
Monaca 企業向けプラン管理画面
ご利用マニュアル



アカウント種別のご説明

● 管理者アカウント
○ プラン契約、開発者ライセンス、プラグインライセンス、チケット、開発者を追加・管理するための

アカウントです。
○ 管理専用のアカウントで、Monacaにログインするアカウントとは独立しています。

● 開発者アカウント
○ Monacaにログインして開発を行うためのアカウントです。
○ ダッシュボードでは、プラン名は「 Enterprise (会社名)」または「Business(会社名)」と表示されま

す。
○ Enterprise専用の各種プラグインを利用することができます。 (Businessプランの場合は、後述

するプラグインライセンスを所持している場合のみ利用できます。 )
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企業向けプラン管理の概要

Monacaの企業向けプランでは、最初に企業の管理者が管理者登録します。

以後は、その管理者が企業向けプラン管理画面からログインし、プラン契約、開発者を企業の開発者として
登録、開発者ライセンスを割り当てることで、各開発者が Monacaで契約プランに応じた機能を利用できるよ
うになります。

企業の管理者は、主に以下のことを行うことができます。

● 各種ライセンスの購入、管理

契約プラン、追加開発者ライセンス、プラグインライセンス

● サポートチケット、CIチケットの購入、使用履歴、残数の確認
● 開発者向け IPアドレス制限、管理画面への IPアドレス制限
● 開発者の登録、開発者ライセンスの割り当て
● 会社情報の登録、変更
● サポートへのお問い合わせ
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画面レイアウト
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アカウント情報の変更(管理者名、パ
スワード変更)、管理画面からのログ
アウトができます。

各種管理機能へ
ジャンプします。

各ページのメイン部分となります。



管理者登録後の流れ

管理者登録を完了して管理画面にログインすると、 Businessプランのトライアルが開始した状態になってい
て、5つの開発者アカウントが使える状態になっています。

最初にログインしたら、以下のことを行いましょう。

● 会社情報の登録
● 開発者の登録

開発者を登録すると、登録された開発者は Businessプランのトライアル状態でMonacaを使用することがで
きます。

トライアル中はリリースビルドをすることができませんが、 Monacaを使った開発は体験していただけますの
で、開発の流れ、使い勝手等をご確認下さい。
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各画面のご説明
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1-A. ダッシュボード

7

主に、現在のプラン契約に
ついての情報が表示されま
す。

登録後、最初に行うことに関
する情報が表示されます。

各種ライセンス、チケットの
所有数、使用状況が表示さ
れます。

決済方法に請求書払いを選ん
だ場合、申請中の各種手続き
の件数が表示されます。



2-A. 管理者アカウント一覧 
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管理者を追加します。
(Enterpriseプランの
み)

Businessプランでは、管理者を追加することはできませんが、
Enterpriseプランでは複数の管理者を登録することができます。

管理者アカウントが一覧表示されます。



2-B. 管理者の新規登録
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新規登録する管理者の名前、メールアドレス、パス
ワードを入力します。

上記を入力して新規登録ボタンを押すと、管理者アカ
ウントが追加されます。

Enterpriseプランを契約している場合は、複数の管理者を登録することができます。



3-A. 開発者アカウント一覧 
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企業管理下の開発者を追加します。
利用可能なライセンス数が 0の場合は追
加できません。

有効な開発者ライセンスが割り当てられている開
発者の一覧です。

有効な開発者ライセンスが割り当てられていない
開発者の一覧です。

クリックするとメニューが開きます。
・開発者ライセンスを外す
　開発者からライセンスを外し、 Freeプランに　変
更します。
・パスワード設定メールを送信
　開発者にパスワード設定メールを送ります。

クリックするとメニューが開きます。
・開発者ライセンスを割り当てる
　利用可能な開発者ライセンスの一つが開発者　
に割り当てられます。
・この一覧から外す
　その開発者を会社の管理外にします。
　会社の管理外になった開発者は、 Monacaの　
Freeプラン個人ユーザーになります。



