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１ ＪＵジャナイトとは

●ＪＵ会員販売店の小売支援を行う「ＪＵのホームページ」です
●全国の会員販売店が情報を掲載することで多くのアクセスが望めます
●自分の店舗の情報を「いつでも自分で書き換える」ことができます
●ＪＵ正会員であればどなたでもご利用になれます

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｊｕ-ｊａｎａｉｔｏ.ｃｏｍ/
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ＪＵジャナイトのグループサイト

１回の在庫情報入力でたくさんのサイトに情報が載ります

ＪＵ北海道ブロックサイト
http://hokkaido.ju-janaito.com/

ＪＵ東北ブロックサイト
http://tohoku.ju-janaito.com/

ＪＵ中部ブロックサイト
http://chubu.ju-janaito.com/

ＪＵ近畿ブロックサイト
http://www.jukinki.jp/

ＪＵ中四国ブロックサイト
http://chushikoku.ju-janaito.com/

ＪＵ九州ブロックサイト
http://kyusyu.ju-janaito.com/

関連協各県サイト

３キャリア携帯サイト

全国版 ＪＵジャナイト 所属地域 ブロックサイト

自社サイトへの
在庫情報貼り付け
も可能です

所属商工組合のサイト

各ブロックサイトから
各都道府県サイトへのリンクもあります

３キャリア携帯サイト
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２ ＪＵジャナイトに登録しよう

(１)インターネットの準備

インターネットが利用できるパソコンを用意してプロバイダー契約をしてください。
ADSLや光ファイバーなどのブロードバンド接続をお勧めします（ダイヤルアップ接続でもご
利用になれます）。

(２)会員登録

所属している商工組合にある「ＪＵジャナイト会員利用申込書」に必要事項を記入します。
所属している商工組合にFAXにてお申し込みいただきます。

すぐに所属している商工組合より「ログインＩＤ」「パスワード」を発行します。
ＪＵジャナイトの利用はこの「ログインＩＤ」「パスワード」を使用します。

ログインＩＤ → ＊＊＊－＊＊＊＊ （３桁数字－４桁数字）
パスワード → ＊＊＊＊＊＊＊＊ （８桁数字）

ＪＵ会員販売店

所属商工組合

ＪＵ中販連本部

申込書

申込書

ＩＤ
パスワード

利用開始
連絡メール

【手続きの流れ】

即日利用が可能です
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３ すべての登録・変更はここから！ Ｍｙショップページ

Ｍｙショップページは、会員販売店による作業・入力用ページです。このページにログイ
ンすることにより、さまざまな登録や変更、追加、更新がいつでも可能になります。
基本的には各販売店以外は見ることができません。
Ｍｙショップページへは次の手順でログインします。

① http://www.ju-janaito.com/member/ へアクセス

②利用規約を読み、「同意する」をクリック

③ 配布された「ログインＩＤ」「パスワード」(前ページ参照）を入力

④「ログイン」をクリックするとＭｙショップページを表示します
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４ 販売店情報を入力しよう

各県商工組合からＪＵ本部に登録されている各販売店情報（店舗名・住所・TEL）があらか
じめ登録されています。
それ以外の情報（営業時間、定休日、特徴、交通アクセスなど）を登録してください。

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

(１)販売店情報の登録

②「店舗情報一覧」の「▼登録・変更・削除」をクリック

③店舗情報一覧で店舗の「変更」をクリック

④情報を入力し「確認」をクリック、間違いなければ「更新」をクリックして完了します

〜

－5－

販売店に対するユーザーからの
問い合わせを直接受信する
メールアドレスが登録できます

最初は000-0000@ju-janaito.com
というアドレスが入っていますが
普段お使いのものに変更可能です



(２)店舗写真の登録

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

②「店舗情報一覧」の「▼登録・変更・削除」をクリック

③店舗情報一覧で「店舗画像」の「↑画像を追加↑」をクリック

④「画像ファイル」の「参照」をクリック、画像を選択する別ウィンドウが開きます

－6－

４ 販売店情報を入力しよう



⑤ パソコンの中で画像ファイル（jpegなど）の場所を選択し「開く」をクリック

⑥ □の中にファイル名が表示されるので「画像の更新」をクリック
確認メッセージが出るので「ＯＫ」をクリック

⑦ 完了のメッセージが表示されます。店舗画像／地図登録一覧をクリックすると、更新さ
れた画像が確認できます。
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４ 販売店情報を入力しよう



(３)自社で持っている地図画像の登録

①店舗写真と同様に「店舗情報一覧」の「▼登録・変更・削除」をクリック

②店舗情報一覧で「地図」の「↑画像を追加↑」をクリック

③「画像ファイル」の「参照」をクリック、画像を選択する別ウィンドウが開きます

④ パソコンの中で画像ファイル（jpegなど）の場所を選択し「開く」をクリック
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４ 販売店情報を入力しよう



⑥ 完了のメッセージが表示されます。店舗画像／地図登録一覧をクリックすると、更新さ
れた画像が確認できます。

⑤ □の中にファイル名が表示されるので「画像の更新」をクリック
確認メッセージが出るので「ＯＫ」をクリック

※ オリジナル地図以外に「マップ」という表示もあります。
これはGoogle社のMap機能を利用してシステム的に自動で表示しているものです。
自動配置システムのため、正しく配置できていない可能性もありますので、
一度表示位置をご確認いただきたくお願いいたします。
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４ 販売店情報を入力しよう



