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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/

－1－

中販モータース



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）
お客様向けにはスマートフォン用ページを用意してありますが、管理ページではパソコンを
推奨しております。

(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）
初期パスワード → ＊＊＊＊＊＊＊＊（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】

－2－

在庫入力システムC-MATCHのIDも別途発番致します。
現在カーセンサーnetをご利用の方はIDをそのままご利用いただけます。

カーセンサー

C-MATCH

IDパスワード



３ すべての登録・変更はここから！ ＪＵポータル

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

②配布されたＩＤ、
パスワードを入力する
（前ページ参照）
「ログイン」

③ログインできました
ＪＵポータル
トップページが表示されます

－3－

①左記URLにアクセス



JU本部・商組からのお知らせが更新されます
ログインする度に確認をお願いします

－4－

※メインメニューの数
は各会員によって異な
ります

各種関連リンクがあります

便利な情報を載せています

ＪＵポータルがすべてのページの基本となります
各画面について説明します

３ ＪＵポータル



４ ＪＵポータルでやっていただくこと

－5－

中販モータース ビッグ店

東京都公安委員会 12345

当社は中古自動車の公正表示に取り組んでおります。
すべてのクルマが総額表示となっています。

安心安全な中古車は中販モータスまでご相談ください！
中古自動車販売士在籍中！

キレイな展示場です

（株）中販モータース

9：00～19：30

東京都渋谷区○丁目

月曜日

03-0000-0000

中販 太郎 中古車 次郎

JUジャナイトには自社のページが用意されています。
このページに表示する内容の入力をお願いします。
多くの情報を入力してお客様にアピールしましょう。

(5)

ホームページ
リンク P.27

(3)

ショップ情報
入力 P.10

(1)(2)

在庫情報入力
P.6

(6)

イベント情報
P.29

(4)

中古自動車販
売士 P.23



① Ｃ－ＭＡＴＣＨを利用
して在庫情報を管理します

(１)在庫情報を入力しよう C-MATCH利用

②あらかじめ配布された
ログインＩＤ、パスワー
ドを入力してログインし
ましょう

－6－

※Ｃ－ＭＡＴＣＨ利用約款に同意の上、ログインしてください。
ログインＩＤ、パスワードが不明な場合はサポートセンター（0120-757-839）
またはカーセンサー担当営業までお問い合わせください

ログインIDが発番がされていない場合は１ヶ月ほどお時間をいただきます。

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（１） 在庫情報 C-MATCH



③ログインできました

－7－

※Ｃ－ＭＡＴＣＨ利用に関してご不明な点は
マニュアル https://c-match.carsensor.net/clp/mp/help/manual.html

カーセンサーお客様サポートセンター（0120-757-839）
担当営業までお問い合わせください。

JU中販連 お知らせには
JUジャナイトに関する
お知らせが表示されます。
ログインの際にはチェック
をお願いします

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（１） 在庫情報 C-MATCH



「全自動車物件掲載申請書兼誓約書」を提出することにより、カーセンサー
掲載に関わらずC-MATCHに登録されている物件をすべてJUジャナイトに掲
載することができます。

非現車を掲載している場合、自動車公正競争規約違反と
なり、公正取引協議会より措置が取られる可能性があり
ます
C-MATCHにて在庫状況を「なし」にするか、在庫自体を削除することを徹底し
てください

お申込みいただくことでカーセンサー掲載・非掲
載に関わらず、在庫状況が「あり」の場合はすべ
てJUジャナイトへ掲載されます。

※全自動車物件掲載申請書兼誓約書は各都道府県商工組合にございます。

お申込みのない場合、
カーセンサー契約のある方は、カーセンサー掲載物件のみJUジャナイトへ掲載されます
カーセンサー契約のない方は、在庫情報「あり」の全物件がJUジャナイトへ掲載されます

