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【ハマキャリネット 会員メニュー操作概要】

【概要】
ハマキャリネット 会員メニュー操作（本マニュアルについて）
このマニュアルでは、WEBからのハマキャリネット会員登録申請および会員メニュー内の操作に

ついて、運用操作に関する説明を行っていますので、操作を行う前にご一読いただき、操作で
困った場合に、参照していただけますようお願いいたします。

ハマ・キャリ・ネット WEB申込の利用については、次ページを参照してください。

【主な記載内容】

・ ハマキャリネット会員登録申請
①会員登録申請①会員登録申請
②会員登録申請受付
③会員登録申請結果

・ハマキャリネット会員メニュー
①ログイン・ログアウト
②研修申込状況の確認
③研修受講履歴の確認③研修受講履歴の確認
④会員登録情報の確認・修正
⑤個人登録情報の確認・修正・削除・新規追加

【会員メニューの利用】

会員登録申請で承認された会員の方は、会員登録申請結果通知メールに添付の
「承認通知」記載のログインＩＤおよびパスワードを使用してログインしてください。

バ ジ プ が ご
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【ハマ・キャリ・ネット WEB申込の利用について】

ウィリング横浜主催研修の受講申込を希望し、WEBでの申込をしたい場合は、
予めインターネットで会員登録をしていただきます。

会員登録の申請ができる施設・事業所は以下のとおりです。
どちらの条件も見た施設・事業所が会員登録申請をしていただけます。
★横浜市内の社会福祉施設・社会福祉サービス事業所

（所在地が横浜市内ですので 市外の方は登録申請できません。）（所在地が横浜市内ですので、市外の方は登録申請できません。）
★メールアドレスを保有している施設・事業所

（登録申請の可否など、登録いただいたメールアドレス宛に送付します。）

※個人での登録は行っておりません。

会員登録の申請をいただき、「ＩＤ/Password」を発行されたのち、WEBでの申し込みが可能となり
ますます。

＜ハマ・キャリ・ネット＞ 会員登録をしたらこんなことができます♪

★WEBでの研修申込について、確認メールが自動的に返送されます。

★会員専用ページが作成され、下記のことができるようになります。
研修の申込状況が 会員専用ペ ジ も確認 きます・研修の申込状況が、会員専用ページでいつでも確認できます。

・研修の申込期限内であれば、いつでも受講希望者の変更が可能です。

・研修の受講履歴を確認できます。

・会員登録の情報をいつでも修正できます。
※但し、施設・事業所の所在地の「横浜市」は変更できませんので、
横浜市外に施設・事業所を転居された場合は、利用を継続することは

できません。

・研修を受講した参加者は（職員等）、「個人情報管理」に登録されます。
また、研修申込をする前に、事前に登録することもできます。
登録情報は修正することもできます。登録情報は修正することもできます。
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１） ハマキャリネット会員登録申請

会員登録申請は 横浜市内の社会福祉施設 社会福祉サ ビス事業所の法人がお申し込み会員登録申請は、横浜市内の社会福祉施設・社会福祉サービス事業所の法人がお申し込み
できます。 （所在地が横浜市内ですので、市外の方は登録申請できません。）

★会員登録申請の流れ

①会員登録申請の開始
ハマキャリネットTOP画面の【会員登録】より開始します。ハマキャリネットTOP画面の【会員登録】より開始します。

【会員登録】ボタンをクリックし、表示される認証コードと会員登録申請受付メールを受信する
メールアドレスを入力し送信します。

②会員登録申請受付メールの受信
会員登録申請時に入力したメールアドレス宛に、会員登録アクセス画面へのパスワードおよび
ペ ジ表 が記載された が届きますページ表示URLが記載されたメールが届きます。

