
1

ジェトロ・メンバーズ向け
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１．ジェトロ・ウェブサイトのトップ画面から
マイページ利用画面に入ります。
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ここをクリック

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



２．マイページ利用画面から、まずはお客様情報の
登録画面に入ります。
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マイページお申込み
をクリック

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



３．イベント/サービス申し込みページでは「お客様登録」を行います。
※お客様登録がお済みの方は、ページ左側のログイン画面にID、パスワード
を入力し、ログインボタンを押します。（⇒９ー(1).に進む）
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登録ボタン
をクリック

お客様登録
済みの方は
こちらから
ログイン

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



４ー(1)．お客様情報を順次登録します。（必須項目は必ず入力）
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お客様登録 マイページログイン マイページ設定



４－(2)．必要事項の入力が完了したら内容確認画面へ入りましょう。
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入力完了後、矢印
の内容確認ボタン
をクリック

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



５．登録内容に誤りが無ければ最下部の「登録」ボタンを
クリック（修正も可）します。
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クリック前に
入力内容確認を

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



６．お客様情報の入力完了メッセージが表出されます。同時に、指定
アドレスに送付されたジェトロからのメールも必ず確認してくだ
さい。通知メール経由で本登録の手続きに入ります。
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お客様登録 マイページログイン マイページ設定



７．お客様のアドレスで受信した登録確認メール内の
「本登録完了URL」をクリックします。

差出人: jetro-customer@jetro.go.jp 

日時: 2020年〇月〇日 13:19:15 JST 

宛先: abc@abc.com 

件名: 【JETRO-Customer】 お客様情報の登録確認のお願い（本登録へお進みください） 

 

----------------------------------------------------------------------- 

お客様情報の登録確認のお願い （本登録へお進みください） 

----------------------------------------------------------------------- 

 

〇〇 〇〇 様 

 

ジェトロのサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

お客様情報の「仮登録」のお申し込みを受付いたしました。 

ご本人確認のため、以下 URL にアクセスし、お客様情報の「本登録」を完了いただけますようお

願いいたします。 

 

イベント参加申し込みは、以下 URL でお客様情報の本登録完了後、引き続き行っていただけます。 

 

 ※本登録完了 URL の有効期限は、仮登録お申し込みの翌日午前 0 時です。有効期限が過ぎた場

合は、再度、お客様登録手続きが必要になります。 

 ※有効期限以内に本登録完了 URL にアクセスしても、本登録が完了できない場合は、同 URL が

途中で改行されリンクが正しく機能していない可能性があります。 

  同 URLを最後までコピーし、ブラウザのアドレスバー（アドレス表示部分）に貼り付け、Enter

キーでアクセスしてください。 

 

========================================================= 

本登録完了 URL： https://www.jetro.go.jp/cust/・・・・・・・・・・・・・・・ 

========================================================= 

 

◆ご注意◆ 

本登録が完了しない場合は、ジェトロのイベント参加申し込みなど、各種サービスをご利用いた

だくことができませんので、ご注意ください。 

 

========================================================= 

※イベントに関するお問い合わせ／キャンセルは、開催担当者へお願いいたします。 
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左記のURLをクリック

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



８．「お客様情報登録完了」のメッセージが出たら「マイページ」
の参加申し込み画面に移ります。別途メールでも本登録完了通知
が登録メールアドレスに届きます。

（※登録情報変更ページもご案内） 差出人: jetro-customer@jetro.go.jp 

日時: 2020年〇月〇日 13:44:41 JST 

宛先: abc@abc.com 

件名: 【JETRO-Customer】 お客様情報の本登録完了のお知らせ 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 お客様情報の本登録完了のお知らせ 

----------------------------------------------------------------------- 

 

〇〇 〇〇 様 

 

ジェトロのサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

お客様情報の本登録が完了いたしました。 

 

----------------------------------------------------------------------- 

ログイン ID： abc@abc.com 

お客様番号： ×××××× 

----------------------------------------------------------------------- 

 

【登録情報の確認／変更／登録解除について】 

以下 URL から、登録情報の管理やパスワード変更を行っていただけます。 

 ◆登録情報確認ページ  https://www.jetro.go.jp/customer/login 

 

============================================================================= 

※イベントに関するお問い合わせ／キャンセルは、開催担当者へお願いいたします。 
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別途、下記内容のメールも送信