(４)支店・営業所の登録

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

②「店舗情報一覧」の「▼支店・営業所追加登録」をクリック

③情報を入力し「確認」をクリック、間違いなければ「更新」をクリックして完了します
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〜

４ 販売店情報を入力しよう



(５)登録されている店舗名（会社名）とは別の表記をする場合

①１－ページの「（４）支店・営業所の登録」の要領で、「登録したい店舗名」を支店・
営業所として登録します

②「店舗情報一覧」の「▼登録・変更・削除」をクリック

③店舗情報一覧で、商工組合に登録されている店舗の「変更」をクリック

商工組合に登録している会社名ではなく
別の店舗名を表示させるため、支店・営業所として登録しておく

④入力欄「店舗情報の公開」で、「公開しない」にチェックして「確認」をクリック、
内容を確認し、間違いがなければ「更新」をクリックして完了します

〜
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４ 販売店情報を入力しよう



５ メールの設定をしよう

ＪＵジャナイトでは、会員の皆様に「ログインID＋＠ju-janaito.com」という個別のメール
アドレスを割り振っています。（例：330-0999＠ju-janaito.com）
「WEBメール」という機能を利用しており、各県商工組合や本部からの連絡、会員販売店
同士のメール送受信機能などはすべてこのメールに送られます。
WEBメールへの問い合わせは、普段ご自身で利用されているメールへの転送ができますが、
まずはWEBメールの設定を行う必要があります。

これまでは、在庫車両や店舗へのユーザーからの問い合わせはＷＥＢメールで受けて
おりましたが、こうしたユーザーからの問い合わせは普段利用されているメールへの
直送ができるようになりました （→店舗情報や在庫情報入力時に設定ください）

①Ｍｙショップページの上部にある「 Webメール」をクリック

(１)ＷＥＢメールの設定

②「○○○○さんのアカウントの設定」をクリックすると後は自動で処理が完了します

○○○○○○

○○○○○○
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(２)普段利用しているメールへの転送を設定する

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

WEBメールは普段利用されているメールソフト（Outlook Express等）への転送ができます。

②「設定」の「▼メール転送設定」をクリック

③普段ご利用（Outlook Express等）のメールアドレスを入力し、「更新」をクリックして
完了します

５ メールの設定をしよう
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６ 自社ホームページをリンクしよう

自社のホームページへは「ＪＵリンク集」「販売店情報ページ」からリンクします。
また、「ＪＵリンク集」にはバナーを掲載することもできます。
ホームページをリンクさせるには登録後、本部での審査が必要になります。

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

(１)ホームページの登録・申請

②「ホームページリンク」の「▼登録・照会」をクリック

③「登録店舗」の「登録」をクリック

④必要項目を入力し、「確認」をクリック
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⑤ 内容を確認し、「更新」をクリック

⑥ 更新完了が完了し、「続いてホームページリンク申請を行いますか？」のメッセージ
が表示されるので、「はい」をクリック（複数店舗のホームページを登録する場合は
すべての店舗を登録後「はい」をクリック）

⑦ 内容を確認して「申請」をクリック、申請処理完了画面が表示されます

⑧ 本部にて審査を行い、審査完了後に自社ホームページリンクが公開となります
審査が完了しましたらメールにて完了を通知します

後で申請する場合は「ホームページリンク」の「▼申請」をクリック
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６ ホームページをリンクしよう



(２)バナーの登録

「ＪＵリンク集」でバナーの掲載ができます

①「ホームページリンク」の「▼登録・照会」をクリック

②「↑バナーを登録↑」をクリック

③「画像ファイル」の「参照」をクリック、画像を選択する別ウィンドウが開きます
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６ ホームページをリンクしよう



④ パソコンの中で画像ファイル（jpegなど）の場所を選択し「開く」をクリック

⑤ □の中にファイル名が表示されるので「画像の更新」をクリック
確認メッセージが出るので「ＯＫ」をクリック

⑥ 完了のメッセージが表示されます。ホームページリンク一覧へをクリックすると、更新さ
れた画像が確認できます。
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６ ホームページをリンクしよう
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７ 中古車在庫を登録しよう

ＪＵジャナイトには中古車在庫を登録する方法がいくつかあります。
自社のご都合に合わせて使い分けるなど、選択してご利用ください。

ＪＵジャナイトへの
直接入力

ＪＣＭ

Ｍｙショップページ
を利用します

カーセンサーネットに掲
載されている在庫車
両のうちＪＵジャナイト
会員の方の在庫情報
をＪＵジャナイトに転載
しています

ＪＣＭ社の販売管理
システムからＪＵジャ
ナイトに在庫情報を
掲載できます

※在庫情報の掲載にあたっては“ＪＵジャナイトへの利用申込”が必要です

※御社の在庫情報が現状どのように掲載されているのかご確認ください

※ カーセンサーからの転載などについては、システムの都合上、リアルタイムな転載ができない
ことがあります （新規にカーセンサーに掲載された場合、ＪＵに登録されている会社名と掲載店名が異なる場合など）
ので正しく掲載されていない場合は本部宛にご連絡ください

