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弥生株式会社

弥生PAP事務局

このパートでは、弥生PAP会員が「弥生オンライン」のパート

ナー版を申し込む際の手順を説明します。

「弥生オンライン」のパートナー版（Misocaを除く）を事務所

内の複数の職員で利用するための「メンバー（職員）招待」の

手順は「申し込みガイド PartⅡ」をご覧ください。

※ 顧問先へサービスの導入を検討されている方は、別紙「弥生製品 紹介制

度 利用手順書」をご覧ください。
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ご利用の流れ

事前準備（必要な情報の登録）（所要時間 約3分）

STEP① マイポータルへログイン または弥生IDの登録

本ガイドでは、手続き方法・画面遷移が共通の部分は「弥生会計 オンライン」の

画面を利用してご説明します。「STEP③「弥生オンライン」の申し込み」では、

どのパートナー版を申し込むかによって一部画面遷移が異なりますので、該当の

ページをご確認ください。

なお、弥生オンラインの契約は「管理者」権限のあるアカウント（弥生ID）での

み行えます。

「弥生オンライン」（パートナー版）の申し込み導線

STEP② 事業者情報（事業グループ）の登録

完了
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STEP③ 「弥生オンライン」（パートナー版）の申し込み

「弥生オンライン」（パートナー版） の申し込み（所要時間 約2分）

申し込み手続き開始



「弥生会計 オンライン」（パートナー版）の申し込みを例に説明します。
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弥生PAP会員専用サイトの「最新プログラ

ム提供」にある「「弥生オンライン」

（パートナー版）申し込み」から、申し込

む製品の［お申し込み］ボタンをクリック

します。

1

1

弥生PAP会員専用サイトの【最新プログラム提供】画面

申し込み手続き開始

サービスを利用するためには、マイポータル（Web）へログインが必要です。
弊社サービスのご利用状況により、表示される画面は異なります。

▶［弥生会計オンラインご利用申込］画面が表示され
た場合

弥生IDをお持ちの方はマイポータルへログイン
します。
お持ちでない方は弥生IDの新規登録が必要です。

＜弥生IDをお持ち（登録済み）の場合＞

P4 の へ進みます

＜弥生IDをお持ちでない（未登録の）場合＞

P5 の へ進みます3

2

※ デスクトップの［弥生マイポータル］でログイン済みまたは、他のサービス利用の際にログイン済みなど、
ログイン情報が保持されている場合は、上記ログイン画面が表示されず、直接必要な登録画面に
遷移することがあります。
上記以外の画面が表示されたときは、次ページを参照してください。

【弥生会計 オンライン ご利用申込】画面

【ご注意ください】
弥生オンラインのうち、初めて申し込む製品
が「Misoca」の場合は、申し込みたいプラン
に関わらず、「パートナープランお申し込
み」へ進みます。
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▶ 「パートナーの方のお申込には、事業者情報（事
業グループ情報）が必要となります。・・・（以降省
略）」と表示された場合

