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1-1. Top画面

2

コンペティション申込サイトのトップ画面です。
この画面より、会員登録やコンペ応募、セミナー予約、応募/予約状況の確認などを行います。
URL：https://www.jeri-wec.jp/top/

[Top]画面

Main Menu
選択したメニューに応じた画面へ移
動します。

【トップ/Top】
Top画面へ戻ります。
【ログイン】
当システムにログインします。すでに会員
登録済の方はこちらよりログインください。
【会員登録はこちら】
コンペ応募やセミナー予約には会員登録
が必要です。まだ会員登録をしていない方
こちらより会員登録を行ってください。

セミナー予約/コンペ応募の選択
セミナー予約する場合は「セミナー予約」を、コンペ応募

する場合は「コンペ応募」を選択します。

掲示板
現在開催されているセミナーやコンペの開
催情報、問合せ先等が掲載されます。



1-2. 会員登録（1/4）
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コンペ応募やセミナー予約の際には、事前に当システムへ会員登録が必要になります。
会員登録を行う場合の操作方法を説明します。

[Top]画面

[利用規約及び個人情報取扱規約の確認]画面

1

【会員登録はこちら】
ボタンを押します。

次ページへ

2

3

利用規約及び個人情報取扱規約の内容を
確認した上で、

【利用規約、および個人情報取扱規約】
をチェックします。

【メールアドレス登録
画面に進む】ボタン
を押します。



1-2. 会員登録（2/4）
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[メールアドレス登録]画面

[メールアドレス登録完了]画面

会員登録手続URLのご連絡

前ページから

「メールアドレス」と
「メールアドレス確認」を

入力します。

【送信】ボタンを押します。

入力したメールアドレスに会員登録用URLを通知する
メールが送信されます。

メール本文に記載されている会員登録用URLを
クリックます。

次ページへ

4

5

6



1-2. 会員登録（3/4）
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[会員登録]画面

[会員登録内容確認]画面

前ページから

7

会員情報を入力します。
【必須】となっている項
目に入力がないと会員
登録ができません。

8 9

入力内容を確認し、
【会員登録する】ボタンを押します。

次ページへ

会員情報を入力したら
【内容確認に進む】ボタンを押します。



1-2. 会員登録（4/4）
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[会員登録完了]画面

会員情報登録完了のお知らせ

前ページから

[会員登録完了]画面が表
示され、登録が完了します。

会員登録の完了を通知する
メールが送信されます。

登録した会員情報は本文にある
URLから確認できます。



1-3. ログイン
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会員登録が完了したら、Top画面の【ログイン】ボタンより当システムにログインします。
[Top]画面

[ログイン]画面

[ログイン後のTop]画面

ログインが完了すると
[ログイン後のTop画面]が

表示されます。

1

2

3

ご自身で設定した
「ログインID」と「パスワード」

を入力します。

【ログイン】ボタンを
押します。

【ログイン】ボタン
を押します。



1-4. 会員情報編集（1/2）
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会員情報の内容を編集する場合の操作方法を説明します。
[ログイン後のTop]画面

[ユーザー設定詳細]画面 [ユーザー設定]画面

1

ログイン後、
【ユーザー設定】ボタン
を押します。

2

【修正】ボタンを
押します。

3

必要な個所を
編集します。

4

【内容確認に進む】
ボタンを押します。

次ページへ



1-4. 会員情報編集（2/2）
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[ユーザー設定内容確認]画面

[ユーザー設定編集完了]画面

前ページから

5

[ユーザー設定編集完了]
画面が表示され、編集が

完了します。

会員情報編集完了を通知する
メールが送信されます。

編集した会員情報は本文にある
URLから確認できます。

会員情報変更完了のお知らせ

入力内容を確認し、
【更新する】ボタンを押します。



1-5. コンペ応募
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1-5-1. コンペ応募（1/3）

コンペに応募する場合の操作方法を説明します。
※1度応募いただいたコンペティションは、変更及びキャンセルができませんのでご了承ください。

[ログイン後のTop]画面

[予約・応募状況]画面

1

ログイン後、
【コンペ応募】ボタン
を押します。

2

次ページへ

応募するコンペを
押します。



1-5. コンペ応募
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1-5-1. コンペ応募（2/3）

[コンペ応募開始]画面 [コンペ応募]画面

3

【応募】ボタン
を押します。

4

コンペ応募に必要なエントリー情報を入力します。
※エントリー項目が未入力の場合でも途中で一時保存が可能です。一時
保存を行う場合は【この内容で一時保存する】ボタンを押します。