＜ご注意！＞
入力した在庫のJUジャナイトの掲載ルールについて

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（１） 在庫情報 C-MATCH

－8－



(２)在庫情報を入力しよう C-MATCH以外の方法

－9－

JUジャナイトと提携をしている「くるまる」「カータウン.jp」「Goo-net」
「Mjnet」の在庫を自社のページで表示することができます。

JUジャナイト検索結果

提携先車両詳細画面へ遷移

C-MATCH入力以外の物件はリンク方式となり、検索結果まではJUジャナイ
トの画面で表示されますが、詳細ページ以降は提携先サイトに移行します。

※C-MATCH以外のサイトからの引用をご希望される場合は各運営会社の営業担当まで
お問い合わせください。申込方法等をご案内させていただきます。

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（２） 在庫情報 その他

クリック



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

－10－

①JUポータルトップページ
に戻って「Myショップ
ページ」のアイコンを
クリック

②「ショップ情報管理」の
「登録・変更・削除」を
クリック

③「ショップ情報管理」の
「変更」をクリック

(３)ショップ情報の入力

①JUジャナイトに店舗を登録しよう



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

－11－

③右側の項目を埋めます。
お客様にアピールできる
ようにたくさんの情報を
入力しましょう

⑤入力が終了したら
「変更内容を保存」

④自社の店舗の特徴を入
力しましょう

①JUジャナイトに店舗を登録しよう（新規登録）



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

※入力注意事項

－12－

～

入力された住所から
地図を表示します
微調整が可能です

地図情報

店舗特徴

店舗情報のトップ
ページに対応してい
ます



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

－13－

店舗情報はC-MATCHに入力されたデータとMyショップページから入力された
データから選択することができます。

①「ショップ情報管理」の
「登録・変更・削除」を
クリック

②「ショップ情報管理」の
「変更」をクリック

②JUジャナイトに表示する店舗情報を選択しよう



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

－14－

③左側にC-MATCH情報
右側にジャナイト登録状
況が表示されております
店舗情報をどちらから
引用するか選択してくだ
さい

④選択したら「変更内容
を保存」

②JUジャナイトに表示する店舗情報を選択しよう

C-MATCHで情

報が入力され
ていればその
情報がここに
転載されます

C-MATCHに情

報が入力され
ているにもか
かわらず反映
されていない
場合はP.20の

よくある質問
をご参照くだ
さい



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

店舗画像の登録
（C-MATCHの情報を利用されている場合は登録不要です）

－15－

①「ショップ情報管理」の
「店舗画像」
「店舗紹介画像」
をクリック

②店舗メイン画像を選択し、
「画像の更新」を
クリック

③店舗紹介画像を選択し、
「画像の更新」を
クリック

④店舗紹介画像には
画像にコメントを登録する
ことができます
「画像コメント」を入力し、
「コメント登録」を
クリック

店舗紹介画像は６枚まで登録することができます
なるべく多く登録してお店の雰囲気を伝えましょう

②JUジャナイトに表示する店舗情報を選択しよう



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

複数店舗で営業を行っている場合は店舗数を
増やすことができます。

－16－

①「ショップ情報管理」の
「登録・変更・削除」を
クリック

②「ショップ情報管理」の
「支店・営業所追加登録
はこちら」をクリック

～
③店舗情報を記入し、
「登録」をクリック

③営業店を追加したいとき



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

④営業店情報を変更したいとき

－17－

①「ショップ情報管理」の
「登録・変更・削除」を
クリック

②情報を変更したい店舗
の「変更」をクリック

④変更が必要な部分を修
正して
「登録内容を保存」

③P.14と同様に
C-MATCH情報か、
ジャナイト情報を選択
します



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

⑤営業店を削除したいとき

－18－

①「ショップ情報管理」の
「登録・変更・削除」を
クリック

②削除したい店舗の削除を
クリック

③確認画面がでたら
「OK」をクリック

※一度削除したら店舗を復
活させることはできません
。再度情報を入力していた
だくことになります。



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

⑤営業店を削除したいとき

－19－

店舗一覧で最上位にきてい
る店舗（ショップIDが7桁）
は削除することはできませ
ん

営業店が削除できない場合

１．その店舗が母店（初期店舗）である場合

この店舗を表示したくない
場合はショップ情報変更か
らジャナイトへの店舗掲載
可否を「掲載しない」に変
更してください

２．その店舗がC-MATCHと連携している場合

このような表示がでている
場合も削除をすることがで
きません

削除を希望する場合は、
御社名、削除希望店名、住所、電話番号、わかる場合はショップIDを明記の上、
honbu@ju-janaito.com宛てに、「件名：C-MATCH連携解除」として、メールをお
送りください。