地元密着系
中古車サイト

ＪＵ新潟・ＪＵ茨城
ＪＵ山梨・ＪＵ岐阜

2009年10月現在

地元密着の中古
車サイトからＪＵ
ジャナイト会員の方
の在庫情報をＪＵ
ジャナイトに転載し
ています

・入力の手間がある
・掲載料が無料

・管理システムへの
入力が必要
・管理システムの
利用料がかかる

・入力の手間がない
・掲載料がかかる

・入力の手間がない
・掲載料がかかる

Ａ パターン
１９ページより解説

Ｂ パターン
３４ページより解説

Ｃ パターン
３７ページより解説



(１)在庫を登録する前の準備

①あらかじめデジタルカメラなどで撮影した画像をパソコンに取り込んでください。
分かりやすい名前の「フォルダ」を作成しておくと便利です。
デジタルカメラの画像サイズは 640×480ピクセルを推奨しています。

②自動車公正競争規約で必要とされる店頭販売時の車両情報を用意してください。
※規約違反の登録があった場合はＪＵジャナイトのご利用を停止する場合があります。

(２)車両情報の登録

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②登録在庫一覧画面が表示されるので左部にある「▼新規登録」をクリック

③利用規約を読み、「同意する」をクリック
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【Ａパターン ＪＵジャナイトへの直接入力】



④ 登録されている店舗が表示されるので、在庫を掲載したい店舗名をクリック

⑤ 在庫情報登録画面が表示されるので、必要事項を入力（画像については２１ページ～を参照）

－20－

一度入力した保証内
容は記憶されますの
で、以後はプルダウ
ンメニューで選択で
きます

あらかじめYoutube
に在庫車両の動画を
アップしてそのURL
を入力すると、在庫
詳細画面よりその動
画にリンクできます
（動画掲載方法などにつ
いてはYoutubeにてご確
認下さい）

ユーザーからの
在庫問い合わせ
メールはこちら
に送付されます

また一度入力したメ
ールアドレスは記憶
されますので、以後
はプルダウンメニュ
ーで選択できます

車台番号は全桁を入
力してください

同じ車両がカーセン
サーなどから転載さ
れている場合、車台
番号を突合すること
で重複掲載を防いで
います

※重複した場合はＪ
Ｕジャナイト直接入
力在庫を優先して掲
載しています

７ 中古車在庫を登録しよう



⑥「画像を選択して下さい」のところでメイン画像とサブ画像を登録します
まずはメイン画像の「参照」をクリック（画像がない場合は⑨へ）

⑦「ファイルの選択」ウィンドウが表示されるので、１９ページの（1）で取り込んだ
フォルダ等を選択して「開く」をクリック
フォルダの中から登録する画像を選択して「開く」をクリック

⑧「参照」ボタンの左側にファイル名が入るので、同じ要領でサブ画像を登録

ここにファイル名が入る

それぞれ で囲まれた位置に画像が入る

－21－

画像は１０点まで掲載可能です

７ 中古車在庫を登録しよう



⑨ すべての画像が登録できたら（画像がない場合も含む）、「確認画面へ」をクリック

⑩ 掲載画面が表示されます。良ければ「在庫を登録（公開）」をクリックして完了します

「下書き保存」 公開せずに下書きとして保存する場合
「入力内容変更」内容を変更する場合
※ブラウザ（インターネットソフト）の「戻る」をクリックすると情報が失われてしまうので
必ず「入力内容変更」をクリックして戻ってください

「キャンセル」 登録せずに入力内容を削除する場合

－22－

７ 中古車在庫を登録しよう



(３)公開した後で登録内容を変更する

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②登録在庫一覧画面が表示されるので、変更する車両の「修正」をクリック

③登録内容が表示されるので、変更したい箇所に再入力する
画像を変更する場合は「↑変更・削除↑」をクリック（画像を変更しない場合は⑦へ）

〜

変更箇所
を入力

画像を変更する場合は
変更する画像の
「↑変更・削除↑」を
クリック

－23－

７ 中古車在庫を登録しよう



④ 登録されている画像が表示されるので、「参照」ボタンをクリック
「ファイルの選択」ウィンドウが開くので新しい画像を選択して「開く」をクリック
（画像を削除する場合は「削除」をクリック）

⑤「参照」ボタンの左側にファイル名が入るので、「画像の更新」をクリック

⑥確認メッセージが表示されるので「ＯＫ」→「閉じる」をクリック

－24－

７ 中古車在庫を登録しよう



⑦ 変更の入力が終了したら「確認画面へ」をクリック

⑧ 掲載画面が表示されます。良ければ「在庫を登録（公開）」をクリックして完了します

新画像

画像を変更した場合、
この時点では旧画像が
表示されています

↓
確認画面で新画像に
なります

「下書き保存」 公開せずに下書きとして保存する場合
「入力内容変更」内容を変更する場合
「キャンセル」 登録せずに入力内容を削除する場合

－25－

７ 中古車在庫を登録しよう



(４)掲載期間を更新する

登録した在庫の掲載期間は30日間です。
掲載期間は［期間更新］を行うことで更新日からさらに30日延長されます。
※30日を経過してしまった在庫については「過去在庫」として、更新日より自動的に90日
間保存されます（過去在庫の利用の仕方は次項（５）を参照）。

