者の管理が行えます。 

１ 
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6．よくある質問 

• ライセンスの追加、削減、解約は即時、ライセンス管理画面に反映されますか 
お申込受付後、手続きを行いますので、お時間をいただく場合がございます 

  手続きが完了したことは、メールでご連絡いたしますので、メール受信後、 
  ライセンス管理画面をご確認ください 

 
• 法人管理者の追加・変更はできますか 
法人管理者を追加、変更したい場合は、ライセンス管理画面topのお問い合わせフォームより、 
追加されたい方のお名前とメールアドレスをご連絡ください 
 

• 法人管理者は電子版Proの利用者である必要はありますか 
電子版の利用者でなくても、法人管理者になることは可能です。 
ライセンス管理画面を使うには、日経IDを取得していただく必要があります 
 

• 法人管理者の追加は自分でできますか 
法人管理者様による新しい法人管理者の追加はできません。 

  追加されたい方の情報をご連絡ください 
 
・ 削除予定ステータスとは 
  ご契約ライセンス数を変更した場合、どのご利用者様が変更になるかを示すステータスです。 
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７．ライセンス管理画面の利用推奨環境 

「日本経済新聞 電子版」と同様です。 
詳細については下記のご購読サポートページをご覧ください。 
 
http://support.nikkei.com/faq/show/4429?site_domain=nikkeifaq 
 
 

http://support.nikkei.com/faq/show/4429?site_domain=nikkeifaq
http://support.nikkei.com/faq/show/4429?site_domain=nikkeifaq

