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JCCIPIホームページ 「会員専用サイト」の使い方
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フィリピン日本人商工会議所（JCCIPI）では、ホームページ内に「会員専用サ
イト」を設けており、会員企業向けの機能やコンテンツをご用意しています。
URL： https://www.jccipi.com.ph/

本資料は、「会員専用サイト」の各機能の使い方を詳しく説明しています。
会員向けの機能はログインした状態で利用可能ですので、ログインしてから
ご覧ください。
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１．「会員専用サイト」から利用できる各種機能等

・会員登録情報の変更
・会報「p-Business」の閲覧（バックナンバー含む）
・理事会議事録の閲覧
・会員名簿の閲覧
・「税務最新情報」の閲覧（バックナンバー含む）
・セミナー申し込み

こちらの「会員向け機能」コーナーに、利用できる機能を
集約しております。
ログインしたうえ、こちらからご利用ください。

こちらの「会員向け機能」コーナーに、利用できる機能を
集約しております。
ログインしたうえ、こちらからご利用ください。

会報「P-BUSINESS」や税務最新情報は、個別にコーナーを
設けておりますので、こちらからの閲覧も可能です。
※非会員でも目次・タイトルは閲覧可能としております。
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こちらに「ID・パスワード」を入力し、
「ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい。
正常にログインが完了すると、「現在
ログイン済みです」と表示されます。

２．「会員専用サイト」のログイン方法

フィリピン日本人商工会議所（JCCIPI）ホームページにアクセスし、
「ID・パスワード」を入力してください。
https://www.jccipi.com.ph/

「ID・パスワード」は、当所にご登録いただいているEメールアドレス宛にメー
ルでお知らせしています。貴社日本人スタッフにご確認いただくか、それでも
不明な場合はフィリピン日本人商工会議所までお問い合わせください。

※会員企業以外からのアクセスを防止するため、パスワードは定期的に変更
いたします。変更の都度、当所にご登録いただいているEメールアドレス宛に
メールでお知らせいたします。

https://www.jccipi.com.ph/
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３．登録している情報（会社名、所在地、代表者等）の変更方法

事務所移転、人事異動等により、当所にご登録いただいている情報に変更が生
じた場合は、以下によりご連絡をお願いいたします。

＜変更が生じた場合にご連絡いただきたい情報＞
・会社名 (英)(日)

・所在地、TEL、FAX

・登録代表者名（漢字＆ローマ字、役職）
・登録代表者E-mailとEmailの会員名簿掲載可否
・所属部会名（変更、追加、削除を希望する場合）

※現在の登録情報については会員名簿をご参照ください。
※別途、日本人スタッフ全員のお名前についてもご登録いただいております。
日本人スタッフの変更については、本手続きとは別の手続きとなりますの
で、8ページをご参照ください。

会員向け機能ページの「会員登録情報の変更」にある「こちらのフォーム」を
クリックしてください。
別ウィンドウにより、専用のフォームが立ち上がります。
入力方法は次ページをご参照ください。
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会員変更・異動届フォーム
（１ページ目：回答者情報入力）

このページは、すべての
項目が入力必須になって
います。
記入者のメールアドレス、
会社名（英文社名）、お
名前、電話番号を入力し
てください。
（回答内容に関して確認
させていただきたい事項
があった場合に、事務局
より記入者にご連絡させ
ていただく場合がござい
ます）

すべての入力が完了したら、【次へ】をクリックして、
次ページへ進んでください。

３．登録している情報（会社名、所在地、代表者等）の変更方法

会員変更・異動届フォームは、全部で３ページあります。
以下の手順に沿って、変更後の情報を記入してください。
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会員変更・異動届フォーム
（２ページ目：会社名、所在地、TEL、FAX、Emailの変更）

２ページ目は、会社名（英語・日本語）、所在地、
電話番号、FAX番号、E-mailアドレスの変更を行う
ページです。
変更が生じた項目（変更したい項目）について、
変更後の情報のみ入力してください。