設定が完了し次第、メールにてご連絡差し上げます。

日本中古自動車販売協会連合会
(ショップID:0000000)



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

※カーセンサー掲載しているが、情報が反映されていない
または違う店舗の情報になっている場合

－20－

C-MATCH情報を反映させるにはJUジャナイト本部の設定が
必要です。次ページ以降参照。

＜よくある質問＞



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力※カーセンサー掲載しているけど、情報が反映されていない

違う店舗の情報になっている

－21－

①C-MATCHにログイン
します

②上部メニューより
「設定」をクリック

③「会社情報確認」を
クリック

④お客様コードをメモ
（6桁-3桁）



４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（３） ショップ情報入力

－22－

⑤「ショップ情報管理」の
「登録・変更・削除」を
クリック

⑥ショップIDをメモ
（7桁又は13桁）

④、⑥のコード、IDが判明したら
御社名、住所、電話番号、④お客様コード、⑥ショップIDを明記の上、
honbu@ju-janaito.com宛てに、「件名：C-MATCH連携」として、メー
ルをお送りください。
設定が完了し次第、メールにてご連絡差し上げます。

※カーセンサー掲載しているけど、情報が反映されていない
違う店舗の情報になっている



(４)販売士PR情報の入力

JUジャナイトでは中古自動車販売士のページも用意してあります。
販売士の方はお一人お一人PR情報を入力することができます。
PR情報には：経歴・趣味・好きな車・モットー・ブログやFacebook等の
アドレスなどの項目があります。
さらなる安心・信頼のためになるべく多くの情報を記入するようにしましょう

① 販売士情報管理を
クリックすると販売士の
一覧が表示されます

①PR情報の入力

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（４） 販売士PR情報の入力

中販モータース
000-0000-0000

2000年0月0日
2000年0月0日
JU中販連

中販 太郎

－23－



－24－

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（４） 販売士PR情報の入力

②PR情報を初めて登録
するときは新規登録を
クリック

③内容文例を参考にして
項目を埋めましょう

④すべての項目を記入
したら「新規登録」を
クリック

①PR情報の入力



－25－

①PR情報を変更するには
するときは「変更」を
クリック

②変更したい情報を
書き換えましょう

③すべての項目を記入
したら「更新」を
クリック

②PR情報の変更

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（４） 販売士PR情報の入力



－26－

①PR情報を削除するには
するときは「削除」を
クリック

②記入してある内容が
すべて消去されます。
それでも良い場合は
「削除」をクリック

※１度削除した文章は復
活させることはできませ
ん。
再度入力していただくこ
とになります。

③PR情報の削除

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（４） 販売士PR情報の入力



自社のホームページへは「販売店情報ページ」からリンクします。
複数店舗をお持ちの場合は各店舗ごとに設定することが可能です。
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。

(５)ホームページの登録・申請

① トップページもしくは
サイドバーにある

「ホームページリンク」
「登録・照会」をクリック

②新規で登録する場合は
「URL登録」をクリック

③リンクしたい自社ホーム
ページURLを入力して、

「URLの編集を保存」を
クリック

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（５）ホームページの登録・申請

－27－



－28－

④入力したURLが正しいか
確認したら

「JU本部へ申請」
をクリック

⑤確認画面が出たら再度
URLを確認して「OK」
をクリック

⑥申請が完了しました

JU本部にて自動車公正競争規約等に違反していないか審査をいたします。
審査には最大１週間程度要する場合もあります。不当表示と判断される場合は不許可とし、当
該箇所を修正の上再度申請いただくことになります。
※数週間経っても「申請中」から変化がない場合は

