
Webストア利用マニュアル

※画面サイズによって、サイトの見え方が多少異なる場合があります。



2017年8月4日 Webストアのスクリーンショットを更新

2018年9月28日 Webストアのスクリーンショットを更新

― 改訂日 改定内容

改訂履歴

第1版 2015年9月1日 新規作成

2015年12月18日 Webストアリニューアルにつき、スクリーンショットを更新

はじめに

マイクロソフトの突然の仕様変更等により、ダウンロード手順や表記が変わる場合があります。

その場合は、ガイダンスにそのまま従って行ってください。



手順２
神戸大学 学認 用ログインペー
ジが開きます。
情報基盤センターが発行したア
カウントのログインIDとログイン
ID用パスワードを入力して、「ロ
グイン」をクリックします。

手順３
「ESD Web ストア（神戸大学専用
サイト）」が開きます。

ユーザーグループ（学生，教員/
職員）毎にダウンロードできる製
品が表示されます。
ダウンロードをするためには、予
めアカウント情報をWebストアに
保存しておく必要があります。
次のステップでは、アカウントの
保存方法について説明します。

※「出版社ごとに閲覧」→「Microsoft」
の順でクリックしてください。 ダウン
ロード対象をスムーズに見つけること
ができます。

手順１
シングル サインオンの「サインイ
ン」をクリックします。
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手順６
「名」、「姓」、「電子メールアドレ
ス」をそれぞれ入力します。
間違いがないことを確認したあ
と、
「保存」をクリックします。

これで、アカウント情報の保存は
完了です。

では、次に製品のダウンロードを
します。
ページ右上の「トップページ」をク
リックします。

本マニュアルでは、「OS」と
「Office」の二つをダウンロードし
ます。
Windows OSのみを購入
⇒　手順１０へ
Office for Macを購入
⇒　手順１３へ

手順４
ページ右上の「利用アカウント/
オーダー」をクリックします。

手順５
「アカウントの詳細」のタブをク
リックします。
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手順７
まずは、Officeのダウンロードで
す。
本マニュアルでは、現時点で最
新の製品をダウンロードします。
「Office 2013」をクリックします。

※「出版社ごとに閲覧」→「Microsoft」
の順でクリックしてください。 ダウン
ロード対象をスムーズに見つけること
ができます。

手順８
プラットフォームが希望する言語
であることを確認した後、「カート
に追加」をクリックします。

手順９
「カート画面」が開きます。
ここでは、カートに入っている製
品とそのオプションを確認できま
す。
また、ページ上部の「ショッピング
カート」をクリックすることで、この
画面にアクセスできます。

製品のデフォルトの設定では、購
入から１ヶ月しかアクセスできま
せん。アクセス期間の延長や
バックアップディスクを希望する
方は、各オプションを追加しま
しょう。
なお、オプションの購入は、クレ
ジット決算となります。

カートの内容を確認後、「ショッピ
ングを続ける」をクリックします。
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手順１０
「Windows 8.1」をクリックします。

本マニュアルでは、「Windows
8.1」で手順を進めます。
異なるバージョンを希望する場
合、そのOSをクリックして、以降
の手順を進めてください。

手順１１
内容を確認した後、「カートに追
加」をクリックし、右上の「ショッピ
ングカート」をクリックして下さい。

手順１２
「カート画面」が開きます。
カート画面やオプションの説明
は、手順９をご覧ください。

既にOfficeをカートに追加してい
る場合、カート画面にOfficeも表
示されます。

カートの内容を確認後、「ご注文
手続き」をクリックします。
⇒ 手順１６へ
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手順１３
「Office for Mac 2011」をクリック
します。

手順１４
プラットフォームが希望する言語
であることを確認した後、「カート
に追加」をクリックします。

手順１５
「カート画面」が開きます。
ここでは、カートに入っている製
品とそのオプションを確認できま
す。
また、ページ上部の「ショッピング
カート」をクリックすることで、この
画面にアクセスできます。

製品のデフォルトの設定では、購
入から31日間しかアクセスできま
せん。アクセス期間の延長や
バックアップディスクを希望する
方は、各オプションを追加しま
しょう。
なお、オプションの購入は、クレ
ジット決算となります。

