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1-1.本書の目的 
 

1-2.システム概要 
  



1. はじめに 
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本書は、株式会社日本政策投資銀行が主催するセミナーへの参加や、コンペティション（以降：コンペ）への応募を行う女

性起業家向けに、「各種セミナー・女性新ビジネスプランコンペティション申込サイト」の操作方法等を解説するものです。 

1-1.  本書の目的 

1-2.  システム概要 

本システムは、女性起業家向けに開催するセミナーへの予約やコンペへの応募がスムーズにできるようにするためのシステム 

(クラウドサービス)です。  

女性起業家 

Webブラウザー 

各種セミナー・女性新ビジネス 
プランコンペティション 

申込サイト 

女性起業サポートセンター 

Webブラウザー 

セミナー予約 

クラウド 

女性起業家 

Webブラウザー 

予約/応募受付 

対応ブラウザー 
① Internet Explorer 9以上 
② Chrome  最新 
③ Fire Fox 最新 

メルマガ配信 コンペ応募 

セミナー予約 

コンペ応募 

URL:https://www.jeri-wec.jp/top/ 

対応スマホ 
① iOS7以上 
② Android4.2以上 

http://www.nri-secure.co.jp/service/crypto/


２．操作方法 

 

4 

   2-1.Top画面 
 

  2-2.会員情報登録（はじめて会員登録をする方）  
  
  2-3.ログイン（会員登録済の方） 
            
  2-4.会員情報編集 
 
  2-5.退会 
 
  2-6.セミナー予約関連 
     2-6-1.セミナー予約 
     2-6-2.セミナー予約キャンセル 
 

  2-7.コンペ応募関連 
     2-7-1.コンペ応募 
     2-7-2.コンペ応募-自動返信より再開 
     2-7-3.コンペ応募-応募履歴より再開 
 

  2-8.パスワード・ログインIDの確認 
     2-8-1.パスワード再設定（パスワードを忘れた場合） 
     2-8-1.ログインIDの確認（ログインIDを忘れた場合） 
 

  2-9.ログアウト 

 ※本書で使用する記号 
 

  [  ]: 画面名称  【  】: 画面上のボタンまたはリンク  「  」: 画面上の項目名 ：操作説明 ：画面説明 



2-1. Top画面 



2-1. Top画面 
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「各種セミナー・女性新ビジネスプラン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、会員登録やセミナー予約、コンペ応募、自身の予約/応募状況の確認などを行います。 
URL：https://www.jeri-wec.jp/top/ 

[Top]画面 

Main Menu 
常に当該位置に表示され、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】 
すでに会員登録済の方：当システムに
ログインします。 

【会員登録はこちら】 
 会員登録をしていない方：セミナー予約
やコンペ応募には会員の登録をしていただ
く必要があります。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
開催情報や、問合せ先等が掲載され

ます。 



2-2. 会員情報登録（はじめて会員登録をする方） 



2-2. 会員情報登録（はじめて会員登録をする方）（1/4） 
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セミナーの予約やコンペの応募の際には、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。 



2-2. 会員情報登録（はじめて会員登録をする方）（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 

【JERI-WEC】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「確認
用のメールアドレス」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。本
文に記載されている会員
登録用のURLをクリックし、
会員登録を行います。 

次ページへ 

4 

5 

6 

■注意事項 
右記のメールが受信されない場合は、迷惑メールなどブロック
されている可能性があります。こちらのメールアドレスのドメイン
(@jeri-wec.jp)を解除してください。 



2-2. 会員情報登録（はじめて会員登録をする方）（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。 

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。 

次ページへ 



2-2. 会員情報登録（はじめて会員登録をする方）（4/4） 
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[会員登録完了]画面 

【JERI-WEC】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。 



2-3. ログイン（会員登録済の方） 



2-3. ログイン（会員登録済の方） 
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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 

「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。 



2-4. 会員情報編集 



2-4. 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。当システムへのログインが必要となります。 

[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 

【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 



2-4. 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。 

【JERI-WEC】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。 



2-5. 退会 



2-5. 退会（1/2） 
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当システムの会員を退会する場合の操作方法を説明します。当システムへのログインが必要となります。 

[ログイン後のTop]画面 

[ユーザー設定詳細]画面 

[退会申請]画面 

1 

【ユーザー設定】ボタ
ンを押します。 

2 

【退会の手続きはこ
ちら】リンクをクリックし

ます。 

3 

【退会】ボタンを押し
ます。 

次ページへ 



2-5. 退会（2/2） 
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[退会申請完了]画面 

【JERI-WEC】退会手続完了のお知らせ 

前ページから 

[退会申請完了]画面が表
示され、退会が完了します。 

会員退会完了を通知するメー
ルが送信されます。 



2-6. セミナー予約関連 



2-6. セミナー予約関連 
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2-6-1.  セミナー予約（1/3） 