事業者情報（事業グループ）の登録が完了してい
ません。

［事業グループ情報登録へ］ボタンをクリック

してP8 の へ進みます。

▶ ［契約申込－プラン選択］画面が表示された場合

事業グループの登録は完了しています。その
ままプランを選択して申し込みます。

「STEP③「弥生オンライン」の申し込み」へ
進みます。

15

弊社サービスのご利用状況により、表示される画面は異なります。

※ 製品によって画面遷移が一部異なります。
申し込む製品のページをご覧ください

弥生会計 オンライン
やよいの青色申告 オンライン
やよいの給与明細 オンライン

Misoca

【契約申込－プラン選択】画面

･･･P11          へ

･･･P13 へM-2

A-2



弥生IDを既にお持ちの場合、

［弥生ID（メールアドレス）］を入力し、

［次へ］ボタンをクリックします。

2

2

【弥生会計 オンライン ご利用申込】画面

事前準備（必要な情報の登録）

STEP① マイポータルへログイン または弥生IDの登録

弊社サービスのご利用状況により、表示される画面が異なります。

▶ 「パートナーの方のお申込には、事業者情報（事
業グループ情報）が必要となります。・・・（以降省
略）」と表示された場合

事業者情報（事業グループ）の登録が完了してい
ません。

［事業グループ情報登録へ］ボタンをクリック

してP8 の へ進みます。

▶ ［契約申込－プラン選択］画面が表示された場合

事業グループの登録は完了しています。その
ままプランを選択して申し込みます。

「STEP③「弥生オンライン」の申し込み」へ
進みます。

15

次にパスワードを入力する画面が表示される
ので、パスワードを入力して［ログイン］ボタン
をクリックします。

弥生ID（※ メールアドレス）
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※ 製品によって画面遷移が一部異なります。
申し込む製品のページをご覧ください

弥生会計 オンライン
やよいの青色申告 オンライン
やよいの給与明細 オンライン

Misoca

･･･P11          へ

･･･P13 へM-2

A-2



弥生ID新規登録に必要な情報を入力

します。

ここで登録したメールアドレスは

「弥生ID」として、今後も利用します。

※ 忘れないように十分ご注意ください。

4

諸条件を確認の上、［「弥生ID利用規
約」およびプライバシーポリシーに同意

します。］に☑を入れます。

5

【弥生ID新規登録】画面
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［登録する］をクリックします。6

弥生IDをお持ちでない方は、［弥生ID

新規登録］ボタンをクリックします。

3

3

【弥生会計 オンライン ご利用申込】画面

6

5

4



8

9
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9

7

8

メールアドレス（※弥生ID）

「確認する」をクリックします。

確認コードを入力する画面が表示され

ます。

登録した弥生ID（メールアドレス）へ
「【弥生】確認コードのお知らせ」という件名
のメールが届きます。

メールアドレス（※弥生ID）

XXXXXX

確認コードを入力します。

この画面が表示されたら登録完了で

す。「契約申込へ進む」をクリック

します。

10

10

＜確認コードのお知らせメール＞



パスワードを入力します。
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「パートナーの方のお申込には、事業者情
報（事業グループ情報）が必要となります。
（以降省略）」と表示されます。

「事業グループ情報登録へ」をクリックし
ます。

「弥生ID（メールアドレス）」を入力し、

［次へ］ボタンをクリックします。

14

【弥生会計 オンライン ご利用申込】画面

11

12

13 ［ログイン］ボタンをクリックします。

11

14

弥生ID（※ メールアドレス）

12

13
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STEP③「弥生オンライン」（パートナー版）申し込みSTEP② 事業者情報（事業グループ）の登録

事業者情報（事業グループ）の登録には、「お客様番号（弥生PAP会員番号）」と「弥生PAP会員専用サ

イト」へログインする際のパスワードが必要です。

16

15 「弥生PAP会員専用サイト」へログイン

する際の［お客様番号］［パスワード］を

入力します。

［次へ］ボタンをクリックします。

【パートナー事業グループ管理者登録】画面

※お客様番号（弥生PAP会員番号）やパス
ワードがご不明の場合は、こちらより
確認／再発行ができます。

▶ ［パートナー事業グループ管理者登録確認］
画面が表示された場合

パートナー事業グループ（事業者情報）の登録を
行います。

P.9  の へ進みます 。

▶ ［パートナー事業グループ参加]画面が
表示された場合

異なる弥生ID（事務所内の他の方など）により、
パートナー事業グループ（事業者情報）が既に
登録済みです。
登録済みのパートナー事業グループへ、メンバー
として参加します。