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②登録在庫一覧画面が表示されるので、掲載期間を延長する車両の「期間更新」をクリック

②登録内容が表示されるので、確認後「確認画面へ」をクリック
掲載画面が表示されるので、良ければ「期間を更新」をクリックして完了します

〜

－26－

７ 中古車在庫を登録しよう



(５)掲載期間がすぎてしまった在庫を再登録する

30日の掲載期間を過ぎてしまった在庫については「過去在庫」として更新日より自動的に
90日間保存されます。
これらは過去在庫の一覧を表示して再登録することができます。

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②登録在庫一覧画面が表示されるので、左部にある「▼検索」をクリック

③登録在庫の検索画面中、検索対象欄から「過去在庫」を選択し「検索」をクリック

登録在庫の検索では、メーカー別、車名別、掲載中などの項目で登録在庫の検索ができます。
多数の在庫を登録している場合などには、重複を防ぐことにも役立ちます。

－27－

７ 中古車在庫を登録しよう



④ 過去在庫一覧画面が表示されるので、再登録する車両の「再登録」をクリック

⑤登録内容が表示されるので、変更がある場合は再入力し「確認画面へ」をクリック
掲載画面が表示されるので、良ければ「在庫を登録」をクリックして完了します

〜

－28－

７ 中古車在庫を登録しよう



(６)掲載在庫へのアクセス数を調べる

登録した在庫車両の１ヶ月間のアクセス数（閲覧数）を見ることができます。
仕入戦略や販売戦略の一助としてご活用ください。

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②登録在庫一覧画面が表示されるので、左部にある「▼在庫アクセス一覧」をクリック

③登録在庫の直近１ヶ月間の日別アクセス数が表示されます

－29－

７ 中古車在庫を登録しよう



(７)掲載在庫のカタログ情報を追加する

登録した在庫車両の新車時の主なスペック情報を付け加えることができます。
カーセンサーのカタログ情報を流用しており、在庫詳細画面の最下部に掲載されます。

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②登録在庫一覧画面が表示されるので、カタログ情報欄の「新規登録」をクリック

③情報登録画面に沿って該当車種を選択し、「登録」をクリックして完了します

－30－

在庫情報画面の下部にこのようなスペック表が掲載されます

７ 中古車在庫を登録しよう



(８)掲載在庫のプライスボードを印刷する

登録した在庫車両のプライスボード（プライスシート：Ａ４横判２枚／Ａ３縦判１枚）を
印刷できます。
正しく在庫登録をしていただくことで公正競争規約に則った表示が可能です。
基本的にお手持ちのプリンタに合わせてＡ４、Ａ３を選択してください。

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②登録在庫一覧画面が表示されるので、プライスボード欄の「印刷」をクリック

③用紙の確認メッセージが出た後、ＯＫをクリックするとＰＤＦファイルが展開します。
アクロバットリーダー等ＰＤＦファイル表示ソフトの機能を利用して印刷してください。

－31－

Ａ４判 ２枚
Ａ３判 １枚

※記録簿の有無等、手書きが必要な部分もあります

※公正競争規約に則った表示をしておりますので、規約に記載された文字の大きさ等を考慮して
このようなレイアウトとしております

７ 中古車在庫を登録しよう



(９)自社在庫一覧画面を自社ホームページで利用する

登録した在庫車両は「自社在庫一覧」として表現することができます。
自社在庫一覧は固有のＵＲＬ（アドレス）を持っていますので、自社のオリジナルホーム
ページに“在庫車両コーナー”としてリンクさせることもできます。
つまり、ＪＵジャナイト情報を最新にしておくことで、常に新しい在庫情報を自社ホーム
ページにも掲載することができるようになるわけです。

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②在庫登録メニューの左側「▼在庫URLの確認」をクリック

③店舗ごとの在庫一覧URLが表示されます。２種類の表示方法がありますのでプレビュー
にてご確認ください

－32－

プレビュー1 プレビュー2

７ 中古車在庫を登録しよう



④ 自社ホームページでは、③で表示されたどちらかのURLへリンクするように設定をして
いただくことになります。管理担当者や管理会社にご連絡して設定してください

－33－

ＪＵ自動車販売 お問い合わせ 03-5333-5881

中古車
在庫

在庫ボタンにURLへのリンクを設定するだけでOK
自社ホームページのために在庫情報入力をする手間が省けます

７ 中古車在庫を登録しよう

(10)自社在庫一覧の表示順を変更する

一般消費者向け自社在庫一覧表示時のデフォルト表示順を登録することができます。
（支店・営業所を登録されているケースでも全店舗共通の表示順となります。）

①在庫登録メニューの左側「▼在庫一覧表示順登録」をクリック

在庫ＵＲＬ→ http://www.ju-janaito.com/stock/slist_table.jsp?pk=4000026 

②表示順を選んで「登録確認」→「登録」をクリックして完了します

更新日順
車名順
価格順
年式順
･･･
などが選択できます



(１)概要

カーセンサーネットに掲載されている在庫車両のうち、ＪＵジャナイト会員の方の在庫情報
をＪＵジャナイトに転載しています。
ＪＵジャナイト用に在庫を入力する手間はありませんが、カーセンサーネットに掲載するた
めの費用は別途かかります。
現状は、カーセンサーネットに掲載されている車両がＪＵジャナイトにも掲載されるサービ
スとなっており、ＪＵジャナイトに掲載された車両がカーセンサーネットに掲載されるわけ
ではありませんのでご注意ください。