③会員登録画面へのアクセス
会員登録アクセス画面で、パスワード入力し、会員規約画面に進みます。

④会員規約表示
会員規約が表示されます。 【承認】して会員登録情報の入力に進みます。承諾しない場合に
は、【不承認】で、画面を閉じます。

⑤会員登録情報の入力⑤会員登録情報の入力
会員登録する法人情報を入力します。 法人内の個人情報（研修受講者用）は、会員登録申
請受付後、会員メニュー内で登録します。

⑥会員登録申請受付完了
会員登録情報入力完了後、会員登録申請受付完了画面が表示されます。

会員登録申請受 が会員登録申請受 ド きますメールにて、会員登録申請受付メールが会員登録申請受付メールアドレスに届きます。
会員登録の承認については、承認結果通知までお待ちください。
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①会員登録申請の開始
ハマキャリネットTOP画面の【会員登録】より開始します。

【会員登録】ボタンをクリックし、表示される認証コードと会員登録申請受付メールを受信する
メールアドレスを入力し送信します。

会員登録は、ハマキャリTOP画面の【会
員登録】ボタンをクリックし開始します。

表示される認証 ドと会員登録申請受付メ ルを受信するメ ルアドレスを入力し表示される認証コードと会員登録申請受付メールを受信するメールアドレスを入力し
送信します。
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②会員登録申請受付メールの受信
会員登録申請時に入力したメールアドレス宛に、会員登録アクセス画面へのパスワードおよび録 録
ページ表示URLが記載されたメールが届きます。

【会員登録申請受付メール】
「会員登録アクセス画面へのアクセスURL 」および「会員登録アクセス画面パスワード」が
記載されてますので、「会員登録アクセスURL」をクリックし、会員登録画面を表示させ「会員
登録アクセス画面パスワード」を入力します。

会員登録アクセス画面の表示

会員登録アクセス画面パスワード
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③会員登録画面へのアクセス
会員登録アクセス画面で、パスワード入力し、会員規約画面に進みます。

④利用規約表示
利用規約が表示されます。内容をお読みになり承諾する場合には、 【承認】ボタンをクリックし
て会員登録情報の入力に進みます。承諾しない場合には、【不承認】ボタンをクリックして画面
を閉じます。
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⑤会員登録情報の入力
会員登録する法人情報を入力します。 法人内の個人情報（研修受講者用）は、会員登録申録 録
請受付後、会員メニュー内で登録します。
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⑥会員登録申請受付完了
会員登録情報入力完了後、会員登録申請受付完了画面が表示されます。
メールにて、会員登録申請受付メールが会員登録申請受付メールアドレスに届きます。
会員登録の承認については、承認結果通知までお待ちください。
※登録完了まで数日かかる場合があります。

会員登録申請受付メール
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２）ハマキャリネット会員メニュー（マイページ）

ハマキャリネットへのログイン

会員メニューへのログインは、ハマキャリTOP
画面の【ログイン】ボタンをクリックし開始します。

ハマキャリネット会員メニュー（以降、マイページという）ログインIDおよびパスワード入力を行
います。

【ID、パスワードが不明な場合】
ID、パスワードは、会員登録申請承認通知メールに添付した「ハマキャリネット会員登録申請結果通知」に記載されてます。
「ハマキャリネット会員登録申請結果通知」を紛失して、ID、パスワードが不明な場合には、下記までお問い合わせ下さい。
福祉保健研修交流センター ウィリング横浜（指定管理者：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会）
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①マイページ（HOME）①マイページ（HOME）

ハマキャリネットマイページにログインすると会員メニューが表示されますハマキャリネットマイページにログインすると会員メニューが表示されます。
各機能は下記①～⑦です。

なお、研修WEB申し込みは、個人登録の方のみのお申込みとなっておりますので、⑤の個人
登録情報より個人情報を登録してから、研修WEB申し込みを行ってください。

① ② ③ ④ ⑤

⑥

⑦⑦

⑥

①HOME
最新５件までの研修申込状況および研修受講履歴が表示されます。

②研修申込状況が表示されます。

③研修受講履歴が表示されます③研修受講履歴が表示されます。

④会員登録情報（法人情報）の、確認・修正が行えます。

⑤個人登録情報の、確認・修正、新規追加、削除（離職）が行えます。

⑥研修名をクリックすると、研修情報ページが表示されます。
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⑦【確認・修正・取消】をクリックすると、研修WEB申込内容の確認、修正、取消が行えます。