P.10 の へ進みます。

17
【パートナー事業グループ管理者登録確認】画面

【パートナー事業グループ参加】画面

弊社サービスのご利用状況により表示される画面が異なります。

15

16

21



20

19

18

17
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パートナー事業グループ登録情報に誤りが

ないことを確認します。

「弥生PAP会員」として
登録している事務所の情報

弥生IDに登録している個人の情報

弥生ID登録情報に誤りがないことを

確認します。

[登録する]をクリックします。

[サービスのお申込み]をクリックします。

【パートナー事業グループ管理者登録確認】画面

【パートナー事業グループ管理者登録完了】画面

（送信時刻表示）

17

18

19

20

※ パートナー事業グループ情報には、
弥生PAP会員としてご登録頂いている
情報が自動で表示されます。

「STEP③「弥生オンライン」の申し込み」へ進
みます。

※ 製品によって画面遷移が一部異なります。
申し込む製品のページをご覧ください

弥生会計 オンライン
やよいの青色申告 オンライン
やよいの給与明細 オンライン

Misoca

･･･P11へ

･･･P13へ



24

23

22

21
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弥生ID登録情報に誤りがないことを確認

します。

弥生IDに登録している個人の情報

「弥生PAP会員」として
登録している事務所の情報

参加する事業グループの情報に誤りがない

ことを確認します。

[参加する]をクリックします。

[サービスのお申込み]をクリックします。

【パートナー事業グループ管理者登録確認】画面

【「パートナー事業グループ参加完了」画面】画面

（送信時刻表示）

※ パートナー事業グループ情報には、
弥生PAP会員としてご登録頂いている
情報が自動で表示されます。

21

22

23

24

※ 製品によって画面遷移が一部異なります。
申し込む製品のページをご覧ください

弥生会計 オンライン
やよいの青色申告 オンライン
やよいの給与明細 オンライン

Misoca

･･･P11へ

･･･P13へ

「STEP③「弥生オンライン」の申し込み」へ進
みます。

職員名



A-1

A-2

A-3
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契約したいサービスの

［サービスのお申込み］ボタンを

クリックします。

【契約申込-プラン選択】画面

「パートナープラン」をクリックします。

［次へ］をクリックします。

「弥生オンライン」（パートナー版） の申し込み

STEP③ 「弥生オンライン」（パートナー版）の申し込み

「弥生会計 オンライン」
「やよいの青色申告 オンライン」
「やよいの白色申告 オンライン」
「やよいの給与明細 オンライン」

を申し込む場合 A-1

A-2

A-3

「Misoca」を申し込む場合は、
P.13をご覧ください

※ここでは「弥生会計オンライン」を
例に説明します。

※「やよいの白色申告 オンライン」は
「やよいの青色申告 オンライン」を
使用していない場合のみ、申し込み
可能です。

【サービス契約】画面



A-6

A-5

A-4
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[「弥生オンライン」基本利用規約、「弥

生会計 オンライン」利用規約、プライバ

シーポリシーに同意します。]

に☑を入れます。

［申込を確定する］をクリックします。

【契約内容確認】画面

【契約完了】画面

これで「弥生会計 オンライン」

(パートナー版)の契約が完了です。

［サービスを開始する］をクリックする

と、マイポータルトップ画面に戻り、

「お使いの製品」に「弥生会計 オンライ

ン」が表示されます。

A-4

A-5

A-6



【ご注意ください】
Misocaは「パートナープラン」と「ユーザー
プラン」が選択できます。
「STEP2 基本プラン選択」で申し込みたいプ
ランが表示されていない場合は、一度ブラウザ
を閉じ、P.2の からプランを選択し直して
ください。

M-3

M-2

M-1
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「Misoca」の［サービスのお申込み］

ボタンを クリックします。

【契約申込-プラン選択】画面

※ 「パートナープラン」では、郵送・FAX・
決済サービスはご利用いただけません。
自社業務にご使用で、上記サービスを利用
されたい場合は、有償プランをお申し込み
ください。
詳しくは次ページ参照してください。

［次へ］をクリックします。

「Misoca」の場合

「パートナープラン」をクリックします。

M-1

M-2

M-3

1

【サービス契約】画面



「Misoca」の契約プランについて

「Misoca」は、パートナープラン以外に有償のユーザープラン（「プラン15」「プラン100」「プラン1000」）の選択も可
能です。パートナープランは、月間請求書作成数やユーザー追加数においては「プラン1000」相当となりますが、
下記サービスはご利用いただけません。