(２)転載するための準備

●カーセンサーネットへの掲載をご確認ください
●ＪＵジャナイト会員でなければ転載されませんので、ＪＵジャナイト会員にお申し込み
ください（利用料は無料です）

上記２点が整っていれば自動的に在庫情報が転載されます。

※新規にカーセンサーに掲載された場合やＪＵに登録されている会社名と掲載店名が異なる
場合などは、システムの都合上、リアルタイムな転載ができないことがございます。
ご自身の在庫情報が現状どのように掲載されているのかをご確認いただき、正しく掲載さ
れていない場合は本部宛にご連絡ください。すぐに対応いたします。

－34－

【Ｂパターン カーセンサーネットからの転載】

(３)情報の更新

転載される在庫情報は毎日１回更新されます。
カーセンサーネットの情報が更新された翌日の午前中に、ＪＵジャナイトへの転載情報も更
新されるスケジュールとなります。
ＪＵジャナイト直接入力在庫との重複チェックは車台番号の突合せでおこなっております。
重複した場合は直接入力在庫を優先して掲載します。

(４)ユーザーからの問い合わせについて

カーセンサーからの転載情報であってもＪＵジャナイトオリジナルデザインで表現しており
ますが、ＪＵジャナイトページからユーザーが「問い合わせボタン」を押した後は、カーセ
ンサーネットの問い合わせ画面へ移動します。
販売店側では、お問い合わせ自体はカーセンサーから届いたように見えることになります。



(５)カーセンサーからの転載情報を加工する

カーセンサーネットからの転載情報を、ＪＵジャナイト用に加工することもできます。
写真の追加をしたり、ＪＵジャナイト用にコメントを付け加えたり、後述するプレミアムシ
ョップコーナーでの支払い総額表示なども可能になります。

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②在庫登録メニューの統合車輌情報「▼掲載在庫検索」をクリック

－35－

③検索画面が出てくるので、検索対象欄の「リクルート在庫情報のみ対象」を選んで検索を
クリック （加工したい在庫の車種が決まっていれば車種も選択）

７ 中古車在庫を登録しよう



④ カーセンサーから転載されている在庫車両が一覧で表示されるので、加工する在庫の「下
書き保存」ボタンをクリック

⑤在庫登録メニュー左側の「▼下書き在庫保存一覧」に保存されると同時に、ＪＵジャナイ
ト在庫登録画面に移るので、必要な情報を入力して「確認」→「公開」の順で進む

－36－

※ほとんどの情報はデータ移行されて
いるので入力済みとなっていますが、
いくつか入力が必要な項目もあります

※「下書き保存」を押すと下書き在庫
保存一覧に保存されるので、都度入力
するのではなく、先にすべてを下書き
保存して、後で下書き保存一覧をクリ
ックして一気に入力することも可能です

ACR30-0000000

ACR30-1234567

７ 中古車在庫を登録しよう



(１)概要

ＪＵの関連会社であるＪＣＭ社の販売管理システム（ＪＯＫＥＲ等）からＪＵジャナイトに
在庫情報を掲載できます。
ＪＵジャナイト用に在庫を入力する手間はありませんが、販売管理システムを利用するため
の費用は別途かかります。

(２)転載するための準備

●ＪＣＭ社製販売管理システム（ＪＯＫＥＲ等）に在庫車両をご登録ください
●ＪＵジャナイト会員でなければ転載されませんので、ＪＵジャナイト会員にお申し込み
ください（利用料は無料です）

上記２点が整っていれば自動的に在庫情報が転載されます。

※ＪＯＫＥＲ等では「定期点検整備実施状況」は任意入力の項目ですが、ＪＵジャナイト
では“必須項目”となっておりますので、記載がない場合は転載されません。記載項目
については確実な入力をお願いいたします。
これらの条件がそろっていても転載されていない場合はＪＣＭ営業窓口までお問い合わせください。

【Ｃパターン ＪＣＭ販売管理システムからの転載】

(３)情報の更新

転載される在庫情報は毎日１回更新されます。
ＪＣＭ販売管理システムの情報が更新された翌日の午前中に、ＪＵジャナイトへの転載情報
も更新されるスケジュールとなります。
ＪＵジャナイト直接入力在庫との重複チェックは車台番号の突合せでおこなっております。
重複した場合は直接入力在庫を優先して掲載します。

(４)ユーザーからの問い合わせについて

ユーザーの問い合わせはＪＵジャナイトフォームを通じて行われ、内容は販売管理システム
に登録されたメールアドレスに直接送付されます。
販売管理システムに登録されたメールをご確認いただき、ご返信ください。