登録解除やパスワード変更はこちらから

初期パスワード

お客様登録 マイページログイン マイページ設定

上記をクリック



９ー(1)．イベント/サービス情報として「マイページ」への
お客様の登録内容を確認。
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利用希望サービスとし
て「マイページ」が明
記されているかを確認。

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



９ー(2)．登録内容に誤りが無ければページ最下部の「参加申し
込み」ボタンをクリックします。内容変更を希望の場合
は「変更画面」ボタンをクリックし手続きしてください。
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登録内容変更不要

登録内容変更希望

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



10．ジェトロ・メンバーズ（JM会員）の方はJM限定サービスのご利
用が可能に。「ジェトロ・メンバーズ」をチェック、会員割引
コードを入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

13

①

会員割引
コードの
入力はこ
ちら

②

③

チェック

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



11．JM会員としての「マイページ」お申込み確認画面。
手続きは未完了のため「マイページログイン」ボタンをクリック
します。

14

ここをクリック

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



12．お客様登録後に発行されたログインIDとパスワード
（お客様番号：8．参照）を入力し、ログインボタンを押します。
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①

②

ユーザーIDとパス
ワードを入力

ログインボタンを押す

お客様登録 マイページログイン マイページ設定

チェックボックス
「次回から自動ログインする」

ブックマーク機能や最近閲覧した
ページはログイン時のみ使用できま
すので、こちらのチェックをつけて
自動ログイン機能をご利用ください。

自動ログイン期間は30日間です。
その間にマイページに自動ログイン
を行うと、都度、自動ログイン期間
は延長されます。

マイページから、いつでもログアウ
トは可能です。



13ー(1)．初期設定画面にて、ご希望の条件セット（３セットまで
設定可）でご関心の地域・国、テーマ、産業、
サービス種別を設定。
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国・地域
設定

①

目的/テーマ
設定

②

条件セット１

産業設定③

希望サービス
種別設定

④

条件セット２

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



13－(2)．JM限定サービス：「イベント情報」のご希望条件を設定

お客様登録 マイページログイン マイページ設定
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①

国・地域設定
（複数選択可）

目的/テーマ
設定

②

産業設定

③

イベント
開催地設定

④



13－(3)．最後に新着のニュース／イベント通知（新着お知らせメール）
の要否と頻度を設定します。JM会員は毎日受信が可能です。

18

新着お知らせ
メール要否と
頻度設定

①

確認画面へ②

※19．の項
をご参照

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



14．「マイページ」の初期設定確認画面で設定条件を最終確認
しましょう。問題が無ければ最下部の「登録してマイページ
へ」ボタンをクリック
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設定条件を
最終登録

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



15ー(1)．セットした条件ごとに、ご関心の国・地域や分野に
絞って新着情報（ニュース、調査レポート：公開日順）
が素早く閲覧できます。
クリックするとニュース/ レポート画面に飛びます。
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読みたい
記事をク
リック

①

該当記事
のページ
にリンク

②

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



15－(2)．時間がある際にじっくり読みたいレポート類は、ブック
マーク機能を利用してリストアップと保存が可能です。
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ブックマークボタンをクリック
ブック
マーク
リスト
に保存

②

①

お客様登録 マイページログイン マイページ設定



1６ー(1)．JM限定で、関心地域・業種・テーマに絞った新着
イベント情報が入ると通知します。「イベント」タブから案内を
開始したイベントをいち早く、見落としなく確認できます。

お客様登録 マイページログイン マイページ設定
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新着イベント
お知らせ通知



16－(2)．「イベント」タブを開くと新着（公開日）順にイベント
一覧が表出され、クリックすると募集画面に飛びます。
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①

イベント
案内ページ
にリンク

②

お客様登録 マイページログイン マイページ設定

確認したい
イベントを
クリック



17．これでマイページのご登録は完了です。
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ログアウト・
ボタンはこちら

お客様登録 マイページログイン マイページ設定

マイページは原則ログインした
ままでご利用ください。
次回アクセスしたときには自動
ログインされます。

ブックマーク機能や最近閲覧し
たページなどはログイン中のみ
ご利用いただけます。

また、1か月以上アクセスがな
い場合はログアウトされていま
すので、その場合は改めてログ
インしてください。



1８．次に利用の際には
（１）ジェトロ・ウェブサイトの上部の「マイページ」アイコンをク
リック、自動ログインが設定されていますとマイページが開きます。
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ここをク
リック

