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１．ネット認証について 
 

１-１ ネット認証とは 
ソフトウェアを起動するためにはライセンスが必要です。 

HOUSE-ST1 では、｢ネット認証｣にてライセンスの確認を行います(他のライセンス認証方法として

ネットワーク版、kozoStation 版があります)。 

｢ネット認証｣とは、インターネット回線を利用したライセンス確認のことで、従来のハードプロテクト

の装着の必要がないため、紛失・故障の心配がありません。 

下図のように、ライセンス(図では鍵のイメージ)は｢ライセンス管理サーバー｣に保存されています。 

必要な時にインターネットを介して｢k-NetLicense｣ツールによりライセンスの取得・返却を行います。 
 

《例》プログラムを３本購入し、２本を使用する場合 

｢ライセンス管理サーバー｣にはライセンスが１つ残りますので、他のいずれかのパソコンで使用する

ことができます。 

 

ライセンスを取得したパソコンでは、最長 90日間はオフライン状態でもHOUSE-ST1を使用できます。 

※90日間を過ぎた場合は、インターネットに接続し、ライセンスの再取得が必要です。 
 

また、OS の再インストールや別のパソコンで HOUSE-ST1 を使用する場合は、インターネットに接続し、

ライセンスの返却を行います。 

 

｢ネット認証｣では、次のようなメリットがあります。 

・ソフトウェアは複数のパソコンにインストールできます(ただし、使用は所有するライセンス数まで）。 

・ライセンス管理ページで購入ソフトウェアの一覧を確認できます。 

 

 
ネット認証が正常に行えない場合や、ご不明な点などございましたら、「ユーザーサポート係」までお問い合わせくだ

さい。 

【ユーザーサポート係】 

サポート時間 9：30～12：00、13：00～17：00(土・日・祝日および弊社休業日を除く) 

FAX（03）5978-6780 

E-Mail bus-support＠kozo.co.jp 
 

ネット認証に関する Q&A を構造システムのオンラインサポートセンターにて公開しております。 

オンラインサポートセンター http://support.kozo.co.jp/support/ 
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１-２ ライセンス管理ページへの登録 
｢ネット認証｣を使用するには、購入した製品のシリアル番号のライセンス管理ページへの登録と

k-NetLicense で使用する｢k-NetLicense 接続キー｣の取得が必要です。 

ライセンス管理ページは、所有するライセンスを一元管理するためのインターネット上のページで、利

用するためにはライセンス管理 ID が必要です。 

 

手順１：k-NetLicense を起動する 

ライセンスが未取得の状態で HOUSE-ST1 を起動すると、次のメッセージダイアログが表示さ

れます。［はい］ボタンをクリックし、k-NetLicense を起動します。 

 

手順２：メッセージダイアログが表示される 

[ライセンス管理ページを開く]ボタンをクリックします。 

 

次の項目に該当する場合はライセンス管理ページでの作業が必要です。 

・ライセンス管理 ID が未作成 

・ライセンス管理ページにシリアル番号が未登録 

・k-NetLicense 接続キーが未取得 

 

手順３：ライセンス管理ページのログイン画面が表示される 

｢ライセンス管理 ID｣、｢パスワード｣を入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。 

※ライセンス管理 ID が未登録の場合は、[新規ライセンス管理 ID登録]ボタンをクリックし、登録を行います

(｢●ライセンス管理 IDが未登録の場合｣を参照)。 

ライセンス管理ＩＤとパスワード 

を入力する 
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手順４：ライセンス管理ページが表示される 

ライセンス管理ページが表示されます。 

[アカウント管理▼]をクリックし、[ライセンス(シリアル)の追加]をクリックします。 

 
[登録情報の詳細] ：登録した情報を表示します。登録した情報を確認・変更することができ

ます。 

※[登録情報の変更]、[メールアドレスの変更]、[パスワードの変更]をクリックすると、個別に確認・変更

することができます。 

[接続キー一覧] ：発行された k-NetLicense 接続キーの確認または追加・削除する場合に表示

します。 

 