3-B. 開発者の新規登録
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会社の管理下に登録する開発者のメールアドレスを
入力します。
既にMonacaに登録されているアカウントを指定する
場合は、そのアカウントのプランが Freeプランである
必要があります。

登録する開発者に割り当てる開発者ライセンスを指定
します。

メールアドレスを入力し、開発者ライセンスを指定した
ら「次へ」ボタンを押すと確認画面に進みます。
Monacaに登録されていないアカウントを指定した場
合は、次の画面で開発者の名前、その開発者が
Monacaからのお知らせメールを受け取るか指定しま
す。



4-A. 開発者ライセンス一覧
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開発者ライセンスの一覧が表示されます。
有効期限が切れた時に自動更新が「あり」になっているライセンスは、「更新時の期
間」に表示されている期間で自動更新が行われます。
有効期限が切れた時に自動更新が「なし」になっていたライセンスは利用できなくなり
ます。
そのライセンスを割り当てていた開発者を引き続き契約プランの開発者として利用す
るには、別の開発者ライセンスを割り当てる必要があります。

プランを契約している場合は、追加の開発者ライセンス
を購入できます。

「変更」ボタンを押すと、ライセンス変
更画面に進みます。
該当の開発者ライセンスに割り当てら
れている開発者、自動更新の有無、
次回更新時のライセンス期間を変更
できます。



4-B. 開発者ライセンスの変更
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利用可能なライセンス数、ライセンス
の有効期限が表示されます。

表示中のライセンスを割り当てる開発
者のメールアドレスを、 1行に1つの
メールアドレスを記載する形で指定し
ます。

有効期限が切れた時の自動更新の
有無、次回更新時のライセンス期間
を指定します。
プランに付属する開発者ライセンス
の場合は指定できないため、表示さ
れません。

変更内容を入力したら、「保存する」ボ
タンを押して変更内容を保存します。



5-A. プラグインライセンス一覧
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Businessプランを契約している場合、プラグインライセン
スを購入できます。

Businessプランでは、プラグインライセンスを購入することで、そのエンタープライズプラグインを組み込んだアプリを開発できるよう
になります。(Enterpriseプランでは、無制限に利用可能です。)
有効なライセンスが一つ以上あれば、管理下の全ての開発者がそのプラグインを利用できるようになります。
ただし、リリースビルドできるのは、各ライセンスで指定されたプロジェクトに限定されます。

「設定」ボタンを押すと、リリースビルド可
能なプロジェクトを指定するプラグイン設
定画面に進みます。



5-B. プラグインライセンス設定
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該当プラグインを使用した状態でリリースビルドを可能にするプロジェ
クトを指定します。
一つのライセンスにつき、一つのアプリのリリースが可能です。
一度設定したリリースビルド可能なプロジェクトを変えると、ライセンス
違反と見なされる場合がありますので、ご注意下さい。



6-A. サポート/CIチケット一覧
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タブをクリックすると、サポートチケット、 CIチケットの表示
が切り替わります。

企業向けプランの場合、サポートチケット、 CIチケットは企業がまとめて保有し、各開発者は企業が
持つチケットを使用します。

クリックすると、持っているチ
ケット一覧とチケットの使用履
歴一覧の表示が切り替わりま
す。

プランを契約している場合にク
リックすると、各チケットの購入
ページに移動します。



7-A. 会社情報
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登録されている会社情報を確認、変更するページです。
備考は、メモ欄として、もしくは請求書払いの場合の請求書発行時のご要望等あれば御記載下さい。



8-A. Businessプラン契約
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Businessプランのトライアル中、もしくはプラン契約の有効期限が切れた場合は、 Businessプラン契
約をすることで、Businessプランの全ての機能を利用できるようになります。

Businessプランを契約する場合は、管理者ダッシュボードの申し込みボタン、もしくは「ご契約内容」
ページの「プランを契約する」ボタンから契約の申し込みができます。



8-B. Businessプラン申し込み step1
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決済方法を指定します。決済方法として請求書払いを指定した場合、契約期
間1ヶ月を指定することはできません。