－37－



(５)ＪＣＭ販売管理システムからの転載情報を加工する

ＪＣＭ販売管理システムからの転載情報を、ＪＵジャナイト用に加工することもできます。
写真の追加をしたり、ＪＵジャナイト用にコメントを付け加えたり、後述するプレミアムシ
ョップコーナーでの支払い総額表示なども可能になります。

①Ｍｙショップページの上部にある「 在庫登録」をクリック

②在庫登録メニューの統合車輌情報「▼掲載在庫検索」をクリック

－38－

③検索画面が出てくるので、検索対象欄の「ＪＣＭ在庫情報のみ対象」を選んで検索をクリ
ック （加工したい在庫の車種が決まっていれば車種も選択）

７ 中古車在庫を登録しよう



－39－

④ ＪＣＭ販売管理システムから転載されている在庫車両が一覧で表示されるので、加工する
在庫の「下書き保存」ボタンをクリック

⑤在庫登録メニュー左側の「▼下書き在庫保存一覧」に保存されると同時に、ＪＵジャナイ
ト在庫登録画面に移るので、必要な情報を入力して「確認」→「公開」の順で進む

※ほとんどの情報はデータ移行されて
いるので入力済みとなっていますが、
いくつか入力が必要な項目もあります

※「下書き保存」を押すと下書き在庫
保存一覧に保存されるので、都度入力
するのではなく、先にすべてを下書き
保存して、後で下書き保存一覧をクリ
ックして一気に入力することも可能です

BZ11-123456

BZ11-000000

７ 中古車在庫を登録しよう



８ 個人情報保護方針（プライバシーポリシー）を表示しよう

販売店情報ページに「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」を公表できます。
「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」とは、平成17年4月より施行された
個人情報保護法に対応するべく、お客様をはじめとした個人情報の保護に取り組む姿勢
を示すものです。

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

②「設定」の「▼個人情報保護方針」をクリック

③上部にある「（個人情報保護方針・JU既定文章）」をクリックすると、既定の文章が
表示されます。
問い合わせTELや会社名・代表社名には各社のものを表示できます。

－40－



④ 表の上部にある「表示区分」で
●「表示しない」場合は何もする必要はありません。
● 表示する場合で、ＪＵ既定文章を利用する場合は
「表示する(ＪＵ中販連既定文章使用)」にチェックをつけ、1～4を入力
● 表示する場合で、オリジナルの文書を利用する場合は
「表示する(自社オリジナル文章使用)」にチェックをつけ、1～5を入力

⑤更新をクリックすると確認メッセージが表示されるので、「ＯＫ」をクリックして
完了します

８ 個人情報保護方針（プライバシーポリシー）を表示しよう

－41－



９ イベント情報を登録しよう

自社で展開しているイベントやキャンペーン情報の登録ができます。
登録された情報はトップページの「イベント情報」に一覧が掲載され、詳細は「販売店情
報ページ」に掲載されます。

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

②「イベント情報一覧」の「▼登録・変更・削除」をクリック

③一覧表中、イベントを登録する店舗の「登録」をクリック

④「新規イベント登録」で必要項目を入力し、「確認」をクリック

－42－



⑤内容を確認して「登録」をクリック、完了したら一覧へ戻る

【イベント画像がある場合】

⑥イベント用画像がある場合は、一覧の右側にある「↑画像を追加↑」をクリック

⑦「画像ファイル」の「参照」をクリック、画像を選択する別ウィンドウが開きます
ご自身のパソコンの中で画像ファイル（jpegなど）の場所を選択し「開く」をクリック
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９ イベント情報を登録しよう



⑨ 完了のメッセージが表示されます。
「イベント情報一覧へ」をクリックすると登録された画像を確認できます

⑧ □の中にファイル名が表示されるので「画像の更新」をクリック
確認メッセージが出るので「ＯＫ」をクリック
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９ イベント情報を登録しよう



１０ ＷＥＢメール機能を利用しよう ※普段利用しているメールに転送しない場合

ＪＵジャナイトでは１２ページに紹介したとおり、「ログインID＋＠ju-janaito.com」とい
う個別のメールアドレスを会員の皆様に割り振っています。
「WEBメール」という機能を利用しており、ユーザーからの問い合わせやすべてのご連絡
をこのメールアドレスで受けることもできます。
● 各商工組合、本部からの連絡
● 販売店同士のメール送受信
●「販売店情報ページ」よりユーザーからの販売店への問い合わせ（＊１）
●「中古車在庫」に掲載した車に関するユーザーからの問い合わせ（＊２）

＊１：初期情報としてはこのアドレスが入力してありますが普段お使いのアドレスを直接入力できます

＊２：在庫１台１台に対して普段お使いのアドレスを直接入力できます

WEBメールへの問い合わせは、普段ご自身でご利用になっているメールへの転送ができま
すが、あらかじめWEBメールの設定を行う必要があります（１２ページ参照）。

ここでは普段利用されているメールに転送しない場合のWEBメール機能をご紹介します。

(１)メールを受信する

①Ｍｙショップページの上部にある「 Webメール」をクリック

②「新着メールの確認」をクリック、新着メールがある場合は受信箱にメールを受信
件名をクリックすると本文が表示されます
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(２)受信したメールに返信する