一時保存後応募を再開する場合の手順はP13以降を参照してください。

5

【登録内容を確認する】
ボタンを押します。

次ページへ

前ページから



1-5. コンペ応募
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1-5-1. コンペ応募（3/3）

[コンペ応募内容確認]画面

[コンペ応募完了]画面 コンペ応募完了を通知するメールが
送信されます。

応募した内容を確認するには、
本文にあるURLから確認できます。

11

前ページから

[コンペ応募完了]画面が
表示され、

応募が完了します。

コンペ応募完了のお知らせ入力内容を確認し、
【応募する】ボタンを押します。



1-5. コンペ応募
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1-5-2. コンペ応募-自動返信より再開（1/5）
コンペに応募する場合の操作方法を説明します。
※下記操作はコンペの応募中に一時保存を行い、自動返信メールから再開する操作方法です。
※1度応募完了まで行ったコンペティションは、変更及びキャンセルができませんのでご了承ください。

[ログイン後のTop]画面

[予約・応募状況]画面

1

ログイン後、
【コンペ応募】ボタン
を押します。

2

次ページへ

応募するコンペを
押します。



1-5. コンペ応募
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1-5-2. コンペ応募-自動返信より再開（2/5）

[コンペ応募開始]画面 [コンペ応募]画面

3

【応募】ボタンを押し
ます。

4

コンペ応募に必要なエントリー情報を入力します。
入力途中で一時保存する場合は【この内容で一時保存する】ボタンを押します。

一時保存は 【必須】となっている項目が未入力でも保存可能です。
※必須項目を入力後、応募する場合は【内容確認に進む】ボタンを押します。

5

【この内容で一時保存する】
ボタンを押します。

次ページへ

前ページから



1-5. コンペ応募
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1-5-2. コンペ応募-自動返信より再開（3/5）

[コンペ応募]画面：一次保存完了メッセージ

コンペ応募再開URLのご連絡

「一時保存完了」の
メッセージが表示されます。

※ここでログアウトしても続きから
編集可能です。

コンペ応募を再開するための
メールが送信されるので

確認します。
本文に記載されている

応募再開用のURLをクリックし、
コンペ応募を再開します。

次ページへ

6

前ページから



1-5. コンペ応募
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1-5-2. コンペ応募-自動返信より再開（4/5）

[ログイン]画面 [コンペ応募]画面（続きから編集可能）

7

8

本人確認のため、
「ログインID」と「パスワード」を

入力します。

【ログイン】ボタンを
押します。

前ページから

【登録内容を確認する】
ボタンを押します。

9

前回一時保存した続きから入力できます。
このまま応募完了する場合は、必要な項目を全て入力します。

※更に一時保存する場合は、P14に戻ります。

次ページへ

10



1-5. コンペ応募
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1-5-2. コンペ応募-自動返信より再開（5/5）

[コンペ応募内容確認]画面

[コンペ応募完了]画面

コンペ応募完了のお知らせ入力内容を確認し、
【応募する】ボタンを押します。

[コンペ応募完了]画面が
表示され、

応募が完了します。

コンペ応募完了を通知するメールが
送信されます。

応募した内容を確認するには、
本文にあるURLから確認できます。

11

前ページから



1-5. コンペ応募
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1-5-3. コンペ応募-応募履歴より再開（1/6）
コンペに応募する場合の操作方法を説明します。
※下記操作は一時保存の再開メールを紛失した場合に、応募履歴から再開する操作方法です。
※1度応募いただいたコンペティションは、変更及びキャンセルができませんのでご了承ください。

[ログイン後のTop]画面

[予約・応募状況]画面

1

ログイン後、
【コンペ応募】ボタンを

押します。

2

次ページへ

応募するコンペを
押します。



1-5. コンペ応募
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1-5-3. コンペ応募-応募履歴より再開（2/6）

[コンペ応募開始]画面 [コンペ応募]画面

3

【応募】ボタンを
押します。

4

コンペ応募に必要なエントリー情報を入力します。
入力途中で一時保存する場合は【この内容で一時保存する】ボタンを押します。

一時保存は 【必須】となっている項目が未入力でも保存可能です。
※必須項目を入力後、応募する場合は【内容確認に進む】ボタンを押します。

5

【この内容で一時保存する】
ボタンを押します。

次ページへ

前ページから



1-5. コンペ応募
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1-5-3. コンペ応募-応募履歴より再開（3/6）

