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情報通信設備協会では、会員の皆様に限定した各種情報を発信するため、本部HP
で「会員の広場」を作成しました。
各々の機能を活用し、会員サービスの向上に努めていきますので、是時ご活用下さい。

管理画面の操作マニュアル
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１．動画ニュース

２．新製品ｻｰﾋﾞｽ ｿﾘｭｰｼｮﾝ

３．協業情報

７．My会員情報変更

８．パスワード変更

４．機関誌ITCA

５．ガイドブック＆パンフレット

６．会員情報検索

会員の広場

＜本部＞

９．会員相互の相談窓口



１．ＰＷ入力について
①Topページから“会員の広場”をクリックします

2

①

②ユーザID、PWを画面より入力します
初回のPWは、初期PWを入力します

＜注意＞
ユーザID：会員ID、PW：初期PW
を投入ください。
ユーザIDと初期PWは、別途郵送に
より連絡いたします

③最初の１回（初期PWでログインした場合）
のみ、PW変更画面が自動表示されます

③

④新しいPWを投入してください。PWは、英大
文字、英小文字、数字で６桁で設定して
下さい
設定後は“パスワード設定”を押下して下さい

⑤ユーザIDと新しいPWを投入し“ログイン”
を押下してください。

②

⑥会員の広場のメニュー画面が表示されます

＜注意＞
通常の画面遷移は、①②⑥となります

②



２．動画ニュース

①会員の広場メニュー画面から“動画ニュース”
を押下します

①

②動画ニュース一覧が表示されます。見たい映
像をクリックします

本部で開催されるセミナー等LIVE配信された講演内容や、各地方本部で開催され全国への配信がＯＫとなったセミナー等の動画情
報の閲覧が可能です。

②

映像スタート、ストップ 音量 画面サイズ

＜サンプル映像＞

③

③配布資料をクロックすると
ダウンロードができます

＜注意＞
配布資料は講演者の都合により、印
刷の可否、保存の可否及びPW設
定される場合等があります



３．新製品・サービスソリューション

①会員の広場メニュー画面から“新製品・
サービスソリューション”を押下します

本部でじょほゆ収集しているプレスリリースに情報公開します。

②気になる情報をクリックすると情報が開
示されます。

①

②

＜サンプルデータ＞



４．協業情報

①会員の広場メニュー画面から“協業情報”を
押下します

①

本部で提供している協業情報について公開しています。

②気になる協業情報をクリックすると情報
が開示されます。

②

＜サンプルデータ＞



５．機関誌ITCA

①会員の広場メニュー画面から“機関誌
ＩＴＣＡ”を押下します

①

過去に発行した機関誌ＩＴＣＡをご覧になれます。全ページカラーで閲覧できます。

②

②閲覧したい号数をクリックして下さい。

＜サンプルデータ＞



６．ガイドブック＆パンフレット

①会員の広場メニュー画面から“ガイドブック＆
パンフレット”を押下します

①

本部で作成したガイドブック、パンフレットを掲載しています。各々の閲覧が可能です。

②

②閲覧したい資料をクリックして下さい。

＜サンプルデータ＞



７．会員情報検索-１

①会員の広場メニュー画面から
“会員情報検索”を押下します

協会メンバー毎に事前に登録して頂いた「業種」及び「取引メーカー」毎に検索を可能とします。
＜注意＞
「業種」「取引メーカー」各々の検索時は、AND条
件で検索となります。
「業種」と「取引メーカー」を同時に検索する場合は、
OR条件で検索となります。

①

③検索条件を満足した企業名が表示されます。
会社名をクリックすると、会社の基本情報が表
示されます②

②

②検索対象の県を指定し、検索条件を選択し
□をチェックしましたら、下段の検索ボタンを
押下します。

③

会員企業名、フリガナ、会
社URL、会社登録住所、
担当者氏名、担当者メー
ルアドレス、電話番号、
FAX番号が表示されます

＜注意＞
担当者氏名、担当者メールアドレス、電話番
号、FAX番号を非表示することができます。詳
細は“My会員情報変更”にて説明します

④

すべて表示した場合

すべて非表示とした場合



７．会員情報検索-２

④検索条件を満足した企業名が表示されます。
ＣＳＶをクリックすると、データ出力されます。

④

⑤ＣＳＶファイルは、各自ＰＣのダウンロードホルダに“members.csv”として格納されます。

会員企業名 フリガナ 会社URL 会社登録住所 窓口担当者氏名 窓口担当者メールアドレス 窓口担当電話番号 窓口担当FAX番号

株式会社ダミー１ カブシキガイシャダミーイチ https://www.itca.or.jp/index.php 東京都千代田区飯田橋1-1-100 山田 一郎 t-yamada@aaa.com 03-2222-3333 03-2222-3334