● 郵送代行、FAX代行、決済サービス

自社業務で使用するなどで、上記サービスを利用される場合は、有償のユーザープラン（「プラン15」「プラン100」
「プラン1000」）をお申し込みください。

以下は有償のユーザープランとパートナープランのサービス比較（抜粋）です。各プランの詳細はホームページで
ご確認ください。 ⇒http://www.yayoi-kk.co.jp/products/misoca/price/

注）価格は税抜です。
※1 ログインユーザーごとの作成数ではなく利用契約単位での作成数となります。iOS版も含みます。
※2 各プランの「請求書月間作成数」に準じます。
※3 納品書を同封する場合は納品書1通につき30円追加になります。（郵送1回に付き請求書と合わせて上限5ページまで）
※4 新規申し込みの場合は無料郵送チケット分、移行申し込みの場合は、チケット残高分のみ利用可能です。
※5 事前のお申し込みが必要です。なお、お申し込みいただけるのは法人のみとなります。

【ご注意ください】
 パートナープランとユーザープランの両方を申し込むことはできません。どちらかの申し込みとなります。
 ユーザープランを申し込む場合、初年度無償キャンペーンは適用されません。

 申し込み後のプランの変更は、パートナープランからユーザープラン、ユーザープラン（月契約）からパートナー
プランへの契約変更は随時可能です※。ただし、ユーザープラン（年契約）からパートナープランへの契約変更
は、年契約の更新期間以外には行えませんので、予めご了承ください。
※契約変更とサービスご利用開始のタイミングが異なりますので、ご注意ください。

・パートナープランからユーザープランへの変更：変更後、サービスをご利用いただけます。
・ユーザープランからパートナープランへの変更：ユーザープランの契約期間満了後翌月からサービスをご利用いただけます。
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プラン15 プラン100 プラン1000 パートナープラン

基本料金
月額：800円
年額：8,000円

月額：3,000円
年額：30,000円

月額：10,000円
年額：100,000円

0円

月額請求書作成数※1 15通 100通 1,000通 1,000通

プラン上限超の請求書

作成※1

●
（1通につき70円）
最大1,000通/月まで

●
（1通につき70円）
最大1,000通/月まで

× ×

取引先登録数 無制限 無制限 無制限 無制限

見積書・納品書作成数 無制限 無制限 無制限 無制限

メール送信数 無制限 無制限 無制限 無制限

請求書の自動作成予約※2 ● ● ● ●

請求書のCSVアップロード※2 ● ● ● ●

API経由の請求書作成※2 ● ● ● ●

ユーザー追加
2名まで利用可
（1名追加可）

5名まで利用可
（4名追加可）

30名まで利用可
（29名追加可）

30名まで利用可
（29名追加可）

請求書の郵送※3 ●
（1通につき160円）

●
（1通につき160円）

●
（1通につき160円）

×※4

見積書のFAX
●

（1通につき60円）
●

（1通につき60円）
●

（1通につき60円）
×

決済サービス
・Misoca回収保証サービス
・Misocaペイメント（PaｙPal決済）

・Misoca口座振替サービス※5

● ● ● ×

サポート
WebFAQ/電話/
メール/チャット/
画面共有

WebFAQ/電話/
メール/チャット/
画面共有

WebFAQ/電話/
メール/チャット/
画面共有

WebFAQ/電話/
メール/チャット/
画面共有

http://www.yayoi-kk.co.jp/products/misoca/price/


弊社サービスの利用状況により、［申込を
確定する］をクリックすると下図の「サー
ビス利用情報登録」画面が表示されること
があります。
表示されたら、登録者情報を確認の上、画
面に従って必要な情報を入力してください。
入力後、プライバシーポリシーをご確認い
ただき、同意いただけましたら［プライバ
シーポリシーに同意します］に ☑ を入れ
て［登録する］をクリックします。