①
②

お客様登録 マイページログイン マイページ登録

カスタマイズしたマイページへ②



登録済みのログインIDとパスワードを入力、
「ログイン」ボタンをクリックすると、カスタマイズ設定済みの
「マイページ」画面に遷移します。
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お客様登録 マイページログイン マイページ設定

18－(2)．以下左の画面が表示されたら右上のログインボタンをク
リックしてください。

②ユーザーID
とパスワード
を入力、ログ
イン・ボタン
を押す

③マイ
ページへ①ログインボタンをク

リック



19．新着情報メール（JM限定、毎日設定可）登録済みの場合は、
次のメールが設定条件に応じ登録メルアドに配信されます。

差出人: ジェトロ新着お知らせメール <jetro_info@jetro.go.jp> 

日時: 2020年 12月 26日 7:00:22 JST 

宛先: abc@abc.com 

件名: ■2020年度 海外進出日系企業実態調査（中東編）（2020年 12月）(トルコ) 他 

(ジェトロ・新着お知らせメールサービス) 

 

 

 

 

新着お知らせメール 

2020/12/26 

 

XX XX様 

本日のジェトロ・ウェブサイトの新着情報をお届けします。 

条件セット 2 

(種別:すべて/国:中東/テーマ:輸出,海外進出/産業:すべて) 
 

ビジネス短信 

トルコ、一部サービスに対する付加価値税の軽減措置などを延長(トル

コ) - 2020/12/25 

 

 

調査レポート 

2020年度 海外進出日系企業実態調査（中東編）（2020年 12月） - 2020/12/25 

 

 

※本メールはジェトロ・ウェブサイトのマイページで新着お知らせメールを送る

に設定されている方向けに、ご自身のご興味に応じた新着情報をお送りしていま

す。 

新着アラートメールの配信停止、設定条件の変更をご希望の場合 

マイページでログインの上、お客様の設定情報を変更して下さい。 

 

このメールは送信専用メールアドレスから送信されています。 

ご不明な点がありましたら webmaster@jetro.go.jpまでご連絡ください。 
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＜１・ニュース/レポート配信メール＞

新着情報

記事タイトル
をクリック！

新着情報チェック



差出人: ジェトロ新着お知らせメール <jetro_info@jetro.go.jp 
日時: 2021 年 1月 15日 7:00:36 JST 
宛先: abc@abc.com 
件名: ■イングランドとスコットランド、入国前の陰性証明提示を義務付け(英国) 他 (ジェ
トロ・新着お知らせメールサービス) 

 

 

 

新着お知らせメール 

2021/01/15 

 

XX XX 様 

本日のジェトロ・ウェブサイトの新着情報をお届けします。 

条件セット 1 

(種別:すべて/国:EU,英国,フランス/テーマ:輸出,海外進出,FTA/EPA、WTO,基準・認

証、規制、ルール,越境 EC/産業:すべて) 
 

ビジネス短信 

イングランドとスコットランド、入国前の陰性証明提示を義務付け(英
国) - 2021/01/14 

 

ドイツ・英国間の物流は順調、規制対応などに懸念(英国,ドイ
ツ) - 2021/01/14 

 

 

昨日公開された新規イベントがあります。 
詳細はマイページでご確認ください。 
マイページ 
 

※本メールはジェトロ・ウェブサイトのマイページで新着お知らせメールを送るに設定され

ている方向けに、ご自身のご興味に応じた新着情報をお送りしています。 

新着アラートメールの配信停止、設定条件の変更をご希望の場合 
マイページでログインの上、お客様の設定情報を変更して下さい。 
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＜２・新着イベント案内通知＞

新着イベント
通知

ログイン
②

「マイページ」
をクリック！

①

新着イベント情報
（公開順）をクリック
して確認

③

新着情報チェック



マイページに関するお問い合わせ
情報データ統括課
E-Mail：webmaster@jetro.go.jp
TEL：03-3582-5278（平日 9：00～12：00、13：00～17：00）
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ジェトロ・メンバーズに関するお問い合わせ

E-Mail：jmember@jetro.go.jp
TEL：03-3582-5176（平日 9：00～12：00、13：00～17：00）
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