①（１）で受信した本文画面にある［返信］をクリック

②メール送信画面が表示されるので本文を入力
添付画像がある場合は、「添付」欄の「追加する」をクリックして選択
最下部の「送信する」をクリックして送信が完了します

画像等を添付する場合は
ここをクリックして選択

(３)新規にメールを作成する

①Webメール画面上部にある［メールの作成］をクリック
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１０ ＷＥＢメール機能を利用しよう



②「To」欄に相手先アドレスを入力、続いて「件名」「本文」欄を入力して「送信する」
をクリックして送信が完了します

(４)会員同士で利用する

メールアドレスがわからないＪＵ会員へもメールを送信することができます。
また、送信したいＪＵ会員を選択することにより、複数の会員に同報メールを送信すること
も可能です。

①Ｍｙショップページの上部にある「 会員検索」をクリック

②会員を調べる場合は「会員検索」、所属商工組合の会員を表示する場合は「会員一覧」
をクリック（ここでは所属商工組合の会員を調べます）
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１０ ＷＥＢメール機能を利用しよう



③一覧が表示されるので、１件だけ選んでメールを送信する場合は「MAIL」をクリック
複数に送信する場合は送信したい会員の「MAIL」の横にある「チェックボックス」に
チェックをして、「チェックした販売店へ一括送信」をクリック

１件だけのときは
ここをクリック

複数の相手に送信する場合は
□の中にチェックを入れて
ここをクリック

④「To」欄に相手先アドレスが入力された状態でメール送信画面が表示されます
「件名」「本文」欄を入力して「送信する」をクリックして送信が完了します
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１０ ＷＥＢメール機能を利用しよう



１１ プレミアムショップへの登録と利用

「プレミアムショップ」コーナーは、徹底した消費者視点に立ち、販売時に
おいて透明度が高い情報提供手法を採用し、ＪＵの[安心と信頼]のトップ
ランナーとなることを目的として展開しております。
本コーナーは「支払い総額表示」と「最低保証基準」を掲載条件として、
ＪＵジャナイト会員であれば誰でも参加できるものとしております。

※ただし、外部有識者（現在候補選定中）と小売振興ワーキンググループ３役（座長、副座長、委員長）に
よって構成する「ＪＵジャナイト審査会」を設置して、掲載内容等チェックを継続的に行い、掲載ルール
を逸脱している事例があれば掲載停止などの処置を行うことができることとしております。

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

②「設定」の「▼プレミアムショップ登録・解除」をクリック

③掲載規約をよくお読みいただき、「同意する」をクリック
再度同意を求めるウィンドウが開くので「はい」をクリックして完了します
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(１)プレミアムショップに登録する

登録を解除する場合も
同様の手順となります



(２)プレミアムショップとして利用する

プレミアムショップの登録が完了したら、在庫車両の「支払い総額」の登録をお願いします。
プレミアムショップへの登録が完了すると、在庫登録画面の項目の中に、「総額」欄が現れ
ますので、ここから支払い総額情報を入力してください。

※プレミアムショップに登録しただけでは「プレミアムショップ一覧」に店舗は掲載されま
せん。支払い総額が表示された在庫車両を登録いただいて初めてプレミアムショップ一覧
に店舗が掲載されます。（お持ちの在庫すべてを登録する必要はありません）

①１９ページにある在庫掲載方法に従って在庫登録をします（プレミアムショップの支払い
総額はＪＵジャナイト直接入力在庫のみの表示となりますので、カーセンサーからの転載
情報を登録する場合は３５ページ、ＪＣＭ販売管理システムからの転載情報を登録する場
合は３８ページをご参照の上、登録をお願いします）
プレミアムショップに登録すると「総額登録画面表示」ボタンが出てきますのでボタンを
クリックして支払い総額の『明細』を登録します
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②支払い総額の登録方法は別途説明書をご用意しております
MyショップページTOPの「NEWS ＜JU本部＞」内にある「ＪＵジャナイトプレミアムショ
ップコーナー」のリンクをクリックして、添付ファイル「支払い総額表示システム概要説
明書」をご覧ください （最低限の「統一保証基準」の内容もこちらで確認できます）

１１ プレミアムショップへの登録と利用



③プレミアムショップとして支払い総額を表示いただくと、在庫検索結果一覧では上位に表
示され、在庫詳細画面からは支払い総額明細書が１クリックで表示されるようになります
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上位掲出

１１ プレミアムショップへの登録と利用



１２ 携帯サイト 『ＪＵジャナイトモバイル』

若年層やクルマに詳しくないユーザーに特化した在庫検索として「価格をキーに、身近な
クルマをGPSで探す！」をメインに、安心・カンタン中古車検索を展開しています。他に
もマンガで見るクルマカタログやオリジナルデコメ、オリジナル待ち受け画像ダウンロー
ドなど、携帯で楽しむコンテンツが満載です！
NTTドコモ、au、Softbankの公式サイトとしても登録されています。

①「ユーザーから問い合わせがあった旨」のメールが届いたら、Ｍｙショップページの上部
にある「 Myショップ登録」をクリック
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(１)問い合わせメール対応 ：直接入力、ＪＣＭシステム転載の場合