セミナーを予約する場合の操作方法を説明します。当システムへのログインが必要となります。 
※1度予約いただいたセミナーは、変更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 

【セミナー予約】ボタ
ンを押します。 

2 

次ページへ 

予約するセミナー
を押します。 

[予約・応募状況]画面に
は現在開催されているセミ
ナーが表示されます。 



2-6. セミナー予約関連 
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2-6-1.  セミナー予約（2/3） 

[セミナー予約開始]画面 
[予約登録]画面 

前ページから 

3 

【予約】ボタンを押し
ます。 

4 

5 

【登録確認を確認す
る】ボタンを押します。 

次ページへ 

必要な個所を入力します。 
【必須】となっている項目
の場合は入力しないと予

約はできません。 



2-6. セミナー予約関連 
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2-6-1.  セミナー予約（3/3） 

[予約登録内容確認]画面 

【JERI-WEC】セミナー予約完了のお知らせ 

[予約登録完了]画面 

前ページから 

セミナー予約完了を通知するメール
が送信されます。 

6 

入力内容を確認し、 
【予約する】ボタンを押します。 

[予約登録完了]画面が
表示され、予約が完了し

ます。 



2-6. セミナー予約関連 
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2-6-2.  セミナー予約キャンセル（1/3） 

セミナー予約をキャンセルする場合の操作方法を説明します。当システムへのログインが必要となります。 
 

[ログイン後のTop]画面 

[予約/応募履歴]画面 

1 

【予約・応募履歴】
ボタンを押します。 

次ページへ 

2 

キャンセルを行うセミナー
の【キャンセル】ボタンを

押します。 

[予約/応募履歴]画面には
自身が過去に予約したセミ
ナーが表示されます。 



2-6. セミナー予約関連 
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2-6-2.  セミナー予約キャンセル（2/3） 

[予約詳細]画面 

[予約詳細]画面：キャンセルメッセージ 

3 

【予約キャンセル】ボ
タンを押します。 

前ページから 

4 

キャンセル確認のメッセージ
が表示されるため【はい】ボ

タンを押します。 

次ページへ 



2-6. セミナー予約関連 
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2-6-2.  セミナー予約キャンセル（3/3） 

[予約キャンセル完了]画面 

【JERI-WEC】セミナー予約キャンセル完了のお知らせ 

前ページから 

[予約キャンセル完了]画
面が表示され、予約の
キャンセルが完了します。 

セミナー予約キャンセル完了を通知
するメールが送信されます。 



2-7. コンペ応募関連 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-1. 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。当システムへのログインが必要となります。 
※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 

【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。 

[予約・応募状況]画面に
は現在応募中のコンペが

表示されます。 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-1. 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。 
一時保存より応募を再開する場合の手順は次章を

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 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-1. 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。 

【JERI-WEC】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。 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-2. 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。当システムへのログインが必要となります。 
※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となります。 
※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 

【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。 

[予約・応募状況]画面に
は現在応募中のコンペが

表示されます。 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-2. 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 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-2. 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 

【JERI-WEC】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。 

※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
メールが送信されます。 

本文にあるURLから応募の再
開が可能です。 

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 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-2. 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 

続きから入力を開始し、必要な個
所を全て入力します。 

※さらに一時保存する場合は、再
度P31に戻ります。 

次ページへ 

10 



2-7. コンペ応募関連 

35 

2-7-2. 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 

【JERI-WEC】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 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-3. 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。当システムへのログインが必要となります。 
※下記操作は一時保存の再開メールを紛失した場合を想定し、応募履歴から再開する操作方法となります。 
※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 

【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。 
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37 

2-7-3. 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 



2-7. コンペ応募関連 
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2-7-3. 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
を紛失したため、応募履歴画

面より再開します。 

次ページへ 

前ページから 

6 

7 

「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。 
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2-7-3. 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。 
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2-7-3. 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 

必要な個所を入力し
【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。 
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2-7-3. コンペ応募-応募履歴より再開（6/6） 

[コンペ応募完了]画面 

【JERI-WEC】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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パスワードを再設定する場合の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。 

2-8. パスワード・ログインIDの確認 
2-8-1. 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より件 
名：【JERI-WEC】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当システ

ムに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 

2-8. パスワード・ログインIDの確認 
2-8-1. 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を確認する場合の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。 

2-8. パスワード・ログインIDの確認 
2-8-2. 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より件 
名：【JERI-WEC】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。 

2-8. パスワード・ログインIDの確認 

[ログイン]画面 

2-8-2. ログインIDの確認（ログインIDを忘れた場合）（2/2） 
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2-9. ログアウト 

48 

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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3. お問い合わせ 

当サイトについてのご質問は、 
下記連絡先または担当者へお気軽にお問い合わせ下さい。 

 
一般財団法人 日本経済研究所 女性起業サポートセンター 
 

    Tel：03-6214-3606 
    E-mail：wec@jeri.org 
 