honbu@ju-janaito.comへ会社名と電話番号、申請日をご記入の上メールをお送りください

⑦「許可」になれば販売店
ページにリンクが貼られま
す

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（５）ホームページの登録・申請



－29－

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（６） イベント情報の登録

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。
詳細は「販売店情報ページ」に掲載されます。

(６)イベント情報の登録

イベント情報は店舗情報の
下部に表示されます。
写真も掲載することが可能
なのでイベントの雰囲気が
わかるような1枚を載せて
みましょう



－30－

①「ショップ情報管理」内
イベント情報一覧のメニュ
ー「登録・変更・削除」を
クリック

②店舗名が表示されます。
イベントを開催する店舗の
「登録」ボタンをクリック

※複数店舗存在するときは
それぞれの店舗に別のイベ
ント情報を登録することが
できます

③イベントの詳細を入力し
「登録」をクリック

※イベント実施状況で「実
施する」になっていてもイ
ベント開始日にならないと
公開されません。
（「実施する」になってい
てもイベント終了翌日に自
動的に非公開になります）

①イベント情報を登録しよう

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（６） イベント情報の登録



－31－

④引き続きイベント画像を
登録してみましょう
一覧に戻るをクリック

⑤作成したイベントが出て
きました。
イベント画像「登録・変更
・削除」をクリック

⑥アップロードするファイ
ルを選択して「画像の更新
」をクリック

⑦画像が更新されました

４ ＪＵポータルでやっていただくこと
（６） イベント情報の登録



－32－

５ バナーでアピールしよう
（１）中古自動車販売士バナー

中古自動車販売士在籍店として登録されると
「中古自動車販売士のいるお店です。」のバナーを利用して、
自社ホームページにて中古自動車販売士のＰＲを行うことができます。
リンク用画像を使用される場合は「リンク用画像利用規約」をお守りください。

①ヘッダーメニューから
「販売士情報管理」を
クリック

②ヘッダーメニューから
「バナー一覧」を
クリック

③リンク用画像利用規約に
同意の上ご利用ください

(１)中古自動車販売士バナー

５ バナーでアピールしよう



－33－

JU適正販売店として認定されるとJU適正販売店バナーが利用できます。
JU適正販売店に認定されるとロゴデータをご利用になれます。
Webサイトや名刺、チラシ等でのPRにぜひご利用下さい。

①ヘッダーメニューから
「適正販売店」を
クリック

②商標・ロゴデータ使用ガ
イドラインに同意し、デー
タを使用する場合は「同意
する」をクリック

５ バナーでアピールしよう
（２）ＪＵ適正販売店バナー

（２）ＪＵ適正販売店バナー

③ガイドラインに従ってダ
ウンロードの上お使いくだ
さい。



６ メールの設定をしよう

－34－

ＪＵジャナイトでは、会員の皆様へメールでご連絡する場合があります。
その際連絡の取れるメールアドレスを登録しましょう。

※ＪＵと会員の皆様とのやり取りのみ使用し、目的外使用はいたしません。

① トップページもしくは
サイドバーにある

「代表メールアドレス登録」
をクリック

②メールアドレスを記入し
「編集を保存」

１０分程度で設定が完了します。
登録完了メールが届くまでしばしお待ち下さい。

※数日経ってもメールが届かない場合は登録のメールアドレスを再度御確認ください。
登録状況が登録処理中である場合は honbu@ju-janaito.comへ会社名と電話番号をご記入

の上メールをお送りください

(１)代表メールアドレス登録



７ URL割当通知書

古物商URL届出一覧を掲載する理由

許可を受けた古物商がホームページ等を利用して古物取引を行う
場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっていま
す（古物営業法第5条第1項、同法第7条第1項）。

JUジャナイトでは届出をする際に必要な主だった情報を生成する
ことができます。

－35－

①「ショップ情報管理」内
「URL割当通知書」
をクリック

②URL割当通知書が表示さ
れます。
URL届出については各公安
委員会へお尋ねください。

(１)ＵＲＬ割当通知書



８ パスワードの変更

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。

－36－

①ＪＵポータルの上部
「パスワード変更」を
クリック

②新しいパスワードを２度
入力し、変更をクリック

③ 確認画面がでるので
ＯＫをクリック

④「パスワードを変更しま
した」とでれば完了です

(１)パスワードの変更