シリアル番号を入力し、[シリアル番号の確認]ボタンをクリックします。ライセンス(シリアル)

一覧が表示され、登録したシリアル番号が表示されます。 

※シリアル番号は、添付されている｢ユーザー登録書｣に記載されています。 
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●ライセンス管理 IDが未登録の場合 

[新規ライセンス管理 ID登録]ボタンをクリックします。 

 

[ライセンス管理 ID 登録の手順]にしたがいライセンス管理 ID の登録を行います。 

 

クリックすると、新規ライセンス管理 ID 登録

画面が表示される 
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登録後、[登録を完了する]ボタンをクリックと、｢k-NetLicense接続キー｣(32文字)が発行されます。 
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１-３ ライセンスの取得 
インターネットに接続し、アプリケーションを使用するためのライセンスを取得します。 

一度取得したライセンスは 90日間保持され、ライセンスを保持している期間はインターネットに接続し

ていない状態でもアプリケーションを使用できます。 

k-NetLicense によりいつでもライセンスを返却することができます。 

※90日間を過ぎた場合は、インターネットに接続し、ライセンスの再取得が必要です。 

 

手順１：k-NetLicense を起動する 

ライセンスが未取得の状態で HOUSE-ST1 を起動すると、メッセージダイアログが表示されます。

［はい］ボタンをクリックし、k-NetLicense を起動します。 

 

手順２：メッセージダイアログが表示される 

[閉じる]ボタンをクリックします。 

※｢次回から表示しない｣を  しておくと次回起動時にメッセージの表示を省略することができます。 

 

手順３：k-NetLicense の起動画面が表示される 

ライセンス管理ページで発行された｢k-NetLicense 接続キー｣(32 文字)を入力し、[ライセンスの

取得・返却]ボタンをクリックします。 

※｢k-NetLicense 接続キーを保存する｣を  しておくと次回の接続キー入力を省略することができます。 

｢k-NetLicense接続キー｣は、ライセンス管理ページの[接続キー一覧]で確認することができます。 
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※インターネットが接続されていない場合は、メッセージダイアログが表示され、ライセンスの取得・返却す

ることができません。［ＯＫ］ボタンをクリックし、終了します。 

 

手順４：ライセンスの取得・返却ダイアログが表示される 

[使用可能ライセンス]に｢使用可能ライセンス/総ライセンス｣が表示されます。 

ライセンス一覧表示から HOUSE-ST1 の[取得・返却]のチェックボックスを し、[ライセンス

の取得・返却]ボタンをクリックします。 

※▼ボタンをクリックすると、ライセンス一覧に表示されるすべてのライセンスを取得または返却すること

ができます。 

 

手順５：取得・返却ライセンスの確認ダイアログが表示される 

取得するライセンスの一覧が表示されます。 

製品名、シリアル番号などを確認し、[実行する]ボタンをクリックします。 

 

※取得・返却するライセンスの状態に変更がない場合は次のように表示されます。 
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手順６：ライセンスの取得・返却ダイアログが表示される 

ライセンス一覧表示の[ライセンス保持期間]に有効な期限と日数が表示されます。取得を確認

し、[閉じる]ボタンをクリックします。 

 
[履歴]：取得・返却履歴ダイアログを表示し、取得・返却を行ったライセンスの履歴を確認で

きます。 

[最新] ：ライセンス一覧の表示内容を最新の状態に更新します。 

[詳細] ：ライセンスの状態をより詳しく一覧に表示します。複数のライセンスを所有している 

(簡易) 場合、各ライセンスの利用状況を表示できます。[簡易]をクリックすると、簡易表示に

切り替わります。 

 

手順７：ライセンスの取得を終了する 

k-NetLicense の起動画面に戻ります。 

[終了]ボタンをクリックすると、HOUSE-ST1 が起動します。 
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１-４ ライセンスの更新 
ライセンス保持の終了が近づき、取得済みのライセンスに変更がなくライセンスをそのまま延長する

場合は、ライセンスの更新を行うことができます。 

※詳細については、「１-３ ライセンスの取得」を参照してください。 

 