カートの内容を確認後、「ご注文
手続き」をクリックします。
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手順１６
製品の使用許諾証明書が表示さ
れます。

ご一読の上、登録済みのユー
ザー名と名前を入力し、「同意し
ます」をクリックします。

※「署名（名前を入力）」の欄に署
名入力して、エラーが表示される
事があります。
その場合は、署名入力欄の下部
に表記されている文字をコピーし
て入力欄に貼り付けてください。

手順１７
製品と連絡先の情報を確認後、
「オーダーの継続」をクリックしま
す。

Microsoft Office 2011 for Mac (Japanese) (Student Option) - ダウンロード
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手順１８
オーダーに関する全ての情報が
表示されます。

内容を最終確認した後、プロダク
トキーを必ずメモするなどして紛
失しないよう保存してください。
プロダクトキーは、再インストー
ルの際に必要となる、とても大切
なものです。

その後、「ダウンロードの開始」を
クリックします。

Mac Officeの場合
⇒ 手順２２へ

【すぐにダウンロードしない場合】
ページ上部の「利用アカウント/
オーダー」をクリックします。

オーダー履歴が表示されるの
で、「詳細の表示」または「商品」
をクリックすると、「ダウンロード
の開始」ボタンが表示されます。

ダウンロードは、保証期間内（製
品入手後31日間）にするようにし
てください。
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手順１９
レシート画面に進むと「ダウン
ロード」のボタンが表示されます
ので、クリックするとウインドウが
開きますので、再度「ダウンロー
ド」をクリックして下さい。

更にウインドウが開きます。今回
は「Windows 8.1」を購入している
ので、「Windows8.1」を選択しま
す。

手順２０
次にプロダクトキーを入力する画面に移動
しますので、④の箇所にWebストアレシー
ト画面に記載された「プロダクトキー」を入
力し、「Verify」をクリック。

すると、その下にインストールする言語を
選択するタブが表示されますので選択
後、「Confim」をクリックします。

次に表示されるのが、PCのbit数を選択す
る画面になります。自分のPCが何bitなの

かを良く確認して選択してください。
その後、保存先を指定してダウンロードを
開始します。
ダウンロードが完了すれば、左のようなダ
ウンロード完了画面が表示されます。
必要に応じて、他の製品も同様に、「ダウ
ンロード」をクリックし、「保存」をクリックし
ます。

①

②

③

⑤

④

⑥
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手順２１
全ての製品をダウンロードした
ら、「フォルダーを開く」をクリック
し、ダウンロードした製品を確認
します。

また、「ダウンロード」フォルダを、
クリックすることでもこの画面を開
くことできます。

次のステップである「インストール
の方法」は、別途マニュアルを参
照下さい。
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手順２２
「ダウンロードの開始」をクリック
します。

すると、別ウィンドウに２つのス
テップが表示されます。

これから、指示に従い、２つをダ
ウンロードします。

まず、「①のSDMのダウンロード」
をクリックします。

手順２３
ダウンロートしたファイルを開く
と、インストーラが表示されます。
この後は、インストーラに従い、イ
ンストールして下さい。

Secure Download Manager
(SDM)は、ウェブストアからソフト
ウェアをダウンロードするための
無料プログラムです。
大きすぎるファイルについて、安
全で効率のよいダウンロードを提
供します。
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手順２４
「Step 2」をクリックし、.SDXファイ
ルをダウンロードします。

ダウンロードしたファイルは、ダ
ウンロード フォルダで確認できま
す。

確認後、.SDXファイルをダブルク
リックします。

手順２５

SDMが開かれるので、二つ目に
表示されている方の「ダウンロー
ド開始」をクリックします。
※1つ目のファイルは、Officeのインス

トーラーではありません。

容量が大きいため、ダウンロード
には数分かかりますが、途中で
電源を落とさないようにして下さ
い。

次のステップである「インストール
の方法」は、別途マニュアルを参
照下さい。
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【ヘルプ】
ページ上部の「ヘルプ」をクリック
すると、ヘルプ画面が表示されま
す。製品やダウンロードについて
何か知りたい時にぜひ活用して
下さい。

また、ヘルプ画面に載っていない
内容を知りたい場合は、Kivutoに
直接メールでお問い合わせ下さ
い。

【Kivutoカスタマーサポート】

support@kivuto.com
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