②研修申込状況が表示されます。

研修名をクリックすると研修情報が表示されます。

A) 研修申込日および研修開催日が表示されます。

A)                             B)                                            C)                               D)

B) 研修名をクリックすると、研修申込した研修情報が確認できます。

C) 研修WEB申込受付番号が表示されます。

D) 受講者/ステータス欄には、申込ステータスが表示されます。

【確認・修正・取消】をクリックすると、研修WEB申込内容の確認、修正、取消が行えます。【確認 修正 取消】をクリックすると、研修 申込内容の確認、修正、取消が行えます。
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②－１研修申込内容の変更・取消

受講者
情報情報

研修固有
申込情報申込情報

【受講者の変更（取消）画面】

締め切り日以降に、受講者を変更される場合には、
ウィリング横浜事務局にお電話ください。 TEL：045-847-6674
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③研修受講履歴が表示されます。

研修名をクリックすると研修情報が表示されます。

研修名をクリックすると、研修申込した研修情報が確認できます。
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④会員登録情報（法人情報）の、確認・修正が行えます。

修正する場合にはページ下部の【会員情報修正】ボタンをクリックしてください。
会員登録削除（退会）する場合には、ハマキャリネットまで、ご連絡ください。
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⑤個人登録情報の、確認・修正、新規追加、削除（離職）が行えます。

研修WEB申し込みは、個人登録の方のみのお申込みとなっておりますので、個人情報を登録
してから、研修WEB申し込みを行ってください。

【修正】 登録個人情報の修正が行えます。

【離職】 個人登録情報の削除を行います。
※離職（削除）した個人情報は、元には戻せません。

【新規追加】 個人登録情報の新規追加を行います。
※個人登録情報ページから個人登録情報を登録せずに、研修WEB申込を行った場合、

が研修WEB申込画面より、個人情報の登録ができます。
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個人登録情報の新規追加画面

※入力の生年月日は、個人の年代算出に利用します。
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機種依存文字は 特定のパソコンやシステムに依存する文字のことです

５）使用できない文字について（機種依存文字）

機種依存文字は、特定のパソコンやシステムに依存する文字のことです。

代表的な機種依存文字は、丸付き数字やローマ数字、センチメートルやキログラムなどの単位や
特殊な記号、半角カナ文字などがあります。

例えば、機種依存文字を含んだデータを表示した場合に、相手が使用しているパソコン環境によっ
ては、主に次のような不具合が生じる可
能性があります。
①他の文字に置き換えられて表示される
②文字が全く表示されない等②文字が全く表示されない等
そのため、インターネット上では、機種依存文字は使用しないことがルールとされています。
CMSシステムをご利用時における機種依存文字のご使用はお控えください。

①本システムは「ジェイネットワークスCMSシステム」ライセンス版での運用となっております。

６）その他、注意事項

①本システムは「ジェイネットワ クスCMSシステム」ライセンス版での運用となっております。
②ライセンス版は、クライアント環境に合わせて、クライアント専用の環境を構築してますので、
システムは他のユーザーとの共有は行わないクライアント専用システムです。
③本システムライセンス版は暗号化通信（ＳＳＬ通信）により情報保護されています。
④ご不明点・お問い合わせ・ご要望はジェイネットワークスまでご連絡ください。

ジェイネットワークス

７）お問い合わせ先

ジェイネットワ クス
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F
〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村11264-139
TEL：0120-265015 FAX：0120-26-5017
ＥーMAIL：kano@jnw.com

担当 ジェイネットワークス 代表 加納
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