手順１：k-NetLicense を起動する 

HOUSE-ST1 を起動し、[ヘルプ]メニューから[k-NetLicenseの起動] を実行します。 

※ (スタート )ボタンをクリックして、 [すべてのプログラム ]→ [HOUSE-ST1 Ver.6]→[ツール ]→

[HOUSE-ST1 Ver.6 k-NetLicense]を選択して起動することもできます。 
 

手順２：メッセージダイアログが表示される 

[閉じる]ボタンをクリックします。 

※｢次回から表示しない｣を  しておくと次回起動時にメッセージの表示を省略することができます。 

 

手順３：k-NetLicense の起動画面が表示される 

ライセンス管理ページで発行された｢k-NetLicense 接続キー｣(32 文字)を入力し、[ライセンスの

取得・返却]ボタンをクリックします。 

※｢k-NetLicense 接続キー｣は、ライセンス管理ページの[接続キー一覧]で確認することができます。 

 

手順４：ライセンスの取得・返却ダイアログが表示される 

[ライセンス保持期間の更新]ボタンをクリックします。 
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手順５：取得・返却ライセンスの確認ダイアログが表示される 

取得・返却ライセンスの一覧が表示されます。 

製品名、シリアル番号などを確認し、[実行する]ボタンをクリックします。 

 

手順６：ライセンスの取得・返却ダイアログが表示される 

ライセンス一覧表示の[ライセンス保持期間]が 90日更新されたことを確認し、[閉じる]ボタンを

クリックします。 

 

手順７：ライセンスの更新を終了する 

k-NetLicense の起動画面に戻ります。 

[終了]ボタンをクリックします。 

 



11 

 

１-５ ライセンスの返却 
OS の再インストールや別のパソコンで HOUSE-ST1 を使用する場合は、インターネットに接続し、

ライセンスの返却を行います。 

別のパソコンで HOUSE-ST1 を使用する場合に、HOUSE-ST1 のアンインストールは不要です。 

ライセンスの返却を行えば、別のパソコンへ HOUSE-ST1 をインストールして、ライセンス認証を行う

ことができます。 

※詳細については、「１-３ ライセンスの取得」を参照してください。 

 

手順１：k-NetLicense を起動する 

HOUSE-ST1 を起動し、[ヘルプ]メニューから[k-NetLicenseの起動] を実行します。 

※ (スタート)ボタンをクリックして、[すべてのプログラム]→[HOUSE-ST1 Ver.6]→[ツール]→

[HOUSE-ST1 Ver.6 k-NetLicense]を選択して起動することもできます。 
 

手順２：メッセージダイアログが表示される 

[閉じる]ボタンをクリックします。 

※｢次回から表示しない｣を  しておくと次回起動時にメッセージの表示を省略することができます。 

 

手順３：k-NetLicense の起動画面が表示される 

ライセンス管理ページで発行された｢k-NetLicense 接続キー｣(32 文字)を入力し、[ライセンスの

取得・返却]ボタンをクリックします。 

※｢k-NetLicense 接続キー｣は、ライセンス管理ページの[接続キー一覧]で確認することができます。 
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手順４：ライセンスの取得・返却ダイアログが表示される 

ライセンス一覧表示から HOUSE-ST1 の[取得・返却]のチェックボックスをクリックして 

をはずし、[ライセンスの取得・返却]ボタンをクリックします。 

 

手順５：取得・返却ライセンスの確認ダイアログが表示される 

取得・返却ライセンスの一覧が表示されます。 

製品名、シリアル番号などを確認し、[実行する]ボタンをクリックします。 

 

手順６：ライセンスの取得・返却ダイアログが表示される 

ライセンス一覧表示の[使用可能ライセンス]が１つ増えて、[ライセンス保持期間]の表示が

｢－｣となります。 

返却を確認し、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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手順７：ライセンスの返却を終了する 

k-NetLicense の起動画面に戻ります。 

[終了]ボタンをクリックします。 

 

 

 