←アクセス用ＱＲコード

http://www.ju-janaito.com/m/

携帯ユーザーからの問い合わせメールについては、ＰＣからのメール受信を拒否設定してい
るケースが多いことから、「Myショップページ」を通じたやりとりとしております。
ユーザーからの問い合わせメールはＪＵジャナイトのMyショップページに届きます。同時に、
在庫入力時に登録いただいた担当者メールアドレスに「ユーザーから問い合わせがあった旨」
をお知らせします。
ＪＣＭシステムを利用されている場合も基本的には同様ですが「ユーザーから問い合わせが
あった旨」はＪＣＭシステムへの登録時に設定されたメールアドレス宛にお知らせします。

在庫情報や販売店情報は、ＰＣ版ＪＵジャナイトの内容がそのまま掲載されていますので、
ＰＣ版ＪＵジャナイトに多くの情報を掲載してください！

docomo iメニュー メニューリスト 【趣味/スポーツ】クルマ/バイク クルマ/バイク情報

au au oneトップ カテゴリ 趣味/娯楽 スポーツ・レジャー クルマ・バイク

SofttBank Yahoo! メニューリスト 趣味・レジャー クルマ・バイク



③ユーザーからの問い合わせが一覧になって表示されるので表中の「返信」をクリック
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●●● ●●●

④問い合わせ内容をご確認、返信内容を入力いただき、「送信」をクリック

●●●●●●●

●●●

お問い合わせありがとうございます。
担当させていただきます●●と申します。
よろしくお願い申し上げます。
キャロルミレディは本日現在在庫しております。
お支払い総額は・・・・・

●●● ●●●

※さらにユーザーから返信があった場合も、基本的にはこの操作の繰り返しとなります。

②「設定」の「▼メール設定（モバイル用）」をクリック

１２ 携帯サイト 『ＪＵジャナイトモバイル』



(３)問い合わせメール対応 ：在庫に関連しない販売店への問い合わせ

在庫情報画面を見たユーザーがその画面からすぐに問い合わせをせず、いったん販売店店舗
情報を見てから問い合わせをしたり、店舗へのアクセス方法などを質問する、というケース
があります。このケースでは在庫情報画面からの「在庫問い合わせ」ではなく「販売店その
ものへの問い合わせ」となります。

在庫情報画面から問い合わせがあった際、在庫登録時に入力した担当者メールアドレスに
「ユーザーから問い合わせがあった旨」が送信される「在庫問い合わせ」に対し、「販売店
そのものへの問い合わせ」とは、Myショップページの店舗情報登録メニュー（５ページ）で
「販売店情報登録フォーム」に登録したメールアドレス、またはWebメール機能を利用した
メールアドレス（000-0000@ju-janaito.com →普段ご利用のメールソフトに転送可能）に「
ユーザーから問い合わせがあった旨」が送信されます。
問い合わせメールが届いた場合は、本項（１）（５２ページ）と同様の手順で返信してくだ
さい。
販売店宛てメール問い合わせにも対応いただけるよう、在庫情報だけでなく、販売店店舗情
報への詳細な情報入力をお願いいたします（５ページ）。

(４)問い合わせメール対応 ：地元ＷＥＢサイトからの転載の場合

※ＪＵ新潟・ＪＵ茨城・ＪＵ山梨・ＪＵ岐阜で地元密着中古車サイトから情報が転載されて
いるケースとなります

現状では、ユーザーは在庫詳細画面からその在庫に対してメールで問い合わせをすることが
できません。このケースでは販売店店舗情報画面へ移動して販売店宛てにメール問い合わせ
をするか、電話での問い合わせとなります。
メールの場合は上記（３）の「販売店そのものへの問い合わせ」と同様となりますので、問
い合わせメールが届いた場合は、上記（３）と同様の手順で返信してください。

(２)問い合わせメール対応 ：カーセンサーネット転載の場合

ユーザーが在庫車両画面で問い合わせボタンをクリックした後は、カーセンサーネット携帯
版の問い合わせ画面に移り、ユーザーはカーセンサーネットの問い合わせシステムを利用し
て問い合わせをします。
普段利用されているカーセンサーネットの管理ページにてユーザーからの問い合わせ内容を
ご確認ください。
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１２ 携帯サイト 『ＪＵジャナイトモバイル』



１３ パスワードの変更について

３ページで配布された「ログインパスワード」は、ご自身で覚えやすいものに変更するこ
とができます。
変更してご利用いただくことで、より安全に利用することができます。

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

②「設定」の「▼パスワード変更」をクリック

③新しいパスワードを入力し、「更新」をクリックして完了します
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１４ 操作がわからないときは

ＪＵジャナイトをご利用いただく中で、操作がわからなくなってしまった場合は、まず
Ｑ＆Ａをご覧ください。

①Ｍｙショップページの上部にある「 Myショップ登録」をクリック

②「よくある質問」が表示されるので、知りたい内容をクリックすると回答が表示されます

(１)Ｑ＆Ａを見る

(２)問い合わせ先

Ｑ＆Ａにも知りたいことが掲載されていない場合は下記までお問い合わせください

メール： honbu@ju-janaito.com
ＴＥＬ： 03-5333-5882（ＪＵジャナイト担当）

(２)問い合わせ先
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