[コンペ応募]画面：一次保存完了メッセージ
応募再開用の自動返信メールを紛
失した場合等、応募履歴画面より

再開できます。

次ページへ

前ページから

6

7

トップ画面(https://www.jeri-wec.jp/top/)より、
「ログインID」と「パスワード」を

入力します。

【ログイン】ボタンを
押します。

[ログイン]画面「一時保存完了」の
メッセージが表示されます。



1-5. コンペ応募
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1-5-3. コンペ応募-応募履歴より再開（4/6）

[ログイン]画面
前ページから

8

【予約・応募履歴】
ボタンを押します。

次ページへ

9

応募を再開するコンペの
【続きを編集】ボタンを

押します。

[予約/応募履歴]画面には
自身が過去応募したコンペや、
応募中のコンペが表示されます。



1-5. コンペ応募
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1-5-3. コンペ応募-応募履歴より再開（5/6）

[コンペ応募]画面（続きから編集可能）
前ページから

【登録内容を確認する】
ボタンを押します。

10

[コンペ応募内容確認]画面

12

入力内容を確認し、
【応募する】ボタンを
押します。

11
次ページへ

続きから入力を開始し、
必要な個所を全て
入力します。



1-5. コンペ応募
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1-5-3. コンペ応募-応募履歴より再開（6/6）

[コンペ応募完了]画面

【コンペ応募完了のお知らせ

[コンペ応募完了]画面が
表示され、

応募が完了します。

コンペ応募完了を通知するメールが
送信されます。

応募した内容を確認するには、
本文にあるURLから確認できます。

前ページから
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パスワードを忘れてしまった場合、再設定する操作方法を説明します。

1

【ログインID確認、パスワード再設定はこちら＞】
をクリックします。

[ログインID確認、パスワード再設定]画面[ログイン]画面

2 3

4

【パスワードを再設定する】
を選択します。

ID登録時のメールアドレスを
入力します。

【ログインID確認、パスワード再設定
メールを受信】ボタンを

押します。

[送信完了]画面が表示され、
ID登録時のメールドレスへ

「パスワードの再設定」のメールが
送信されます。

1-6. パスワード・ログインIDの確認
1-6-1. パスワード再設定（パスワードを忘れた場合）（1/2）
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5

noreply@jeri-wec.jpより
パスワード変更URLのご連絡メール

が送信されます。

メール本文にあるURLリンクをクリックします。
（24時間以内にパスワード変更処理

を完了させて下さい）

メール画面

6

新しいパスワードと確認用に同じパスワード
を入力ます。

(※英数記号混合8桁以上)

7
【パスワードを設定】ボタン

を押します。

[パスワード再設定登録完了]画面が表示され、
パスワードの再設定が完了します。
新しいパスワードでログインして下さい。

[パスワード再設定]画面

[パスワード再設定登録完了]画面

1-6. パスワード・ログインIDの確認
1-6-1. パスワード再設定（パスワードを忘れた場合）（2/2）
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ログインIDを忘れてしまった場合、ログインIDを確認する操作方法を説明します。

1

【ログインID確認、パスワード
再設定はこちら＞】をクリック

します。

[ログインID確認、パスワード再設定]画面
[ログイン]画面

2 3

4

【ログインIDを確認する】を
選択します。

ID登録時のメールアドレスを
入力します。

【ログインID確認、パスワー
ド再設定メールを受信】ボタ

ンを押します。

[送信完了]画面が表示され、
ID登録時のメールドレスへ「ロ
グインID通知」のメールが送信

されます。

1-6. パスワード・ログインIDの確認
1-6-2. ログインIDの確認（ログインIDを忘れた場合）（1/2）
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5

noreply@jeri-wec.jpより
IDのご連絡メールが
送信されます。

メール画面

通知された「ログインID」で
当システムにログインして下さい。

1-6. パスワード・ログインIDの確認

[ログイン]画面

1-6-2. ログインIDの確認（ログインIDを忘れた場合）（2/2）



1-7. ログアウト
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Top画面の【ログアウト】ボタンより当システムよりログアウトします。

[Top]画面[ログイン後のTop]画面

1

【ログアウト】ボタンを
押します。

ログアウト状態の
[Top]画面が表示され、
ログオフが完了します。
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2. お問い合わせ

当サイトについてのご質問は、
下記連絡先へお気軽にお問い合わせ下さい。

DBJ女性起業サポートセンター事務局
Tel：03-6214-3606
E-mail：wec@jeri.org