M-6

M-5

M-4
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[「弥生オンライン」基本利用規約、

「Misoca」利用規約、プライバシーポ

リシーに同意します]に☑を入れます。

［申込を確定する］をクリックします。

【契約内容確認】画面

これで「Misoca」(パートナー版)の契約

が完了です。

［サービスを開始する］をクリックする

と、マイポータルトップ画面に戻り、

「お使いの製品」に「Misoca」が表示さ

れます。

M-4

M-5

【契約完了】画面

XXXXX

M-6



申し込みガイド Par tⅡ

「弥生オンライン」
弥生PAP会員向け

「Misoca」のパートナー版を事務所内の複数の職員で利用す

る場合は、「Misoca」に搭載されている「チーム機能」を使

用します。「チーム機能」については本ガイドには記載して

いません。「Misoca」のヘルプ等を参照してください。

このパートでは、 「メンバー招待」の手順を説明します。

「弥生オンライン」のパートナー版（Misocaを除く）を、

事務所内の複数の職員で使用する際にご利用ください。



マイポータル（Web）へアクセスします

【弥生 マイポータル】画面
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デスクトップの

［弥生 マイポータル］

アイコンをクリック

メンバー（職員）の招待（所要時間 約5分程度）

ご利用の流れ

① 同じ事務所内の他の職員に「弥生オンライン」の招待をする

② 同じ事務所内の他の職員から「弥生オンライン」の招待を受ける

招待への回答 完了追加設定待ち招待メール受信

招待メール送信 使用者の追加 完了
招待した職員か
らの回答待ち

マイポータル
（Web）へログイン

招待する方（招待者）は ① の手順、招待された方（招待を受けた方）は ② の手順となります。

ログイン者名



ここでは、 同じ事務所の他の職員（メンバー）に「弥生オンライン」の利用をすすめる（招待） 手順を

説明いたします。
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メンバー（職員）の招待

マイポータル（Web）へログイン後、

「ユーザー管理」の「事業グループ管理」

をクリックします。

1

招待したい職員のメールアドレスを入力

し、［招待内容を確認する］をクリック

します。

3

3

【事業グループへ招待する】画面

【事業グループ管理】画面

「メンバー招待」をクリックします。2

3

1

2

ログイン者名



ログイン者名

【事業グループ管理】画面

招待する職員のメールアドレスに間違い

ないか確認して、［送信する］をクリッ

クします。

4

4
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（メッセージ表示）

の中には、招待を受ける職員の
メールアドレスが表示されます。

招待を受けた職員のメールアドレス宛に、

「弥生オンライン」の利用登録ができる

メールが配信されます。

5 5

POINT 
「メンバー招待状況の確認」からメンバー招
待した職員の一覧や、回答状態を確認する事
ができます。

【事業グループ招待確認】画面

【事業グループ招待完了】画面

（送信時刻表示）



招待を受けた職員は、届いたメールの

内容を確認し、URLをクリックします。

6

※URLに回答期限が儲けられているのでご
注意ください。

6

（招待番号表示）

ここからは、「招待」を受けた職員が「弥生オンライン」を利用するために必要な操作手順を説明いたし

ます。

（※ メールを送信した「招待者」の方は、P.24の へお進みください。）12
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【「弥生」事業グループ招待のお知らせ】メール

（回答期限表示）

事業グループ名

招待者名

【マイポータル_ログイン】画面

そのメールアドレスが既に「弥生ID」とし
て登録されている場合は、URLをクリック
すると下図の「ログイン」画面が表示され
ることがあります。
この画面が表示されたら、パスワードを入
力して［ログイン］ボタンをクリックしま
す。