契約期間を指定します。 1ヶ月ごとの自動更新にしたい場合は、決済方法とし
てクレジットカードを指定する必要があります。

プラン契約と同時に契約する、追加開発者ライセンス数を指定します。
Businessプランの場合、プラン契約に 1開発者ライセンスが含まれるので、 2
人以上の開発者を登録して使用したい場合は、ご希望の数を指定します。

プラン契約と同時にサポートチケットを購入したい場合、サポートチケットパッ
クを購入することができます。次回以降のプラン契約自動更新時は自動購入
されません。
サポートチケットは後から別途購入することもできます。

申し込み内容が決まると、初回費用と次回契約更新時にかかる費用が表示
されます。
クレジット決済の場合は、申し込みと同時に決済が行われます。
初月分は申し込み月の月末までの日割り分で計算されます。



8-C. Businessプラン申し込み step2
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前ページの「次へ」ボタンを押すと、クレジット決済を選んだ場合はクレジットカード情報の入力、請求
書払いを選んだ場合は会社情報、請求書送付先情報の入力画面に進みます。



8-D. Businessプラン申し込み step3
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申し込み内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「上記内容で申し込む」ボタンを押すと申し込み完了となります。
クレジット決済を選択している場合は、「上記内容で申し込む」ボタンを押した時に決済処理が行われ、即座にプランの全機能が利用
できるようになります。
請求書払いを選択している場合は、Monaca担当者から別途連絡させていただき、その後の手続きが完了後に利用可能となります。



9-A. 追加開発者ライセンスの購入
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プラン申し込み後に、別途追加開発者ライセンスを購入することができます。
ライセンス期間、購入するライセンスを指定します。
ライセンス期間はプランの契約期間とは別扱いになり、月の途中に購入処理が完了した場合は、ライセンス期間が終了するのも月の
途中になります。



10-A. プラグインライセンスの購入
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Businessプランでは、プラン申し込み後にプラグインライセンスを購入することができます。
プラグインのライセンス期間は、購入処理完了から1年間です。



11-A. サポート/CIチケットの購入
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プラン申し込み後は、毎月一定数のサポート/CIチケットが付与されますが、別途購入して使用ことができます。



12-A IPアドレス制限 一覧
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開発者向けにMonacaを利用できる IPアドレスの制限と、管理者向けに管理ページへのアクセスで
きるIPアドレスを制限することができます。

変更ボタンをクリックすると、 IP
アドレス制限の設定画面に移
動します。

IPアドレスを制限している場合は、アク
セスを許可している IPアドレス一覧が
表示されます。



12-B IPアドレス制限 設定
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IPアドレス制限する場合は「一部の IPアドレス
を許可」を、制限しない場合は「すべての IPア
ドレスを許可」を選択します。

IPアドレス制限する場合、テキストボッ
クスにアクセスを許可する IPアドレスを
1行に1つ記載します。

「変更する」ボタンをクリックすると、設定内容が
確定され、システムに反映されます。

開発者向け、管理者向け両方とも、同様の設定画面で設定します。



13-A. ご契約内容の確認、変更

27

「ご契約内容」ページでは、プランの契約内容、決済方法の確認、契約内容、決済に関する情報の変更が行えます。
プランの契約内容の変更については、自動更新の有無、次回更新時の契約期間を変更できます。
ご契約プラン、決済方法を変更したい場合は、「お問い合わせ」ページからご連絡下さい。
クレジットカード決済の場合は、決済で使用するカードを変更することができます。
請求書払いの場合は、請求書の送付先情報を変更することができます。



14-A. 決済履歴、領収書
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過去の決済履歴、領収書の発行、ダウンロードが行えます。
クレジット決済の場合のみ、領収書の発行、ダウンロードがこちらのページから行えます。
領収書発行時に領収書の宛名を指定することができます。一度発行した領収書は変更することができません。



15-A. お問い合わせ
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ご契約や管理画面の利用に関するご質問、Enterpriseプランの申し込み、決済方法の変更のご希望等ございましたら、
お問い合わせページよりご連絡下さい。


