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1.1. ログインページに移動

１．ログイン⽅法
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1.1.2. 下記のURLにアクセス

https://www.kansaidoyukai.or.jp/members/

1.1.1. ページヘッダーリンクよりアクセス



1.2. ログインする

1. 会員番号を⼊⼒
2. パスワードを⼊⼒
3. ”ログインする”をクリック

１．ログイン⽅法
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1. 会員番号を⼊⼒

2. パスワードを⼊⼒
3. “ログインする”をクリック



２．トップページ
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イベント情報の表⽰

メニュー



パスワード変更ページ
へ移動

３．メニュー
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会員専⽤ページトップページ
へ移動

関⻄経済同友会からの
お知らせページ

へ移動

各種イベント（講演会など）
へ移動

本会に関わる基本資料ほか
へ移動

本会会員名簿ページ
へ移動

会員情報編集ページ
へ移動

秘書設定ページ
へ移動

メール受信設定ページ
へ移動

顔写真設定ページ
へ移動ログアウトする

新規お知らせがある場合、
「NEW」マークが付きます。



4.2. イベント情報⼀覧

４．イベント情報
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対象イベント⼀覧

イベント絞込

詳細を⾒る場合
イベント名をクリック

詳細は4.3.を御覧ください

現在の⾃⾝の状態

4.1. イベント情報とは

同友会が主催する講演会、所属する委員会の会合、
常任幹事会・幹事会等の情報の情報を掲載しています。
加えて、出⽋・⽋席を申し込むことができます。

空欄は、未回答



4.3. イベント詳細

４．イベント情報
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イベント⽇時

イベント名

イベント概要⽂

添付ファイル

開催会場

開催住所

開催テーマ

講師

備考

案内対象

⾃分を含む同会社の対象者の
出⽋変更備考記⼊

詳細は4.5.を御覧ください

代理出席者記⼊欄
詳細は4.6.を御覧ください



４．イベント情報
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4.4. 内部メンバー限定資料（取扱注意・部外秘）ついて

イベントに関連するメンバー限定資料が
掲載される場合がございます。



４．イベント情報
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4.5. イベント出⽋記⼊

下記の条件を満たした⽅が表⽰されます。
・イベントの対象者
・ログイン者と同じ会社に所属する⽅

表⽰されている⽅の参加、不参加を変更可能です。
出⽋席内容を変更された場合、必ず最後に
「出⽋席ステータスを確定する」のボタンを押して
出⽋席情報を確定してください。

2.備考は任意

1.出⽋席ステータスを変更

3.クリックして変更を決定



代理出席者のお名前記⼊

フリガナの記⼊

役職の記⼊

どなたの代理であるか記⼊

任意で備考を⼊⼒

４．イベント情報
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4.6. 代理出席記⼊

代理出席者は会社単位で２名まで記⼊出来ます。
名前をご⼊⼒後、必ず「上記出席者の申込をする」
を押してください。

⼊⼒された内容を確定



5．関⻄経済同友会からのお知らせ
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5.1. 関⻄経済同友会からのお知らせとは

事務局より会員の皆様にお送りしているお知らせ＝情報を閲覧するこ
とができます。
（⼀般的な会合の情報もお送りしていますが、出席・⽋席は「イベン
ト」のページからのみ⾏うことができます。）

5.2. 関⻄経済同友会からのお知らせ画⾯

イベント絞込

詳細を⾒る場合
おしらせ名をクリック

詳細は5.3.を御覧ください



5．関⻄経済同友会からのお知らせ
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5.3. 関⻄経済同友会からのお知らせ詳細

おしらせタイトル

おしらせ内容

お知らせ添付資料



6．本会に関わる基本資料ほか
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6.1. 本会に関わる基本資料ほかとは

定款や役員情報など、関⻄経済同友会に関わる
基本的な資料を閲覧・ダウンロードすることができます。

※重要資料となりますので、お取り扱いにご注意下さい。

6.2. 本会に関わる基本資料ほか画⾯

基本資料絞込

詳細を⾒る場合
資料名をクリック

詳細は6.3.を御覧ください



6．本会に関わる基本資料ほか
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6.3. 本会に関わる基本資料ほか詳細

資料タイトル

資料



7．同友会会員名簿
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7.1. 同友会会員名簿画⾯



7．同友会会員名簿
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7.2. 絞込、ソート機能

1.絞込内容を⼊⼒ 2.クリック

ソート⽅法を選択



7．同友会会員名簿
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7.3. 名簿情報

⽒名 フリガナ

会員区分
(⼀般会員,特別会員,幹事

常任幹事,代表幹事)

会社

会社電話番号所属委員会

登録された顔写真



8．会員情報の変更
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会員ページメニュー「会員情報編集」から、会員情報の変更画⾯へ遷移します。
右側の変更フォームより、情報の変更、追加が可能です。
また、メールアドレスは、最⼤５つまで登録出来ます。

登録メールアドレスごとに、「メ
ール受信設定」より事務局からの
メールを振り分けることが出来ま

す。

事務局からの配送物など、登録会
社とは、別に配送がご希望の場合
は、こちらにご住所をご記⼊くだ

さい。

⽣年⽉⽇を変更する場合、
カレンダーの「年」上を押下すると
他の年代を選択する事が可能です。



9．秘書設定
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「秘書設定」にて、会員様の秘書様をご登録し、秘書様にも、事務局から会員
様宛のメールなどの情報をお送りする事が出来ます。

また、今後運営する中で、ご連絡させて頂く際に重要な設定となるため、必ず、
お間違いなく、秘書様をご登録ください。
（秘書様は、複数人登録する事が可能です。）

「秘書設定」トップ画面（ご登録秘書様の一覧画面）

ご登録秘書⼀覧 秘書の個別情報を編集、削除する場
合は、こちらのボタンより、操作を
⾏ってください。

秘書様の追加、または編集画面

新規追加ページで、秘書様⽤の誤⼊
⼒エリアに、該当する情報をご記⼊
し、「追加する」のボタンを押す事
で、秘書様の登録が可能です。



10．メール設定
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事務局からのメールは「全会員向けメール」と「委員会活動に関するメール」

に分けられます。全会員向けメールでは、主に「講演会情報」や、「重要なお

知らせ」などの情報が配信されます。委員会活動に関するメールは、委員会、

会合など、また出欠席の設定がされていない場合、情報が受信されます。
どちらも、必ず一つはメールアドレスを設定しなければいけません。

メール受信設定画面

こちらのチェックボックスに「チェック」を入れるだけで、事務局

からのメール受信設定が可能です。



11．顔写真設定
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顔写真を設定することにより「会員ページの左上」と「同友会会員名簿」にて、

ご自身の顔写真を公開する事が可能です。

活動を行っていく中で、他の会員様にも、活動や面識前に、予め認知して頂け

る為、是非こちらの機能をご活用ください。

顔写真設定方法

写真をドロップ

①写真のアップロード

②公開する

画面常に、写真が表示されれば、アップロード

完了です。この段階では、まだ公開されません。

アップロード完了後写真の下にある「写真を変

更する」のボタンをクリックすると、変更完了

です。また削除を行う場合は、写真の右上にあ

る「ゴミ箱」ボタンをクリックすると、写真が

消えます。削除後「写真を変更する」のボタン

をクリックすると、写真は完全に削除されます。



12．パスワードの変更
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パスワードの変更を行いたい場合は、こちらの画面より、変更が可能です。

パスワードの変更時、必ず「現在のパスワード」が必要となります。

またパスワードは、英数字８文字以上となります。