招待を受けた職員のメールアドレス（弥生ID）



参加する「事業グループ」の情報に間違い

がないか確認します。

7

7

8

「弥生ID」、「パスワード」などの必要

な情報を入力後、［参加する］をクリック

します。

8
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（招待メッセージ表示）

招待日

回答有効期限

8

の中には、招待を受けた職員の
メールアドレスが表示されます。

「弥生PAP会員」として
登録頂いている事務所情報

【招待内容の確認・回答】画面

そのメールアドレスが既に「弥生ID」
として登録されている場合は、「弥生
ID登録情報」は表示されません。



内容に間違いなければ［回答する］を

クリックします。

9

9

この画面へ遷移すると招待を受けた職員側

の作業が完了します。

10
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招待日

回答有効期限

回答日

（回答メッセージ表示）

9

（送信時刻表示）

10

の中には、招待を受けた職員の
メールアドレスが表示されます。

（招待メッセージ表示）

「弥生PAP会員」として
登録頂いている事務所情報

申込者名

【招待回答確認】画面

【招待回答完了】画面

そのメールアドレスが既に「弥生ID」
として登録されている場合は、「弥生
ID登録情報」は表示されません。



招待を受けた職員に

「件名：【弥生】事業グループ招待回答完

了のお知らせ」というメールが届きます。

11
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11

11
のメールと同時に招待者にも職員が

回答したことを知らせるメールが送信

されます。

招待者はP.24の へ進みます。12

【「弥生」事業グループ招待回答完了のお知らせ】メール

【「弥生」事業グループ招待回答のお知らせ】メール

職員名

URL

招待者名

招待を受けた職員名

事業グループ名

招待者名

XXXX/XX/XX

URL

招待を受けた職員名

XXXXXXXXXXXXXXXXX



ログイン者名

【マイポータル（Web）ホーム】画面

「ライセンスの割り当て変更」画面が表示

されるので、現在の割り当て数、職員への

割当状況を確認します。

「マイポータル（Web）」の「ホーム」

からライセンスを割り当てる弥生オンライ

ン（パートナー版）の「ライセンスの割り

当て変更」をクリックします。

12

13

12

13

【ライセンスの割り当て変更】画面

ここからは招待者の操作です。「招待」を受けた職員が「弥生オンライン」を利用できるように、「ライ

センスの割り当て」を行います。「ライセンスの割り当て」は製品（サービス）ごとに行います。ここで

は「弥生会計 オンライン」を例に説明します。
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職員A 職員Aの弥生ID

職員B 職員Bの弥生ID

職員C 職員Cの弥生ID

職員D 職員Dの弥生ID

職員E 職員Eの弥生ID
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ライセンスを付与したい職員にチェック

を入れます。

［変更内容を確認する］をクリックし

ます。

14

15

14

15

変更内容を確認し［この内容で変更す

る］をクリックします。

16

16

【ライセンス変更確認】画面

職員A 職員Aの弥生ID

職員B 職員Bの弥生ID

職員C 職員Cの弥生ID

職員D 職員Dの弥生ID

職員E 職員Eの弥生ID

【ライセンスの割り当て変更】画面

※パートナー版につきましては、ライセン
ス利用料は発生しません。

職員B 職員Bの弥生ID

職員D 職員Dの弥生ID



【ライセンス変更完了】画面

「ライセンスの割り当てが変更されまし

た。」と表示されればライセンス変更完了

です。

他の製品（サービス）も利用できるように

するには、P.24 「マイポータル

（Web）のホーム」画面にて、対象の製

品（サービス）の「ライセンスの割り当て

変更」をクリックして同様にライセンスの

割り当てを行ってください。

17

ライセンス変更が完了すると招待された
職員に右記のメールが送信されます。
メールのURLにアクセスすれば、「弥生会
計 オンライン」を直ぐにご利用いただけま
す。

職員名

招待者情報

URL

【「弥生」弥生会計 オンライン利用ライセンス

が付与されました】メール
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17

職員A 職員Aの弥生ID

職員B 職員Bの弥生ID

職員C 職員Cの弥生ID

職員D 職員Dの弥生ID

職員E 職員Eの弥生ID

12

「変更履歴一覧を見る」をクリックすると、
ライセンス割り当ての変更履歴が月ごとに
確認できます。

変更の操作を行った職員名 職員D

変更の操作を行った職員名 職員B