株式会社サンワ２ カブシキガイシャサンワ https://www.taylormadegolf.jp/ 東京都千代田区飯田橋２－１１－８

株式会社サンワ３ カブシキガイシャサンワ 東京都千代田区飯田橋２－１１－８

会員企業名 フリガナ 会社URL 会社登録住所 窓口担当者氏名 窓口担当者メールアドレス 窓口担当電話番号 窓口担当FAX番号

株式会社ダミー１ カブシキガイシャダミーイチ https://www.itca.or.jp/index.php 東京都千代田区飯田橋1-1-100

株式会社サンワ２ カブシキガイシャサンワ https://www.taylormadegolf.jp/ 東京都千代田区飯田橋２－１１－８

株式会社サンワ３ カブシキガイシャサンワ 東京都千代田区飯田橋２－１１－８

すべて表示した場合

すべて非表示とした場合

表示可能な会社のみ、内容が表示されます

すべての会社が非表示でも、空カラム表示となります



８．パスワード変更

①会員の広場メニュー画面から“パスワード
変更”を押下します

パスワード変更を行います。

②新しいパスワードを投入します。

③

②

③投入後、“パスワード変更”を押下します

①



９．Ｍｙ会員情報変更

①会員の広場メニュー画面から“Ｍｙ
会員情報変更”を押下します

＜注意＞

②投入されている項目が表示されますので、
変更してください

③

会社情報 業種 取引メーカ
会員企業名 □電子・電気・通信機器の製造 □NTT＆グループ各社

フリガナ □ソフトウェア製品の製造 □KDDI＆グループ各社

会社URL □その他の製造 □SBB＆グループ各社

〇協会窓口担当者氏名 □情報通信機器材の流通・販売 □日本電気＆グループ各社

〇協会窓口担当者メールアドレス □ソリューションの製造・流通・販売 □富士通＆グループ各社

会員郵便番号 □その他機器材の流通・販売 □沖電気＆グループ各社

会員登録住所（プルダウン） □情報通信（端末系）の工事・保守 □日立製作所＆グループ各社

会員登録住所（全住所） □情報通信（ビジ・PPBX系）の工事・保守 □岩崎通信機

〇協会窓口電話番号 □情報通信（NW系）の工事・保守 □サクサ

〇協会窓口FAX番号 □情報通信（所内系）の工事・保守 □ナカヨ

□SI・コンサルティング・情報サービス □アイホン

□通信事業者 □東芝

□コールセンタ運用 □パナソニック

□団体 □TOA

□その他 □ヤマハ

□アライドテレシス

①

②

◆会社情報は、会員名簿データより移植しますの
で、内容確認をお願いします。
協会窓口担当者氏名～FAX番号に設けている
“〇”は、会員情報検索結果に表示・非表示の
選択を設定するもので、初期値は非表示として
います。

導入開始時に内容の確認要 導入開始時に内容の設定要

◆該当するチェックボックスにチェックを設定します。
運用開始時は、未設定です。

③投入が完了しましたら、“会員情報変更”
を押下してください

ホームページで利用する、会員情報検索用のデータを登録・変更を行います。会員情報検索機能の
元データとなりますので、会員情報の登録・変更の程よろしくお願いします。



１０．会員相互の相談窓口

①会員の広場メニュー画面から“Ｍｙ
会員情報変更”を押下します

②サブ画面が表示されますので、“新規相登録”“相談
内容一覧表”のいずれかを選択ください

①

会員相互間での相談・質問等を可能とする機能を設けましたので、活用ください。

自ら相談を行う場合
❶新規相談案件の登録方法
➋相談案件一覧表
❸相談案件の回答確認

相談された内容を確認し、回答する場合
⓫相談案件一覧表の確認
⓬回答作成の方法

＜注意＞
相談登録をが完了すると新着情報にコメントが表示
されます。（現バージョンではオペレータ側での手動
操作となります。利用状況により、自動化を検討）

＜注意＞
相談案件が登録されても、会員への回答依頼メール
の発出は行いません。（新着情報に表示のみ）
今後の利用状況とヒアリング結果により、今後機能具
備について検討を実施します

＜注意＞
回答が登録されても、登録者にメール送信がされま
せんので、都度回答状況の確認を実施してください。
（現バージョンでは、メール発出機能は具備していま
せん。利用状況により、今後自動化を検討）



１０－１．会員相互の相談窓口
❶新規相談案件の登録方法

・登録企業、登録者は自動入力となります。
My会員情報変更で登録されている会社名、協会窓口担当者が自動
入力されます

・相談カテゴリを選択しまし。
01新技術、02製品、03販売、04設計、05施工、06稼働、07お困
りごと、08その他 から選択します。

・相談内容を登録します。

・添付ファイルを登録します。

・登録が完了したら、“登録”を押下します

・“№”をクリックすると、相談案件登録者の場合、“削除”“編集”が表示さ
れます。

➋相談案件一覧表が表示されます

・“削除”：登録した案件を削除します。
ex:相談が完了した場合、相談を取り

やめる場合に使用します

・“編集”：登録した案件内容の編集を
行います。再度登録画面が
表示されます

・“№”をクリックすると、右記の画面の下段に
回答欄が表示されます。回答がある場合
は、その内容が表示されます。



❸回答状況の確認

・回答を行った古い順番に表示されます。回答は何件でも登録（表示）することが
できます。

・相談が完遂しましたら、相談欄の下段にある“削除”を押下し、相談を終了します。

１０－２．会員相互の相談窓口



１０－３．会員相互の相談窓口
⓫新規相談案件の登録方法

・本部TOPの新着情報に“相談案件（01技術）の登録がありました。
内容を確認し回答をお願いします”が表示されます

⓬回答作成の方法

・ユーザID、パスワード入力画面が表示されます。
ユーザID、パスワードの投入を行います。

①

・回答する相談内容の“№”をクリックします



１０－４．会員相互の相談窓口

・相談案件の下段に回答欄が表示されます。回答内容の投入及びファイルの添付
が可能です

①

・登録内容を編集する場合は、“編
集”を、削除する場合は、“削除”
を選択します

・登録が完了しましたら、他メニュー
を参照するか、ログアウトするかを
選択してください。