※変更箇所のみの入力で構いません。
※本ページに変更が生じた項目がない場合は、
何も入力せずに【次へ】をクリックしてください。

【次へ】をクリックして次ページへ
進んでください。

３．登録している情報（会社名、所在地、代表者等）の変更方法
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会員変更・異動届フォーム
（３ページ目：登録代表者の名前・役職・メールアドレス、会員名簿への掲載可否、部会）

３ページ目は、代表者名（漢字・ローマ字）、
代表者の役職（漢字・ローマ字）、
代表者のEmailアドレス、会員名簿への掲載の可否、
所属部会の変更を行うページです。
変更が生じた項目（変更したい項目）について、
変更後の情報のみ入力してください。

※代表者名、代表者の役職は、漢字とローマ字
両方の欄へ入力してください。

※変更箇所のみの入力で構いません。
※変更箇所がない場合は、そのまま【送信】を
クリックしてください。

【送信】をクリックしてください。
変更手続きは、これで完了です。
１ページ目で入力したメールアドレスに、回答のコピー
が送信されますので、必ず保管するようにしてください。

代表者のE-mailアドレスを会員名簿に掲載するか、
しないかを選択してください。

所属部会を変更したい場合、こちらに入力してください。
＜所属部会を追加したい場合の入力例＞
現在の所属部会に加えて、●●部会に所属
＜所属部会を削除したい場合の入力例＞
現在の所属部会のうち、●●部会を削除

３．登録している情報（会社名、所在地、代表者等）の変更方法
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人事異動等により、当所にご登録いただいている日本人スタッフの情報に変更
が生じた場合は、以下によりご連絡をお願いいたします。

※現在の登録情報は会員名簿に掲載しておりません。ご不明な場合は、事務局
までお問い合わせください。

※本フォームを利用せず、これまでと同様にFAX、データ送信等での変更手続き
も可能です。

会員向け機能ページの「日本人スタッフの名前・人数変更」にある、
「こちらのフォーム」をクリックしてください。
別ウィンドウにより、専用のフォームが立ち上がります。
入力方法は次ページをご参照ください。

４．日本人スタッフの名前・人数の変更方法
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４．日本人スタッフの名前・人数の変更方法

日本人スタッフ変更届フォーム（1ページ目）

日本人スタッフの帰任・退職や、新たに着任・採用など、ご登録いただいてい
る日本人スタッフの情報に変更が生じた場合は、以下によりご連絡をお願いい
たします。

このページは、すべての
項目が入力必須になって
います。
記入者のメールアドレス、
会社名（英文社名）、お
名前、電話番号を入力し
てください。
（回答内容に関して確認
させていただきたい事項
があった場合に、事務局
より記入者にご連絡させ
ていただく場合がござい
ます）

すべての入力が完了したら、【次へ】をクリックして、
次ページへ進んでください。
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日本人スタッフ変更届フォーム（2ページ目）

入力したら、【次へ】をクリックして
次ページへ進んでください。

2ページ目

帰国・退職等で、フィリピン日本人商工会議所の
登録を削除する個人の名前を入力してください。
漢字とローマ字を続けて入力してください。
例） 山田太郎 Taro Yamada

※10人以上いる場合は、お手数ですが、2回（以上）
に分けてフォームを送信してください。
※登録を削除する日本人スタッフがいない場合は、
何も入力せずに【次へ】をクリックしてください。

４．日本人スタッフの名前・人数の変更方法
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３ページ目

新規着任・入社等で、フィリピン日本人商工会議所
に新たに登録する個人の名前を入力してください。
漢字とローマ字を続けて入力してください。
例） 山田太郎 Taro Yamada

※10人以上いる場合は、お手数ですが、2回（以
上）に分けてフォームを送信してください。
※登録する日本人スタッフがいない場合は、
何も入力せずに【送信】をクリックしてください。

【送信】をクリックしてください。
１ページ目で入力したメールアドレスに、
回答のコピーが送信されますので、必ず保管するよう
にしてください。

４．日本人スタッフの名前・人数の変更方法

変更後の日本人スタッフの人数を入力してください。
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ご覧になりたい号の【→】をクリック
してください

５．月報「p-BUSINESS」の閲覧方法

ログインした状態で、会報「p-Business」の閲覧ページをご覧ください。
※月報「p-BUSINESS」は会員企業のみが閲覧可能な資料となりますので、
データをダウンロードして第三者に転送することは絶対にやめてください。
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【PDFを閲覧】をクリックしてください。
p-BusinessのバックナンバーがPDF様式で開き、
閲覧が可能です。

５．月報「p-BUSINESS」の閲覧方法
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６．理事会議事録の閲覧方法

ログインした状態で、理事会議事録の閲覧ページをご覧ください。
※理事会議事録は会員企業のみが閲覧可能な資料となりますので、
データをダウンロードして第三者に転送することは絶対にやめてください。

ご覧になりたい月をクリックすると、
議事録をPDFで閲覧できます。
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７．会員名簿の閲覧方法

ログインした状態で、会員名簿の閲覧ページをご覧ください。
※会員名簿は会員企業のみが閲覧可能な資料となりますので、
データをダウンロードして第三者に転送することは絶対にやめてください。

こちらをクリックすると、名簿をPDFで閲覧できます。
※定期的に情報を更新いたします。
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８．税務最新情報の閲覧方法

ログインした状態で、税務最新情報の閲覧ページをご覧ください。
※税務最新情報は会員企業のみが閲覧可能な資料となりますので、
データをダウンロードして第三者に転送することは絶対にやめてください。

ご覧になりたいタイトル（月）をクリックすると、
内容をPDFで閲覧できます。
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2019/○/○ 【ご案内・会員のみ】JCCIPIセミナー開催案内
2019/○/○ セブ日本人商工会議所2019年度定例総会に参加
2019/○/○ ○○○部会会合を開催
2019/○/○ 新年祝賀会を開催
2019/○/○ 【ご案内・会員のみ】フィリピン経営セミナーのご案内
2019/○/○ 【ご案内】２０１９年新年祝賀会（会員限定）
2019/○/○ 「フィリピン税制改革セミナー」を開催
2019/○/○ 【ご案内】フィリピン政治・経済動向セミナーのご案内

セミナー・イベント等の開催情報はこちらより
ご覧ください。
クリックすると詳細ページへリンクします。

９．セミナーの申し込み方法

ログインした状態で、【JCCIPI活動】に掲載されている記事のうち、
参加を希望するセミナー等のページをご覧ください。
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（セミナー・イベントの詳細ページ例）
開催概要・申込フォームが記載されていますので、参加ご希望の場合は、
フォームよりご連絡ください。

ご参加を希望の場合は、フォームより
申し込みをしてください。

必要事項をご入力のうえ、
【送信】をクリックしてください。
ご入力したメールアドレスに、申込内容の
コピーが送信されますので、必ず保管する
ようにしてください。

９．セミナーの申し込み方法
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【活用術】過去記事の検索方法

検索方法【A】：
「p-Business」バックナンバーの中から、見たい記事を検索する場合

会報「p-Business」の閲覧ページを開いて、
[Ctrl]  キーを押しながら、同時に [F]キーを押し、
ページ内検索の機能を利用して検索してください。
（お使いのブラウザにより検索バーの表示方法は異なります）

ページ内検索バーに
キーワードを入力してください

入力したキーワードがページ内にあると、
ハイライトされます
（お使いのブラウザにより表示は異なります）
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検索方法【B】：
「p-Business」のバックナンバーだけでなく、サイト全体から検索する場合

ホームページ（全ページ）の右上にある検索バーに、
お探しの記事のキーワードを入力し、【検索】をクリックしてください。

ここにキーワードを入力してください

例えば「インフラ」で検索した場合、
インフラというワードを含む記事が
p-Business以外も含めて表示されます。

【活用術】過去記事の検索方法


